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1※上記はイメージです。

イノベーションは
常に、前進する
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世界経済に大きな負の影響を
もたらした新型コロナウイルス

※上記はイメージです。
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世界株式

世界株式（医薬品・バイオセクター）

その脅威の表面化後、
金融市場は多大なインパクトを受け

世界株式：MSCI AC ワールド指数（配当込）、世界株式（医薬品・バイオセクター）：MSCIワールド医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス指数（配当込） 上記指数は当ファンドの算
出方法に準じ、前営業日の米ドル建ての指数値に当該営業日の為替レートを乗じて、日興アセットマネジメントが円換算しています。上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに、日興アセットマネジメントが作成。上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

＊グラフ起点を10,000として指数化

■世界株式の推移（2019年1月16日～2020年3月17日）

世界株式の
下落率

▲31.9%

（年/月/日）

2/20～3/17
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当ファンド

堅調に推移していた当ファンド＊も
大きく落ち込むことに

■当ファンドと世界株式の推移（2019年1月16日（設定日）～2020年3月17日）

基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。世界株式：MSCI AC ワールド指数（配当込）、世界株式（医薬品・バイオセクター）：MSCIワールド医薬品・バイ
オテクノロジー・ライフサイエンス指数（配当込） 上記指数は当ファンドの算出方法に準じ、前営業日の米ドル建ての指数値に当該営業日の為替レートを乗じて、日興アセットマネジメントが
円換算しています。上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに、日興アセットマネジメントが作成。上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

（年/月/日）

＊当ファンド：1年決算型

＊グラフ起点を10,000として指数化

当ファンドの
下落率

▲31.7%

世界株式の
下落率

▲31.9%

2/20～3/17
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しかしその後は、市場を上回る
回復を見せ、

基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。世界株式：MSCI AC ワールド指数（配当込）、世界株式（医薬品・バイオセクター）：MSCIワールド医薬品・バイ
オテクノロジー・ライフサイエンス指数（配当込） 上記指数は当ファンドの算出方法に準じ、前営業日の米ドル建ての指数値に当該営業日の為替レートを乗じて、日興アセットマネジメントが
円換算しています。上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに、日興アセットマネジメントが作成。上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

（年/月/日）
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世界株式（医薬品・バイオセクター）

当ファンド

＊グラフ起点を10,000として指数化

■当ファンドと世界株式の推移（2019年1月16日（設定日）～2020年12月30日）
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当ファンド

＊グラフ起点を10,000として指数化

過去の高値を大幅に更新している
という事実を、押さえてほしい

＊グラフ起点を10,000として指数化

基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の値です。世界株式：MSCI AC ワールド指数（配当込）、世界株式（医薬品・バイオセクター）：MSCIワールド医薬品・バイ
オテクノロジー・ライフサイエンス指数（配当込） 上記指数は当ファンドの算出方法に準じ、前営業日の米ドル建ての指数値に当該営業日の為替レートを乗じて、日興アセットマネジメントが
円換算しています。上記指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとに、日興アセットマネジメントが作成。上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

（年/月/日）（年/月/日）

■当ファンドと世界株式の騰落率の比較

12,311
（2/20）

21,849
（2020/12/30）

8,414
（3/17）

-31.7% -31.9%
-21.6%

当ファンド 世界株式

世界株式

（医薬品・

バイオセクター）

159.7%

52.9%

26.3%

当ファンド 世界株式 世界株式

（医薬品・

バイオセクター）

（2月20日～3月17日） （3月17日～12月30日）
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混乱を好機ととらえ成長する

ゲノム関連業界への

市場の期待は大きい

新型コロナウイルスに伴う

今後も不透明な投資環境が続くと考えられる中、

※上記はイメージです。
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＊2003年のSARS（重症急性呼吸器症候群）流行時には約5ヵ月を要した

たとえば、

新型コロナウイルスの

遺伝子配列を

わずか数日でつきとめた

ゲノム解析技術の進化＊

※上記はイメージです。
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それにより、

すでに新型コロナウイルスの

抗体を特定し、

臨床試験を

開始した企業も

※上記はイメージです。



10※上記はイメージです。

この先、

ゲノム解析・編集技術は

突然変異の解明だけでなく

世界の医療システムをも

支えていくはず
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たとえば、

新型コロナ禍を機に

世界各地で急速に拡大する

遠隔医療サービス

※上記はイメージです。



12※上記はイメージです。

それは、

変化しつつある消費者や企業が

新たなイノベーションを

認識し始めた証
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イノベーションは

激動の時代にこそ

力強く前進し、

普及する

ARK社は、「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）」のマザーファンドに助言を行なっています。

Catherine D. Wood
（ARK創業者、CEO／CIO）
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世界を変える大きな可能性を秘める

人類史上最大級のイノベーション、

ゲノム革命

今こそ、その成長を見届けたい

ゲノム解析＋ゲノム編集

※上記はイメージです。 14
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ゲノム解析

基盤技術

ゲノム革命の
Ｋｅｙ Ｐｌａｙｅｒ 1
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ゲノム解析は、

ワクチンの開発、

感染拡大の抑制など

にも大きく貢献中

今回の新型コロナウイルスなどの

※上記はイメージです。
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技術革新により

解析力はさらに向上

しつつある一方、

解析期間やコストは

大幅に低下しており

掲載銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。

■次世代ゲノム解析技術の登場で
ヒトゲノム全解析のコストや期間は劇的に低下

0
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2019年8月
約900米ドル

解析コストは約10万分の1に低下
必要日数も約13年 ⇒ 約1日に短縮

（千米ドル）

（出所）米国立ヒトゲノム研究所、2024年は2020年1月時点のARK社予想

2024年（予想）
約200米ドル

2001年9月
約9,500万米ドル

※2001年時点との比較

＜解析コストの推移＞
2001年9月～2024年予想

（参考）ゲノム解析装置開発・製造メーカー

 イルミナ（米国）

 サーモフィッシャーサイエンティフィック（米国）

など

当ページは、ARK社からのデータやコメント、または各種公開情報など信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成。
上記は過去のものおよび予測であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
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さまざまな分野への

普及が期待される

とともに

市場規模は飛躍的に

拡大する見込み
出所：ARK Investment Management LLC、 2019
上記の予測は限定的なものであり、その信頼性を保証するものではありません。

35億米ドル

210億米ドル

2019年 2024年

年平均
成長率：

43% 

飛躍的な

拡大が

期待される

市場規模

■次世代ゲノム解析市場の見通し
医療、農業、環境など

当ページは、ARK社からのデータやコメント、または各種公開情報など信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成。
上記は過去のものおよび予測であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
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今後は、ＡＩなどとの

融合により、

個人ごとに疾患を

特定し治療する

パーソナル医療への

展開も期待される

※上記はイメージです。
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ゲノム編集

神の鋏（はさみ）

ゲノム革命の
Ｋｅｙ Ｐｌａｙｅｒ２
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神の鋏とも言われる

ゲノム編集技術

ＣＲＩＳＰＲ/Ｃas９

2020年ノーベル化学賞

を受賞したことは

記憶に新しい

ク リ ス パ ー / キ ャ ス ナ イ ン

ゲノム
（遺伝情報）

ＤＮＡ

CRISPR/Cas9：DNA二本鎖を切断してゲノム配列の任意の場所を削除、置換、挿入することができる新しい遺伝子改変技術

※上記はイメージです。

当技術の開発に貢献した2人の科学者が

はさみ
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より簡単で、

より精度の高い

このゲノム編集技術は、

今後、さまざまな場面で

活用されていくはず

CRISPR/Cas9：DNA二本鎖を切断してゲノム配列の任意の場所を削除、置換、挿入することができる新しい遺伝子改変技術

（ＣＲＩＳＰＲ/Ｃas９）
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米国や中国をはじめ

※上記はイメージです。

世界各国で

行なわれている

遺伝子疾患治療の

治験では、すでに

成功事例が出始めた
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ヒトの遺伝子治療に

とどまらず、栄養価の

高い農作物の生産や

肉厚な魚の育成など、

食品分野での活用も

進められており、

※上記はイメージです。
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医療・食糧・環境

など人類が抱える

課題の解決策になると

期待されている

（参考）ゲノム編集ライセンス保有企業

 インテリア・セラピューティクス（米国）

 CRISPRセラピューティクス（スイス）

 エディタス・メディシン（米国）

※上記はイメージです。

掲載銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
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ゲノム編集製品開発

実用化で人々のもとへ

ゲノム革命の
Ｋｅｙ Ｐｌａｙｅｒ３
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ゲノム情報を活用し、

病気の原因となる

遺伝子やタンパク質の

情報から薬を創る

ゲノム創薬

※上記はイメージです。
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＊2019年、ノバルティスファーマが開発した白血病治療薬「キムリア」が、国内初のCAR-T細胞療法（遺伝子療法）として承認された。

※上記はイメージです。

新しい遺伝子療法

として世界で採用が

進む中、

日本においても

一部のがん治療薬の

製造・販売が承認され

始めた＊

掲載銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
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今後は、ゲノム編集

技術にＡＩも融合させ、

迅速かつ多様な

がん治療薬の開発が

期待されている

（参考）ゲノム編集製品開発企業

 ノバルティス（スイス）

 セルジーン（米）

 リジェネロン・ファーマシューティカルズ（米）

 バーテックス・ファーマシューティカルズ（米）

など

※上記はイメージです。

掲載銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
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足元の新型コロナ禍に

おいては、

各社が急ピッチで

ウイルスの抗体を特定、

ワクチンの開発や

臨床実験に向け

動きだした

※上記はイメージです。
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短期的なニュースに、

市場が一喜一憂することもあるが、

長期投資家として、

この革命の成長をしっかりと

見守りつづけていきたい

※上記はイメージです。

今まさに世界中から、

熱い視線が注がれる

ゲノム関連業界
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ＡＲＫ社からのメッセージ

46838.1569

ARK社は、「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）／（年2回決算型）」のマザーファンドに助言を行なっています。



33当ページは、ARK社からのコメント、または各種公開情報など信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成。
上記は過去のものおよび予測であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

Catherine D. Wood
（ARK創業者、CEO／CIO）

Simon Barnett
（Analyst: Genomic Revolution）

１９８０年から２０年にわたる

ヘルスケア業界の黄金期は、

「バイオテクノロジー革命」に

よってもたらされました。

そこから２０年、

「ゲノム革命」によりいま再び、

ヘルスケア業界の黄金期が

やってくるとＡＲＫは考えています。
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ゲノ ム関連企業は中小規模の

会社が多く、株価の変動は大きい

傾向にあります。

しかし、今のような激動の時代に

こそ、新たなイノベーションの普及が

加速するのです。

当環境はゲノム関連企業に大きな

成長機会をもたらすことになると

期待しています。

当ページは、ARK社からのデータやコメント、または各種公開情報など信頼できると判断した情報をもとに日興アセットマネジメントが作成。
上記は過去のものおよび予測であり、将来の運用成果などを約束するものではありません。
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運用実績（基準価額と純資産総額の推移）

基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。
※税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものであることにご留意ください。
上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

（円）

（億円）

■1年決算型（2019年1月16日（設定日）～2020年12月30日）

（年/月/日）

（円）

（億円）

■年2回決算型（2020年9月10日（設定日）～2020年12月30日）

基準価額（税引前分配金
控除後、左軸）

純資産総額（右軸）

基準価額（税引前分配金
再投資ベース、左軸）

（年/月/日）
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ポートフォリオの状況 （2020年11月末時点）

＜通貨別比率＞

※ 四捨五入などの関係で合計が100％とならない場合があります
※上記はマザーファンドの状況です。比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

＜業種別比率＞＜国・地域別比率＞

通 貨 比率

1 アメリカドル 86.0%

2 中国元 4.8%

3 スイスフラン 3.1%

4 香港ドル 2.2%

5 ユーロ 1.1%

6 イギリスポンド 1.0%

7 日本円 0.8%

8 韓国ウォン 0.5%

業 種 比率

1 医薬品・バイオテクノロジー 82.7%

2 ヘルスケア機器・サービス 11.0%

3 テクノロジー・ハードウェア 3.7%

4 ソフトウェア・サービス 1.1%

5 素材 1.0%

国・地域名 比率

1 アメリカ 75.9%

2 スイス 10.0%

3 中国 6.5%

4 フランス 2.8%

5 イスラエル 1.3%

6 イギリス 1.0%

7 日本 0.8%

8 香港 0.5%

9 韓国 0.5%
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銘 柄 名 通 貨 国・地域名 業 種 比率

1 INVITAE CORP アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 8.6%

2 CRISPR THERAPEUTICS AG アメリカドル スイス 医薬品・バイオテクノロジー 7.0%

3 TWIST BIOSCIENCE CORP アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 5.4%

4 CAREDX INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 4.6%

5 INTELLIA THERAPEUTICS INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 4.0%

6 IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 3.4%

7 FATE THERAPEUTICS INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 3.0%

8 SERES THERAPEUTICS INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 2.9%

9 PERSONALIS INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 2.7%

10 EDITAS MEDICINE INC アメリカドル アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー 2.4%

＜組入上位10銘柄＞（銘柄数：58銘柄）

※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。※上記はマザーファンドの状況です。比率はマザーファンドの純
資産総額に対する比率です。※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ポートフォリオの状況 （2020年11月末時点）



38

お申込みに際しての留意事項①

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、
基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込む
ことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者
（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金
とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価
格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響に
より、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

リスク情報
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主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】
 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を

受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動
します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった
場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

 新興国の株式は先進国の株式に比べて、また中小型株式は株式市場全体の平均に
比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があ
ります。

【流動性リスク】
 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格

は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できない
リスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引
量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

 新興国の株式は先進国の株式に比べて、また中小型株式は株式市場全体の平均に
比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

お申込みに際しての留意事項②
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【信用リスク】
 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンド

にも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念
から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

【為替変動リスク】
 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった

場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

 一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。

お申込みに際しての留意事項③
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【カントリー・リスク】
 投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォル

ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な
政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにお
いて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合がありま
す。

 一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情
報の入手が遅延する場合があります。

 上海や深センのストックコネクト（株式相互取引制度）を通じた中国Ａ株への投資におい
ては、取引可能な銘柄が限定されていることに加えて、投資枠や取引可能日の制約、
長期にわたって売買停止措置がとられる可能性などにより、意図した通りの取引ができ
ない場合があります。また、ストックコネクト特有の条件や制限は、今後、中国当局の裁
量などにより変更となる可能性があります。さらに、ストックコネクトにおける取引通貨は
オフショア人民元となり、ＱＦＩＩ制度の取引通貨である中国本土のオンショア人民元の為
替レートの値動きとは乖離する場合があります。こうした要因から、ファンドの基準価額
に影響を与える可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

お申込みに際しての留意事項④
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 当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）／（年
2回決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが
作成した販売用資料です。

 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリン
グ・オフ）の適用はありません。

 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資
者保護基金の支払いの対象とはなりません。

 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、

その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収
益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入価額によっては、分配
金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドを
お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししま
すので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

その他の留意事項

お申込みに際しての留意事項⑤
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お申込みメモ

商品分類 追加型投信／内外／株式

購入単位 販売会社が定める単位
※販売会社の照会先にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

信託期間
1年決算型：2028年12月7日まで（2019年1月16日設定）
年2回決算型：2028年12月7日まで（2020年9月10日設定）

決算日
1年決算型：毎年12月7日（休業日の場合は翌営業日）
年2回決算型：毎年6月7日、12月7日（休業日の場合は翌営業日）

購入・換金
申込不可日

販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
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手数料等の概要
投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

購入時手数料

購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内
※購入時手数料（スイッチングの際の購入時手数料を含みます。）は販売会社が定めます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示する
ことができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.804％（税抜1.64％）

その他の
費用・手数料

目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を
含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を
乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託
財産から支払われます。
※ 運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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委託会社、その他関係法人

委託会社

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

投資顧問会社 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

販売会社

販売会社については下記にお問い合わせください。
日興アセットマネジメント株式会社
〔ホームページ〕www.nikkoam.com/
〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）
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投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 ○

株式会社荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第6号 ○

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ ○

株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第10号 ○

丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

（資料作成日現在、50音順）

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）
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投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資

顧問業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ ○

丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年2回決算型）

（資料作成日現在、50音順）
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