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0歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳
結婚 出産・子育て 子供の教育費

両親の介護
　　　リフォーム

老後の生活費
　　　　　　充実したセカンドライフ

100 Years of Life

なぜお金を育てなければいけないのでしょうか？
時代はこのように変わってきました。

物価

家計に直接影響がでる食品価格の
変動は、日々の生活への
影響が大きいです。

出所：総務省「小売物価統計調査（動向編）調査品目の都市別小売
価格（特別区部）」を基にちばぎんアセットマネジメントが作成

平均余命

老後の時間が長くなり、
定年後の60歳から
20年以上もあります。

2000年

81歳（21.34年）
86歳（26.86年）

男性
女性

2020年

84歳（24.21年）
89歳（29.46年）

2000年

116円
114円

2020年

128円
137円

鶏肉（１００g）
コーヒー飲料

60歳平均余命の比較食品価格の比較

90歳

預金金利

お金を預けても、以前と比べると
利息を得ることはなかなか
難しい状況です。

2000年

0.141％年率
2020年

0.005％

預金金利の年平均の比較

出所：日本銀行「預金・貸出関連統計（定期預金/預入金額３百万円
未満/１年）」を基にちばぎんアセットマネジメントが作成

年収

2000年

65.8%
28.8%
5.5%

500万円以下
500万円超1,000万円以下
1,000万円超

2020年

69.7%
25.7%
4.6%

給与階級別分布の比較

私たちの収入はどうでしょう。
あまり変化が見えません。

出所：国税庁「民間給与実態調査」を基にちばぎんアセットマネジ
メントが作成

出所：厚生労働省「簡易生命表（基幹統計）」を基にちばぎんアセット
マネジメントが作成

お金は預ける時代から育む時代へ
はぐく

今、人生は100年時代を迎えており、国や企業は長寿社会への対応が求められています。私たちも 変化への対応が求められます。
長寿になるということは、定年後のセカンドライフが延びます。生活をより豊かにするためには、日々の生活にかかるお金のほかに、老後に向けた準備も必要です。
そのためには・・・

「将来に向けて必要な資産を育てる」ことが重要になります。

「将来に向けて必要な資産を育てる」には、「世の中の変化に対応できるよう複 数の資産を適切に組み合わせる分散投資」と「一時的な価格の変動に左右され
ない長期投資」を組み合わせることが重要と考えます。2つを組み合わせることで、配当金や利息などを含めた資産全体の価格を上昇させる効果が期待できます。

はぐく

　　　　　　　　　　　　　しっかり、じっくりとお金を育むことを本気で考えてみませんか？

家族旅行に
行きたいな

マイホームを
建てたいな
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※R&Iが算出する資産配分は、資産毎の期待リターン・リスク・相関関係や制約条件等をもとに、長期 的な観点から効率的に目標リターンの達成が期待できるよう最適化計算を行って策定しています。
　　　　　　　　　　最適資産配分はR&Iが算出する資産配分を用いて作成したものであり、すべ てのお客さまの長期投資に最も適した資産配分という意味ではありません。

ポイント1 長期の
投資＋専門家を活用し、長期投資に適した資産配 分を決定します。 専門家の

活用

●当ファンドの目標リターン＊年率2.5％に対し、「株式会社 格付投資情報センター
（R&I）」（以下、R&I）が最も投資効率の良い資産配分を算出します。
＊市場の構造変化等に応じて、目標リターンは変更する場合があります。
目標リターンは、必ず一定の収益を得ることができることを意味するものではなく、その達成を示唆・保証するものではありません。また、運用
管理費用(信託報酬)控除前のものになります。

●R&Iが算出した資産配分を用いて、当社が基本のポートフォリオ（以下、最適
資産配分）を決定します。

●最適資産配分は、原則5年毎に見直します。
■上記以外に市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合＊1には、見直しを行う
場合があります。

■四半期（3ヶ月）に1度、リバランス＊2を行う場合があります。 
＊1 過去の事例としては、日本銀行のマイナス金利政策導入時等が該当すると考えられます。
＊2 四半期毎に判定を行い、最適資産配分比率に対して一定以上の乖離があった場合に調整を行います。

　なぜ専門家を活用するの？
•「運用成果の約9割は国内外の債券や株式などへの資産配分で決定する」といわれて
います。そのため、当ファンドでは長期運用資金の資産配分において高い知見を有する専門家を活用しました。

　なぜ資産配分の見直しは5年毎に必要なの？
•定期的に見直しを行うことで、将来においても投資効率の良い運用が継続できると考えています。効率的に
「投資の果実」を享受するには、5年毎に見直すのが妥当であると考えます。
•短期間（1年程度）で見直しを行うと、目先の動きに惑わされて、時間の経過で得ることができる「投資の果実」
を享受できなくなる可能性が高まります。
•長期間（10年程度）見直しを行わないと、市場の構造変化に対応した「投資の果実」が享受できなくなる可能性
が高まります。

株式会社 格付投資情報センター（R&I）
〈特徴〉
▪30年を超える資産運用評価の実績を誇る。
▪資産運用会社、金融商品販売会社などを持たない、中立・公平な資産運用コンサルティングと投資評価の専門家。
▪長期投資の代表的な機関投資家である企業年金基金等のコンサルタントとして数多くの実績を誇り、日本
トップクラスとなる100社超とコンサルタント契約を締結している。

※2021年9月末時点のデータ

「株式会社 格付投資情報センター(R&I)」は日本の大手資産運用コンサルティング会社であり、
豊富な経験と実績を誇ります。R&Iが算出する資産配分を一般投資家向けの投資信託に
活用するのは日本で初めてになります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。本ページに記載のデータは参考値 であり、実際のファンドの運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あくまで傾向を知るための参考としてご覧ください。 また、資産配分の算出元は変更になる場合があります。

グローバル厳選バランスファンド
愛称：投資のはぐくみ

【R&Iの活用イメージ図】

②目標リターンを達成するための
長期投資に適した資産配分を算出

①目標リターンを提示

③R&I算出の資産配分を用いて最適資産配分を決定
④特徴の異なる複数のファンドを選定

ちばぎんアセットマネジメント株式会社 格付投資
情報センター（R&I）

※上記はR&Iの当ファンドへの活用方法を簡易的にあらわしたイメージ図です。
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5年ごとに見直し 　　見直しなし

2011年3月 2013年3月 2015年3月 2017年3月 2019年3月 2021年3月

【資産配分の見直しのシミュレーション】

（出所）R&Iおよびブルームバーグのデータを基にちばぎんアセットマネジメントが作成

期間：2011年3月末～2021年9月末、月次

同じ資産配分で
スタート

見直し

見直し

※上記のシミュレーションは、9ページ記載の「使用したインデックス」の各資産にR&Iが算出した資産配分どおりに投資したと仮定し、同資産
配分を5年毎に見直した場合と見直しを行わなかった場合を比較したものです。

※グラフは２０１１年３月末を１００として指数化。

グローバル厳選バランスファンド 愛称：投資  のはぐくみ の特徴
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＊世界の国債、社債等を含みます

※海外株式には、新興国株式に投資するファンドも含まれます。
※海外債券（為替ヘッジあり）、海外債券（為替ヘッジなし）には、 新興国債券に投資するファンドも含まれます。
※グローバルリートには、不動産関連株式に投資するファンドも 含まれます。
※マルチアセットには、世界の株式、債券、通貨、代替資産（商品、 不動産、インフラなど）といった資産に直接またはデリバティブ
取引などを通じて投資するファンドも含まれます。
※上記は2022年1月4日現在のものです。また、実際の配分とは 異なる場合があります。

長期的に安定的な収益を獲得することを目指して市場環境等の変化に応じた運用を行うため、投資対象とする資産およびファンドは限定し ません。また、それらへの投資割合もあらかじめ定めていません。
したがって、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資割合を変更する運用を行います。

最適資 産配分

※R&Iが算出する資産配分は、資産毎の期待リターン・リスク・相関関係や制約条件等をもとに、長期 的な観点から効率的に目標リターンの達成が期待できるよう最適化計算を行って策定しています。
　　　　　　　　　　最適資産配分はR&Iが算出する資産配分を用いて作成したものであり、す べてのお客さまの長期投資に最も適した資産配分という意味ではありません。

•ちばぎんアセットマネジメント
国内株式

•ＭＦＳインベストメント・マネジメント
•モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
•野村アセットマネジメント

海外株式

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
•パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー
（PIMCO）

海外債券（為替ヘッジあり）

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
海外債券（為替ヘッジなし）

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
国内債券

•日興アセットマネジメント
グローバルリート

•シュローダー・インベストメント・マネジメント
マルチアセット

ポイント2 特徴の異なる複数のファンドを組み入れることで分散効果を高めます。

●最適資産配分に応じて、運用スタイルや投資
対象地域など、特徴が異なる複数のファンドを
組み合わせることで、長期的に安定した運用を
目指します。

■主に長期の優れた実績のあるアクティブファンドに投資
を行います。

　各ファンドの特徴を生かし、収益の獲得やリスク抑制
効果のあるファンドを選定しています。

■コストの低いインデックスファンドを組み合わせること
でコスト軽減も図ります。

●各分野で長期に優れた実績がある運用会社を
当社が厳選します。

③資産別運用会社の選定

※市況動向および資金動向などにより、上 記のような運用が行えない場合があります。

長期の
投資

資産の
分散 ＋

①資産の分散…値動きの異なる複数の資産に分散投資し
ます。

②ファンドの分散…運用スタイルや投資対象地域などの
特徴が異なる複数のファンドを組み合
わせます。

マルチアセットとは、多様な資産クラス（世界の株式、債券、通貨など）を
組み合わせることで分散投資を行う運用スタイルです。

グローバル厳選バランスファンド 愛称：投資  のはぐくみ の特徴
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※マルチアセットには、世界の株式、債券、通貨、代替資産（商品、 不動産、インフラなど）といった資産に直接またはデリバティブ
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※R&Iが算出する資産配分は、資産毎の期待リターン・リスク・相関関係や制約条件等をもとに、長期 的な観点から効率的に目標リターンの達成が期待できるよう最適化計算を行って策定しています。
　　　　　　　　　　最適資産配分はR&Iが算出する資産配分を用いて作成したものであり、す べてのお客さまの長期投資に最も適した資産配分という意味ではありません。

•ちばぎんアセットマネジメント
国内株式

•ＭＦＳインベストメント・マネジメント
•モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
•野村アセットマネジメント

海外株式

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
•パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー
（PIMCO）

海外債券（為替ヘッジあり）

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
海外債券（為替ヘッジなし）

•ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
国内債券

•日興アセットマネジメント
グローバルリート

•シュローダー・インベストメント・マネジメント
マルチアセット

ポイント2 特徴の異なる複数のファンドを組み入れることで分散効果を高めます。

●最適資産配分に応じて、運用スタイルや投資
対象地域など、特徴が異なる複数のファンドを
組み合わせることで、長期的に安定した運用を
目指します。

■主に長期の優れた実績のあるアクティブファンドに投資
を行います。

　各ファンドの特徴を生かし、収益の獲得やリスク抑制
効果のあるファンドを選定しています。

■コストの低いインデックスファンドを組み合わせること
でコスト軽減も図ります。

●各分野で長期に優れた実績がある運用会社を
当社が厳選します。

③資産別運用会社の選定

※市況動向および資金動向などにより、上 記のような運用が行えない場合があります。

長期の
投資

資産の
分散 ＋

①資産の分散…値動きの異なる複数の資産に分散投資し
ます。

②ファンドの分散…運用スタイルや投資対象地域などの
特徴が異なる複数のファンドを組み合
わせます。

マルチアセットとは、多様な資産クラス（世界の株式、債券、通貨など）を
組み合わせることで分散投資を行う運用スタイルです。
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グローバル厳選バランスファンド 愛称：投資  のはぐくみ の特徴

※上記のファンドおよび運用会社は入れ替わる場合があります。また、 各ファンドの特色通りに運用することを保証するものではありません。

投資対象ファンドの特色
資産クラス 運用スタイル・地域 投資対象ファンド 特色

国内株式

グロース
日本株グロースファンド（適格機関投資家限定）「ボトムアップ・アプローチ」で利益成長が期待

できる銘柄を選定し、「トップダウン・アプローチ」
で環境変化に対応した業種配分の調整を行う。

中小型
日本中小型株ファンド（適格機関投資家限定） 企業の成長性、収益性、競争優位性等の分析・

評価を行い、株価のバリュエーションを踏まえ
銘柄を選定。

高配当
日本株好配当マザーファンド 予想配当利回りや市場流動性等の観点から銘柄

を選定し、その中から株価のバリュエーションや
企業のファンダメンタルズ等を考慮。

海外株式

グロース
MFS外国株グロース・ファンドF
（適格機関投資家専用）

米国最古の運用会社の一社であるMFSが綿密
なファンダメンタル分析に基づき、持続可能な
成長性を有すると考える企業に長期投資。

クオリティ
ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト
（適格機関投資家専用）

先進各国の優良（Quality）かつ割安（Value）な
銘柄に投資し、リスク水準を抑えながら安定的
な超過収益の効率的獲得を目指す。

クオリティ
グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２
（適格機関投資家専用） 持続可能な利益成長が期待できる高クオリティ

企業に厳選投資を行い、下落リスクを抑えなが
ら長期的に安定した運用成果の獲得を目指す。

海外債券
(ヘッジあり)

先進国☆
ステート・ストリート先進国債券インデックス・
オープン（為替ヘッジあり） 先進国の海外債券で代表的なインデックスで

あるFTSE世界国債インデックス(除く日本、
円ヘッジベース)＊1に連動した運用を目指す。

グローバル総合
PIMCO Bermuda Trust IV PIMCO Global 
Bond Strategy Fund-C（JPY,Hedged）

短期・長期経済予測会議におけるマクロ分析を
踏まえたトップダウン戦略と様々なボトムアップ
戦略を融合し、継続的・安定的な収益獲得を目
指す。

海外債券
(ヘッジなし) 先進国☆

ステート・ストリート先進国債券インデックス・
オープン 先進国の海外債券で代表的なインデックスで

あるFTSE世界国債インデックス(除く日本、
円ベース)＊2に連動した運用を目指す。

国内債券 国内☆
日本債券インデックス・ファンド
（適格機関投資家限定） 国内債券の代表的なインデックスである

NOMURA-BPI総合指数＊3に連動した運用を
目指す。

グローバル
リート 不動産

グローバル・リアルエステート・ファンド
（適格機関投資家向け）

上場不動産投信（REIT）を中心に投資を行ない、
分配金利回りとREIT価格の値上がり益の獲得を
目指す。資産の特性上インフレに強いとされる。

マルチアセット マルチアセット
シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド
（少人数私募） 世界の株式、債券、通貨など様々な資産に分散

投資し、中長期（おおむね3年～5年）で日本円
をベースとした収益の獲得を目指す。

☆インデックスファンドになります。

設定・運用 ちばぎんアセットマネジメント

設定・運用 ちばぎんアセットマネジメント

設定・運用 ちばぎんアセットマネジメント

設定・運用 MFSインベストメント・マネジメント

設定・運用 野村アセットマネジメント

設定・運用 モルガン・スタンレー・
インベストメント・マネジメント

設定・運用 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ

設定・運用 パシフィック・インベストメント・
マネジメント・カンパニー（PIMCO）

設定・運用 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ

設定・運用 ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ

設定・運用 日興アセットマネジメント

設定・運用 シュローダー・インベストメント・
マネジメント

●投資対象ファンドの特色のとおり、特徴の異なる複数のファンドを組み入れています。

＊1・2 ｢FTSE世界国債インデックス（除く日本）」（以下、「WGBI」といいます。）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。 FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。WGBIのデータは、情報提供のみ
を目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を 負いません。WGBIに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

＊3 ｢NOMURA-BPI総合指数」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会 社に帰属します。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切
責任を負うものではありません。
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グローバル厳選バランスファンド 愛称：投資  のはぐくみ の特徴

※上記のファンドおよび運用会社は入れ替わる場合があります。また、 各ファンドの特色通りに運用することを保証するものではありません。

●投資対象ファンドの特色のとおり、特徴の異なる複数のファンドを組み入れています。

採用した外資系運用会社の概要

運用会社 MFSインベストメント・
マネジメント

モルガン・スタンレー
インベストメント・
マネジメント

ステート・ストリート・
グローバル・
アドバイザーズ

パシフィック・
インベストメント・
マネジメント・

カンパニー（PIMCO）

シュローダー・
インベストメント・
マネジメント

創業 1924年 1975年 1978年 1971年 1804年

本拠地 米国 米国 米国 米国 英国

運用資産残高 0.6兆ドル
（2021年9月末）

1.5兆ドル
（2021年9月末）

3.6兆ドル
（2021年3月末）

2.2兆ドル
（2021年9月末）

0.8兆ドル
（２０２１年６月末）

特徴

•米国最古の資産運用
会社のひとつ。1924
年に米国初のオープ
ンエンド型投資信託
を設定。

•グローバルな金融グ
ループ「モルガン・ス
タンレー」の資産運用
部門。
•アクティブ運用に強み。

•低コストのインデック
ス運用や米国で初め
てETF（上場投資信
託）を提供したパイオ
ニア。

•債券のアクティブ運
用において、世界最
大級の規模を誇る。

•英国屈指の独立系資
産運用グループ。
•アクティブ運用に強
み。

※上記は2022年1月4日現在のものです。

　運用スタイルとは？
•運用スタイルとは、投資・運用を行うにあたり基本となる考え方や手法のことです。一般的に、運用スタイル
は値動きの特性が異なるため、適切に組み合わせることで、(投資または資産運用において)効果的な分散が
できると考えられます。
　下記に代表的な株式の運用スタイルを記載します。

どんな種類があるの？
運用スタイル 特徴

グロース 利益成長度が高いと考えられる企業に投資を行う。
株式市場平均を上回るパフォーマンスが期待できる。

バリュー 株価が割安と考えられる企業に投資を行う。
株式市場平均を上回るパフォーマンスが期待できる。

中 小 型 企業時価総額が中堅以下の企業に投資を行う。
大型株を上回る成長が期待される。

高 配 当 利益が安定しているため配当水準が高い企業に投資を行う。
株式相場の下落時に、下落低減効果を発揮しやすい。

クオリティ 利益の質(利益の安定性)や財務の質(自己資本の高さ)が高いと考えられる企業に投資を行う。
株式相場の下落時に、下落低減効果を発揮しやすい。

低ボラティリティ
（最小分散）

株価の変動が相対的に低いと考えらえる企業に投資を行う。
株式相場の下落時に、下落低減効果を発揮しやすい。

※上記は一般論であり、実際と異なる場合があります。また、当ファンドで採用していない場合もあります。

＊1・2 ｢FTSE世界国債インデックス（除く日本）」（以下、「WGBI」といいます。）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。 FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。WGBIのデータは、情報提供のみ
を目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を 負いません。WGBIに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

＊3 ｢NOMURA-BPI総合指数」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会 社に帰属します。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切
責任を負うものではありません。
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国内株式
海外債券(為替ヘッジあり)
国内債券
マルチアセット

海外株式
海外債券(為替ヘッジなし)
グローバルリート
最適ポートフォリオ＊

2011年3月 2016年3月 2021年3月

【最適ポートフォリオ＊の保有期間別収益率（年率）の推移】【最適ポートフォリオ＊と各資産の推移】

5年 5年

※グラフは2011年3月末を100として指数化。
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1年間投資した場合

2011年3月 2013年3月 2015年3月 2017年3月 2019年3月 2021年3月

5年間投資した場合

10年間投資した場合

平均リターン
約5.9％ブレ幅

ブレ幅

ブレ幅

損失回数は

損失回数は

損失回数は

（%）
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（%）

20
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0

-10
2011年3月 2013年3月 2015年3月 2017年3月 2019年3月 2021年3月

平均リターン
約5.8％

（%）

5年毎の見直し時点でのR&Iが算出した資産配分を使用して、資産配分の見直しを行っております。

期間：2011年3月末～2021年9月末、月次

平均リターン
約5.1％

10
115 回

0
67 回

0
7 回

●分散投資の効果 ●長期保有の効果

※本ページに記載のデータは参考値であり、実際のファンドの運用とは異なります。したがって、将来 の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。あくまで傾向を知るための参考としてご覧ください。

＊最適ポートフォリオは、以下の条件で計算したシミュレーションであり、分散投資に最も適したポートフォリオを示すものではありません。なお、最適ポートフォリ オのシミュレーションに際しては手数料、税金等は考慮していません。

期間：2011年3月末  ～2021年9月末、月次

使用したインデックス：国内株式：TOPIX（配当込み）、海外株式：MSCIコクサイインデックス（配当込、円ベース）、海外債券(為替ヘッジあり)：ブルームバーグ・ グローバル総合債券指数（除く日本円、円ヘッジ）、海外債券(為替ヘッジなし)：ブルームバーグ・グローバル国債指数（除く日本、円ベース）、国内債券：
NOMURA BPI総合指数、グローバルリート：S&P先進国REIT指数（配当込、円ベース）、マルチアセット： Hedge Fund Research HFRX Equity Hedge Index （米ドルベース）をちばぎんアセットマネジメントが円換算したもの。
出所：R&Iおよびブルームバーグのデータを基にちばぎんアセットマネジメントが作成

①R&I 算出の資産配分をもとに下記のインデックスを使用して算出しています。
②R&I 算出の資産配分は5年毎に見直しをしています。

※1年間
　5年間
　10年間

：
：
：

各基準月末までの12ヶ月間投資した場合の騰落率になります。
各基準月末までの60ヶ月間投資した場合の累積騰落率を年率換算したものになります。
各基準月末までの120ヶ月間投資した場合の累積騰落率を年率換算したものになります。

一般的に複数の資産に分散投資すると、ある資産が値下がりしても、他の資産の値上が りでカバーできる可能性があるため、資産全体の値動きを安定させる効果が期待でき
ます。また、長く保有しつづけることで、短期的な市場の変動に左右されにくく、安定 的なリターンが得られると考えられています。
投資をはじめるタイミングを判断することはプロでも難しいと言われていますが、分散 投資に加え、長期保有することで、投資のタイミングを気にすることなく運用をはじめる
ことができます。
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ファンドの目的・特色

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

【ファンドの仕組み】
当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。

ファンド・オブ・ファンズ方式とは
投資者の皆様からお預かりした資産を、直接株式や債券といった資産に投資するのではなく、株式や債券等に投資している複数の
投資信託に投資して運用を行う仕組みです。

投資者
（受益者）

申込金

分配金
解約金
償還金

投資

損益

投資

損益

投資

損益

世界各国
（日本を含む
先進国および
新興国）の
株式、債券、
不動産投信等

グローバル厳選
バランスファンド

当ファンド

〈運用 ちばぎんアセット
マネジメント〉

・
・
・

Aファンド
Bファンド
Cファンド

投資対象ファンド

〈運用 各運用会社〉

投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

1. 専門家を活用し、長期投資に最適な資産配分を決定します。
● 当ファンドの目標リターン＊年率2.5％に対し、「株式会社 格付投資情報センター（R&I）」（以下、
R&I）が最も投資効率の良い資産配分を算出します。
＊市場の構造変化等に応じて、目標リターンは変更する場合があります。
目標リターンは、必ず一定の収益を得ることができることを意味するものではなく、その達成を示唆・保証するものではありません。また、
運用管理費用(信託報酬)控除前のものになります。

● R&Iが算出した資産配分を用いて、当社が基本のポートフォリオ（以下、最適資産配分）を決定
します。
● 最適資産配分は、原則5年毎に見直します。
■ 上記以外に市場の構造が大きく変化するような事象が生じた場合＊1には、見直しを行う場合があります。
■ 四半期（3ヶ月）に1度、リバランス＊2を行う場合があります。
＊1  過去の事例としては、日本銀行のマイナス金利政策導入時等が該当すると考えられます。
＊2  四半期毎に判定を行い、最適資産配分比率に対して一定以上の乖離があった場合に調整を行います。

2. 特徴の異なる複数のファンドを組み入れることで分散効果を高めます。
● 最適資産配分に応じて、運用スタイルや投資対象地域など、特徴が異なる複数のファンドを
組み合わせることで、長期的に安定した運用を目指します。
■ 主に長期の優れた実績のあるアクティブファンドに投資を行います。
　各ファンドの特徴を生かし、収益の獲得やリスク抑制効果のあるファンドを選定しています。
■ コストの低いインデックスファンドを組み合わせることでコスト軽減も図ります。

● 各分野で長期に優れた実績がある運用会社を当社が厳選します。
※ R&Iが算出する資産配分は、資産毎の期待リターン・リスク・相関関係や制約条件等をもとに、長期的な観点から効率的に目標
リターンの達成が期待できるよう最適化計算を行って策定しています。最適資産配分はR&Iが算出する資産配分を用いて作成した
ものであり、すべてのお客さまの長期投資に最も適した資産配分という意味ではありません。

ファンドの目的

ファンドの特色
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●R&Iからの助言に基づき原則5年毎に最適資産配分の決定・見直しを行うとともに、随時、投資対象ファンドの決定・
見直しを行います。

ポートフォリオ構築プロセス

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

相対的に値上がりした資産の売却や値下がりした資産の購入を行うことなどにより、
最適資産配分や各ファンドに適した投資割合からの乖離を修正
※市場環境や乖離幅等によっては、定期的なリバランスを行わない場合があります。また、臨時に
行うこともあります。

各資産の長期的な期待リターン、リスク（標準偏差）、相関係数（各資産間の値動きの
関係を示す係数）を推定STEP 1

資産間の分散を徹底するため、資産毎の資産配分に制約条件（上限値または下限値）
を設定STEP 2

資産毎の期待リターン・リスク・相関係数や制約条件等をもとに、長期的な観点から
効率的に目標リターンの達成が期待できる最適資産配分を決定STEP 3

各資産の投資対象ファンドの特徴や運用パフォーマンス等を分析STEP 1

ポートフォリオのリターン向上およびリスク低減を目的として、投資対象ファンドの
組入れや入替え効果を検証STEP 2

検証結果に基づき、ファンドの組入れ・入替えや投資割合を決定
※市場環境の急激な変化に応じて、最適資産配分や投資対象ファンドの投資割合を見直すことが
あります。

STEP 3

最適資産配分
の決定・見直し
（5年毎）

投資対象ファンドの
決定・見直し
（随時）

定期的なリバランスの実施
（年4回）

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

●年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わない
ことがあります。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●株式への直接投資は行いません。
●外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
●デリバティブの直接利用は行いません。

分配方針

主な投資制限
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投資リスク

●ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、
投資者の皆様の投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。

●信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価
の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額
の下落要因となります。

金利変動リスク

債券等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
す。なお、債券等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は
固定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の
財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢
等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動および将来の物
価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券等の価格が下落し
た場合は、基準価額の下落要因となります。

リートの
価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、
社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。
また、リートおよびリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動
し、基準価額の変動要因となります。

為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の
通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資
対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスク
の低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の
為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利
と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利
差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を
上回るコストがかかる場合があります。

信用リスク
有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、
借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、また
はそれが予想される場合には、有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因
となる可能性があります。

流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の
理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と
大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因と
なる可能性があります。

カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制
の変更等の事態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った
運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国へ
の投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

基準価額の変動要因
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【ご留意事項】
●当資料はちばぎんアセットマネジメント株式会社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入の
お申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある
有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証
されるものではありません。ファンドでの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。 ●投資信託は預貯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等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護
基金の保護の対象ではありません。 ●当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証
するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。 ●当資料中の図表、数値、その他データについては、過去の
データに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来の市場環境の変動等により運用
方針等が変更される場合があります。 ●当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれ
の指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

資産等の選定・
配分に係るリスク

ファンドは長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化
に応じた運用を行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・
除外したり、それらへの投資比率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益
の源泉となる場合もありますが、損失が発生する要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可
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。

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、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収益（経費控除後の配当等収益および評価益を
含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

●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。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場
環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込み
の受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

委託会社におけるリスク管理体制
●委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施
するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。

●取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
●コンプライアンス部が、運用パフォーマンスおよび運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニタリング結果を投資
信託委員会に報告します。

●コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告するとともに、指摘
事項の是正・改善状況の点検を行います。

※上記は、2022年1月4日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。

その他の留意点

リスクの管理体制
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購入の申込期間
当初申込期間：2022年1月20日から2022年2月17日
継続申込期間：2022年2月18日から2023年2月10日
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

信 託 期 間 無期限（2022年2月18日設定）
決 算 日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
年1回、毎決算時に分配の方針に基づき分配します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※分配金再投資コースの場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額
当初申込期間：1口あたり1円とします。
継続申込期間： 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

（基準価額は1万口あたりで表示しています。）
換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換 金 価 額 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
換 金 制 限 大口換金には制限を設ける場合があります。
申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。

購 入 ・ 換 金
申込受付不可日

申込日当日が次のいずれかの場合は、購入・換金のお申込みを受け付けないものとします。
●ニューヨーク証券取引所の休業日　●ロンドン証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日　　　　●ロンドンの銀行休業日

課 税 関 係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。

●お客様が直接的にご負担いただく費用
購 入 時 購入価額に2.2%（税抜2.0%）の手数料を乗じて得た額とします。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※購入金額には手数料および消費税相当額を含みます。購入時手数料

換 金 時
ありません。

信託財産留保額
●お客様が間接的にご負担いただく費用
保 有 期 間 中 純資産総額に対して、年率1.485%程度（税抜1.366%程度）

当ファンドは、他のファンドを投資対象としています。したがって、当ファンドの運用管理費用(年率1.023%
（税抜0.93%））に当ファンドの投資対象ファンドの運用管理費用（年率0.462%程度（税抜0.436%程度））
を加えた、お客様が実質的に負担する運用管理費用を算出しています。
ただし、この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入状況により変動します。

実 質 的 な
運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

保 有 期 間 中 有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用、投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額等はその
都度、監査費用は日々、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動する等の理由により、事前
に料率、上限額等を示すことができません。

その他の費用・
手 数 料
※ 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場
投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

■委 託 会 社 ちばぎんアセットマネジメント株式会社［ファンドの運用の指図］
ホームページアドレス　http://www.chibagin-am.co.jp/

■受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
［ファンドの財産の保管および管理］

■販 売 会 社 当ファンドの販売会社については委託会社にお問い合わせください。
［募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付等］

お申込みメモお申込みメモ

ファンドの費用

委託会社およびファンドの関係法人
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