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グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド
（為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式

愛称： （ESG）



生活環境、技術など多様な面で起きている「変化」は、目覚ましいものがあります。生活環境、技術など多様な面で起きている「変化」は、目覚ましいものがあります。

いつの時代も

世の中のさまざまな「変化」が

企業を取り巻いています。

いつの時代も

世の中のさまざまな「変化」が

企業を取り巻いています。



世界の「変化」を見極める世界の「変化」を見極める

人々の価値観も変化し続けています。人々の価値観も変化し続けています。

しかし、それだけでなく、“ESG”も

企業を取り巻く「変化」の1つです。

しかし、それだけでなく、“ESG”も

企業を取り巻く「変化」の1つです。

それこそが、持続可能な投資のカギになると考えます。それこそが、持続可能な投資のカギになると考えます。



持続的な利益成長が期待できる
“ハイクオリティ成長企業の株式を割安時に買う”
私たち運用チームは“ハイクオリティ成長企業の株式を割安時に買う”このような一貫した運用哲学に基づき運用を
行っています。
私たちは、持続的な競争優位性および長期的に価値を創造できる高い成長性を有した質の高いと考えられる企業に
厳選投資を行い、長期的に良好なリターンの獲得をめざしています。

運用
哲学

高い競争優位性を有し、高い利益成長が期待される企業に長期投資を行う。

「ディスラプティブ・チェンジ＊１」「ESG＊２評価」「財務健全性」などの観点から成長の持続可能性を判断する。

本質的価値（理論価格）に対し、割安水準で投資を行う。
＊１ 革新的変化の中で、持続的に成長可能なビジネスモデルを持っていることを指します。
＊２ 環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の略称です。
※当ファンドはモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント（グローバル・オポチュニティ株式運用チーム）のグローバル・チェンジ株式運用戦略を
　用いて運用を行います。当戦略の運用プロセスは6～13ページをご参照ください。
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巨大な「変化」をとらえる運用をみなさまに

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
グローバル・オポチュニティ株式運用チーム

運用責任者クリスチャン・ヒュー

当ファンドの運用戦略であるグローバル・チェンジ株式運用戦略を立ち上げた理由は、世界が大きく「変化」すると考えたからです。
ESGは世界に良い影響を与え、世界はESGの取り組みに積極的な企業に価値を見出し始めています。
ディスラプティブ・チェンジが世界を変えるように、ESGの概念も世界を変えると考えています。
私たちは投資家のみなさまに世界中で起こっているこの巨大な「変化」をとらえることに特化した投資機会を提供したいと
考えています。
当ファンドでは、ハイクオリティ成長企業、かつ、ESGアライメント（ビジネス戦略とESGの整合性）が強い企業に厳選投資を
行い、ディスラプティブ・チェンジやESGの巨大な「変化」をとらえ、世界にポジティブな影響を与えながら、長期的に良好な
投資リターンの獲得をめざします。
日本の投資家のみなさまにも、当運用戦略の考えに共感いただけると幸いです。
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運用チーム紹介

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

■モルガン･スタンレー･インベストメント･マネジメントは、モルガン･スタンレーの資産運用部門として
1975年に設立されました。

■世界20ヵ国以上にある拠点を通じて、株式、債券等の伝統的資産運用のほか、ファンド・オブ・ファンズ
や非上場市場への直接投資等、さまざまな運用戦略および運用サービスを世界の投資家に提供
しています（2022年12月末時点）。

■2022年12月末時点の運用資産総額は、約1兆3,047億米ドル＊1（約173.1兆円＊2）にのぼります。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのご紹介

©Morgan Stanley出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

＊1 2021年3月1日にモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントに統合したイートンバンスの運用資産を含みます。
＊2 1米ドル= 132.70円（2022年12月末）で換算

モルガン・スタンレー・
インベストメント・マネジメント

本社ビル
（ニューヨーク）

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント
グローバル・オポチュニティ株式運用チーム
運用責任者

クリスチャン・ヒュー

●2001年、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント入社、22年の
運用経験を有する。

●運用チームの責任者、およびグロース投資におけるグローバル型投
資の責任者を務める。

●米デューク大学経済学部卒業。

●CFA協会認定証券アナリスト。

グローバル・オポチュニティ株式運用チームが当ファンドの銘柄選択を行います。
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運用プロセス

当ファンドは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのグローバル・チェンジ株式運用戦略を用いて運用を行います。
持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される企業のうち、市場価格が理論価格より割安かつESG評価の観点
から企業価値の向上が期待できる銘柄を厳選してポートフォリオを構築します。

※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンド（グローバルESGハイクオリティ成長株式マザーファンド）の運用プロセスです。
※運用プロセスは、資料作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。各プロセスの詳細については7～13ページをご参照ください。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの情報をもとにアセットマネジメントOne作成

世
界
株
式

●以下から
　投資アイデアを創出
•定量スクリーニング
•情報ネットワーク
•パターン認識
•ディスラプティブ・
　チェンジ分析
•ESG評価
　（アライメント）

①
投資アイデアの創出

投
資
対
象

●以下の観点から総合
的に企業のクオリティ
を分析
•競争優位性
•ディスラプティブ・
　チェンジ
•成長性
•財務健全性
•ESG評価
　（クオリティ評価）

②
クオリティ分析

ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
成
長
企
業

③
理論価格の導出

●株価の割安度を評価
組
入
候
補
銘
柄

●各銘柄の確信度に
応じて組入比率を
決定
●ESGの観点による
銘柄の除外
●ESG評価（アライメ
ント）に基づき銘柄
の組入比率を調整
●各銘柄間の相関等
を考慮

ポートフォリオ
（約20～40銘柄）

④
ポートフォリオの構築・

リスク管理

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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運用プロセス ：①投資アイデアの創出

定量スクリーニング、情報ネットワーク、パターン認識、ディスラプ
ティブ・チェンジ分析、ESG評価（アライメント）の5項目より投資
アイデアを創出します。

成長率や利益率など企業の財務指標に基づき銘柄を調査します。

企業経営者、業界の専門家との面談など、運用委託先の運用チームのネットワークを活用し、
銘柄を調査します。　

長期的に企業の競争優位性や企業価値を高めるような、環境および社会的課題を特定、取り組み状況
を調査し、ESGアライメント（ビジネス戦略とESGの整合性）が強い企業を発掘します。

成功企業のビジネスモデルを地域や国、業界等が異なる企業に当てはめ、
新規の投資アイデアの発掘につなげます。

新しい価値が既存の価値にどのようなインパクトを与え、長期的かつ巨大な変化になるのかを
大局的に見極めます。

定量スクリーニング

情報ネットワーク

パターン認識

ディスラプティブ・
チェンジ分析

ESG評価
（アライメント）

※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンドの運用プロセスです。
※資料作成時点のファンドマネジャーの考えに基づくものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの情報をもとにアセットマネジメントOne作成

この部分

世
界
株
式

●以下から
　投資アイデアを創出
•定量スクリーニング
•情報ネットワーク
•パターン認識
•ディスラプティブ・
　チェンジ分析
•ESG評価
　（アライメント）

①
投資アイデアの創出

投
資
対
象

●以下の観点から総合
的に企業のクオリティ
を分析
•競争優位性
•ディスラプティブ・
　チェンジ
•成長性
•財務健全性
•ESG評価
　（クオリティ評価）

②
クオリティ分析

ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
成
長
企
業

③
理論価格の導出

●株価の割安度を評価

組
入
候
補
銘
柄

●各銘柄の確信度に
応じて組入比率を
決定

●ESGの観点による
銘柄の除外

●ESG評価（アライメ
ント）に基づき銘柄
の組入比率を調整

●各銘柄間の相関等
を考慮

ポートフォリオ
（約20～40銘柄）

④
ポートフォリオの構築・

リスク管理

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。



世
界
株
式

●以下から
　投資アイデアを創出
•定量スクリーニング
•情報ネットワーク
•パターン認識
•ディスラプティブ・
　チェンジ分析
•ESG評価
　（アライメント）

①
投資アイデアの創出

投
資
対
象

●以下の観点から総合
的に企業のクオリティ
を分析
•競争優位性
•ディスラプティブ・
　チェンジ
•成長性
•財務健全性
•ESG評価
　（クオリティ評価）

②
クオリティ分析
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運用プロセス ：②クオリティ分析 

＊企業ぐるみの不正や、違法行為等を防止するために企業を統制・監視する仕組み
※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンドの運用プロセスです。
※資料作成時点のファンドマネジャーの考えに基づくものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの情報をもとにアセットマネジメントOne作成

競争優位性

ESG評価
（クオリティ評価）

良好な内部成長、景気サイクルを通じた
長期安定的な成長性を持っていること

成長性

ディスラプティブ・
チェンジ

財務健全性
借入金に過度に依存せず、投下資本
に対して高い利益を効率的に生み出し
ていること

他社との差別化を可能にする事業戦略
や価格決定力を持っていること

革新的変化の中で、持続的に成長可能な
ビジネスモデルを持っていること

環境や社会のネガティブな影響が限定的で
あることや企業統治＊が強固であることの評価

ハイクオリティ
成長企業

ハイクオリティ成長企業とは

「ハイクオリティ成長企業」の発掘にあたっては、5つの観点
（競争優位性、ディスラプティブ・チェンジ、成長性、財務健全性、
ESG評価（クオリティ評価））から総合的に判断します。

この部分

ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
成
長
企
業

③
理論価格の導出

●株価の割安度を評価

組
入
候
補
銘
柄

●各銘柄の確信度に
応じて組入比率を
決定

●ESGの観点による
銘柄の除外

●ESG評価（アライメ
ント）に基づき銘柄
の組入比率を調整

●各銘柄間の相関等
を考慮

ポートフォリオ
（約20～40銘柄）

④
ポートフォリオの構築・

リスク管理

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。



●以下から
　投資アイデアを創出
•定量スクリーニング
•情報ネットワーク
•パターン認識
•ディスラプティブ・
　チェンジ分析
•ESG評価
　（アライメント）

①
投資アイデアの創出

③
理論価格の導出

●株価の割安度を評価
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運用プロセス ：③理論価格の導出

※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンドの運用プロセスです。
※資料作成時点のファンドマネジャーの考えに基づくものであり、今後予告なく変更される場合があります。

 
※上記はイメージです。すべてを表しているものではなく、上記のようになるとは限りません。また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

割安と判断される価格のイメージ

株価

市場価格

時間の経過

理論価格

運用チームが、銘柄の調査・分析を行い、
独自に算出した理論価格

市場価格が理論価格に近
づいてきた段階で売却価格差

市場価格が理論価格より割安と判断
されるハイクオリティ成長企業に投資

割安

「ハイクオリティ成長企業」のうち、市場価格が理論価格より
割安と判断される企業を厳選し、組入候補銘柄とします。

この部分

世
界
株
式

投
資
対
象

●以下の観点から総合
的に企業のクオリティ
を分析
•競争優位性
•ディスラプティブ・
　チェンジ
•成長性
•財務健全性
•ESG評価
　（クオリティ評価）

②
クオリティ分析

ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
成
長
企
業

組
入
候
補
銘
柄

●各銘柄の確信度に
応じて組入比率を
決定

●ESGの観点による
銘柄の除外

●ESG評価（アライメ
ント）に基づき銘柄
の組入比率を調整

●各銘柄間の相関等
を考慮

ポートフォリオ
（約20～40銘柄）

④
ポートフォリオの構築・

リスク管理



世
界
株
式

●以下から
　投資アイデアを創出
•定量スクリーニング
•情報ネットワーク
•パターン認識
•ディスラプティブ・
　チェンジ分析
•ESG評価
　（アライメント）

①
投資アイデアの創出

●各銘柄の確信度に
応じて組入比率を
決定

●ESGの観点による
銘柄の除外

●ESG評価（アライメ
ント）に基づき銘柄
の組入比率を調整

●各銘柄間の相関等
を考慮

④
ポートフォリオの構築・

リスク管理
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運用プロセス ：④ポートフォリオの構築・リスク管理

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

環境・社会・企業統治

●環境や社会に望ましくないと考えられる業種や、企業統治
の面で評価の劣る企業を除外します。

●運用チーム独自の観点により、メダルレーティング＊を
行い、組入比率の調整を行います。

ESGの観点による除外 ESG評価（アライメント）に基づき
組入比率を調整

※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンドの運用プロセスです。
※資料作成時点のファンドマネジャーの考えに基づくものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの情報をもとにアセットマネジメントOne作成

＊当運用プロセスにおけるメダルレーティングとは、HELP（ヘルプ＝助ける）＆ACT（アクト＝行
動を起こす）の観点により、ESGアライメント（ビジネス戦略とESGの整合性）を精査したうえ
で評価し、その評価に応じてゴールド、シルバー、ブロンズ、メダルなしへの分類を行うことを
いいます。また、メダルレーティングに応じて銘柄の組入比率の調整を行います。

・酒、たばこ、ギャンブル、化石燃料の生産、武器の
製造などを主な事業とする企業

・国による株式保有比率が20%を超える企業

など

各銘柄の確信度に応じて組入比率を決定します。環境や社会
に望ましくないと考えられる業種や、企業統治の面で評価の劣る
企業を除外します。ESG評価（アライメント）に基づき、銘柄の組入
比率を調整します。なお、各銘柄間の相関等も考慮します。

メダルレーティング
ゴールド
シルバー
ブロンズ
メダルなし

組入比率の調整
増加
調整なし
低下
組入除外

HELP&ACTは11、12ページへ

この部分

投
資
対
象

●以下の観点から総合
的に企業のクオリティ
を分析
•競争優位性
•ディスラプティブ・
　チェンジ
•成長性
•財務健全性
•ESG評価
　（クオリティ評価）

②
クオリティ分析

ハ
イ
ク
オ
リ
テ
ィ
成
長
企
業

③
理論価格の導出

●株価の割安度を評価

組
入
候
補
銘
柄

ポートフォリオ
（約20～40銘柄）
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運用プロセス：④ポートフォリオの構築・リスク管理 
HELP＆ACT I ～ESG評価（アライメント）の観点～

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

HELP（ヘルプ＝助ける）のイメージ

S G

E

あらゆる人々の生活の質と
健康の向上をめざす

健　康

EALTHH

当ファンドでは、独自の観点でESGアライメント（ビジネス戦略とESGの整合性）を精査しています。この
観点を各単語の頭文字からHELP（ヘルプ＝助ける）＆ACT（アクト＝行動を起こす）と呼んでいます。
この観点でESGアライメントを精査することで、ハイクオリティ成長企業の競争優位性と成長性が長
期にわたって持続的に維持可能か判断することができると運用チームでは考えます。

環境

社会 企業統治

S

気候変動およびその影響を
軽減し、地球と人々を守る

環　境

NVIRONMENT

EE

自由、平等性、プライバシー、
安全性を重視する

自　由

IBERTY

SL

持続可能な生産・消費形態の
確保およびその向上をめざす

生産性

RODUCTIVITY

E SP

※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンドの運用プロセスです。
※資料作成時点のファンドマネジャーの考えに基づくものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの情報をもとにアセットマネジメントOne作成
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運用プロセス：④ポートフォリオの構築・リスク管理 
HELP＆ACT Ⅱ ～ESG評価（アライメント）の観点～

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

ACT（アクト＝行動を起こす）のイメージ

株主との利益の方向性を
一致させ、その利益の拡大を
めざす経営陣たること

マネジメント責任

GENCY

厳格なコーポレート・ガバナンスに
基づいた適切・正確な
情報開示の徹底

信　頼

RUST

革新的な企業カルチャー、
適応性、共通価値創造＊の尊重

文　化

ULTURE

G GS GA C T

G

E
環境

企業統治

S
社会

＊共通価値創造（CSV：Creating Shared Value）は、企業の事業を通じて社会的な課題を解決することから生まれる「社会価値」と「企業価値」を両立させようとする経営フレームワークを指します。
※上記プロセスは当ファンドが投資するマザーファンドの運用プロセスです。
※資料作成時点のファンドマネジャーの考えに基づくものであり、今後予告なく変更される場合があります。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの情報をもとにアセットマネジメントOne作成
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運用プロセス：④ポートフォリオの構築・リスク管理
メダルレーティング ～ESG評価（アライメント）の観点～

※メダルレーティングはESG評価の結果を示すものであり、個別銘柄を推奨するものではありません。
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。
※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

組入上位10銘柄のメダルレーティング

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

銘柄名 メダルレーティング 国・地域 業種 組入比率順位

ウーバー・テクノロジーズ

HDFC銀行

サービスナウ

ノボ・ノルディスク

ウォルト・ディズニー

アドビ

モンクレール

メルカドリブレ

ショピファイ

ビザ

シルバー

シルバー

ゴールド

ゴールド

シルバー

ゴールド

シルバー

シルバー

シルバー

シルバー

米国

インド

米国

デンマーク

米国

米国

イタリア

米国

カナダ

米国

8.4%

7.8%

7.3%

6.2%

6.0%

5.8%

4.9%

4.6%

4.5%

4.3%

資本財・サービス

金融

情報技術

ヘルスケア

コミュニケーション・サービス

情報技術

一般消費財・サービス

一般消費財・サービス

情報技術

情報技術

組入銘柄数 24銘柄

メダルレーティングとは、当ファンド独自の観点（HELP＆ACT）により、ESGアライメント（ビジネス戦略とESGの整合性）を精査
したうえで評価し、その評価に応じて「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」「メダルなし」への分類を行うことをいいます。また、メダ
ルレーティングに応じて銘柄の組入比率の調整が行われます。

※2023年1月末時点
※メダルレーティング、国・地域はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクの基準によるものです。
※業種は世界産業分類基準（GICS）の業種分類に基づいています。
※組入比率は、マザーファンドの組入株式評価額に対する割合です。当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的に投資を行います。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
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組入銘柄紹介①

※当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的としたものではありません。また、当ファンドにおける将来にわたる組入を示唆・保証するものではありません。
※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

インドの民間銀行最大手。
同国でトップクラスの資産残高を有する。

ハイクオリティ成長企業としての評価

インドにおける民間銀行最大手であり、個人向けローンや預金市場のシェアを拡大させ
ています。加えて先進的なネットバンキング・サービスも提供していることからさらなる事
業拡大が期待されます。

■事業規模の拡大

インドでは経済発展および所得増加にともない、個人向けローン市場が拡大傾向にあり、
同国の民間銀行の成長が見込まれます。

■インドの個人向けローン市場の拡大

概要

HDFC銀行

※ESG評価（アライメント）の主なポイント～HELP＆ACT～は各社が公表している内容などをもとに記載しています。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの提供情報をもとにアセットマネジメントOne作成

ESG評価（アライメント）の主なポイント ～HELP&ACT～
・サステナビリティ・レポートを定期的に公表し、同行の業務遂行体制の、国連
SDGs（持続可能な開発目標）への適合について言及しています。

・環境ポリシーに基づいてさまざまな環境課題に取り組むために、オンライン・
サービスの拡充、太陽光発電を利用したATMなどのテクノロジーを導入してい
ます。
・サステナブル・ライブリフッド・イニシアチブ等の活動を通じて、銀行サービスを
利用できない人々に金融支援を提供しています。

上記の取り組みが、安定的かつ持続的な事業運営の可能性を高めるとともに、コス
ト競争力の優位性維持を可能にし、企業価値を高めていくことが期待されます。

企業価値との結びつき

世界各地でアプリ上での配車サービスを展開し、
ウーバー・イーツによる料理宅配サービス等も提供。

ハイクオリティ成長企業としての評価

ESG評価（アライメント）の主なポイント ～HELP&ACT～
・2040年までに世界中の配車サービスをすべて電気自動車にすることでゼロエ
ミッション＊の達成をめざしています。
・乗客がハイブリッド車か電気自動車を指定できるウーバー・グリーン・オプション
を導入し、ドライバーにガソリン車からの乗り換えを促しています。また、すべて
のドライバーが2025年までに電気自動車に乗り換えできるよう、8億米ドルの
支援プログラムを導入しました。

・同社サービスの利用が気候に与える影響についての詳細なレポートを公表し、
透明性を高めるとともに、さらなる改善に努めています。
＊廃棄物をゼロにしようとする考え方のことを指します。

主力事業であるライドシェアリング事業の「市場そのものの成長の可能性」に注目して
います。同社の有するドライバー数およびユーザー数という事業規模の大きさや強力
なネットワーク効果を高く評価しています。

■ライドシェアリング＊市場の成長の可能性

概要

ウーバー・テクノロジーズ

＊自動車を相乗りすること。

交通網の効率性向上と消費者の安全性確保を実現させる事業を、温室効果ガス
排出量の削減という社会の要請に応えつつ推進しており、企業価値の持続的な
拡大が見込まれます。

企業価値との結びつき

各種ライドシェアリングと料理宅配サービス間での相乗効果が高く、それぞれのサービス
のみを提供する同業他社に対して高い競争優位性を有しているとみています。

■相乗効果による高い競争優位性



ESG評価（アライメント）の主なポイント ～HELP&ACT～
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組入銘柄紹介②

デンマークに拠点を置く世界的ヘルスケア企業。

ハイクオリティ成長企業としての評価

・最貧国に対する特別価格設定方針を規定しており、低コストのインシュリンを
76ヵ国、390万人（2021年）の糖尿病患者に提供しています。

・赤十字社と連携し世界糖尿病基金を設立しました。
・生産や販売時に使用するエネルギー、水、原材料に対し、循環型の考え方を採
用し資源使用量の削減に努めています。

・2030年までに直接取引するサプライヤーの使用するエネルギー100％を再生
可能エネルギーとする目標を設定しました。

約100年にわたり、世界中の糖尿病患者に対してインシュリンやインシュリンペン等を
提供しています。2019年に初の2型糖尿病向け経口剤が上市されるなど、より良い治療
の選択肢を提供するために革新的な研究・技術開発を推進しており、持続的な成長が期
待できます。

■糖尿病治療におけるリーディング・カンパニー

概要

※当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的としたものではありません。また、当ファンドにおける将来にわたる組入を示唆・保証するものではありません。
※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※ESG評価（アライメント）の主なポイント～HELP＆ACT～は各社が公表している内容などをもとに記載しています。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの提供情報をもとにアセットマネジメントOne作成

今後も糖尿病をはじめとする慢性疾患を患う人の数が増えると予想されるなか、
環境負荷を抑えつつ、慢性疾患克服に向けた変革を進める同社の取り組みが付
加価値創造をけん引すると考えます。

企業価値との結びつき

企業の業務を効率化する統合的サービス管理プラット
フォームの世界最大手。

ハイクオリティ成長企業としての評価

SaaS（ソフトウエア・アズ・ア・サービス）とはソフトウエアを所有するのではなく、サービス
として利用する方式のことです。SaaSをサブスクリプション＊契約することにより、イン
ターネット環境があれば、いつでもどこでもソフトウエアが使用可能となります。低コストで
利便性が高いSaaSは、今後、従来型のシステムやソフトウエアの買い切りモデルに取って
代わり、長期にわたる拡大が見込まれます。
＊製品やサービスごとにお金を支払うのではなく、それらの利用権を購入して利用期間に応じて
料金を払う仕組みのこと。

■SaaS拡大の恩恵享受が見込まれる企業

概要

サービスナウ

ESG評価（アライメント）の主なポイント ～HELP&ACT～
・2021年に再生可能エネルギー使用率100％、カーボンニュートラル＊1を達成しました。
・2030年までに、温室効果ガス排出のネットゼロを達成することを宣言しています。
・サービス提供業者選定プロセスにおいて、サステナブル基準＊2を考慮した選定
方針を策定しました。

・年次でリーダーが参加するDIB（ダイバーシティ（多様性）、インクルージョン（一
体感）、ビロンギング（帰属意識））サミットを開催しています。

＊1温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いた合計をゼロにすること。
＊2直接の業務およびサプライ・チェーンにおける二酸化炭素排出量、エネルギー消費

量、水使用量、廃棄物量を最小化すべく努めているか等の基準。

事業が環境・社会に与える負の外部性＊は限定的となっており、事業の持続性を
高めています。また、ダイバーシティおよびインクルージョンの推進が優秀な人材
の獲得につながり、テクノロジーの優位性をもたらしています。
＊環境破壊や公害など、企業などによる私的経済活動の結果、第三者または社会全体に
マイナスの影響を与えることを指します。

企業価値との結びつき

ノボ・ノルディスク
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組入銘柄紹介③

※当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的としたものではありません。また、当ファンドにおける将来にわたる組入を示唆・保証するものではありません。
※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

米国のソフトウエアメーカー。電子媒体で、
情報を伝達・使用可能な製品を提供するデ
ジタルメディア業界の最大手。文書の電子化
や電子署名の普及、リモートワークの浸透な
どの恩恵を今後も享受することが期待でき
る。

概要

ESG評価（アライメント）の主なポイント
 ～HELP&ACT～

世界的エンターテインメント企業。高品質の
コンテンツを多数擁するとともに、それらを
収益につなげていく販路を複数確立してい
る。動画配信事業を通じ、消費者から直接収
益を上げる事業モデルへの移行を進めてお
り、長期的な利益率上昇が見込まれる。

概要

ウォルト・ディズニー

ESG評価（アライメント）の主なポイント
 ～HELP&ACT～

・ダイバーシティの尊重を奨励しています。取締
役会のメンバーの45％が女性であるなど、経
営陣・従業員の多様化が進んでいます。
・ヒューマン・ライツ・キャンペーン財団が発表す
る企業平等指数において、2007年から15年
連続で満点を獲得しています。
・1995年以降、地球と野生生物を守る活動を行
う非営利団体に対し1億米ドルを上回る資金を
提供しました。
・2012年から2020年にかけ、温室効果ガス排
出量を50％削減しました。

ダウンジャケット、登山用スポーツウェア等を
提供するイタリアの高級衣料品メーカー。高
品質・高機能のプレミアム・ブランドに特化し
た経営戦略を徹底しており、高い利益率や投
下資本利益率を確保している。

概要

ESG評価（アライメント）の主なポイント
 ～HELP&ACT～

※ESG評価（アライメント）の主なポイント～HELP&ACT～は各社が公表している内容などをもとに記載しています。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの提供情報をもとにアセットマネジメントOne作成

・全世界の拠点においてカーボンニュートラル
100％の達成をめざしています。
・使い捨てプラスチックの使用量を90％削減す
ることをめざし、循環的経済の促進のため、回
収衣料品からナイロンのリサイクルを実施して
います。
・上級経営陣全員が、無意識バイアス（自分自身
が気づいていない、「ものの見方や捉え方のゆ
がみ、偏り」）についての研修を受講し、女性経
営陣比率51％を達成するなど多様性の促進に
継続的に取り組んでいます。

温室効果ガス排出量の削減やリサイクルの推進
が事業の持続性を高めていることに加え、多様
性の促進に関する継続的な取り組みが差別化さ
れたブランドの構築に寄与しています。

・教育支援プログラムを実施し、クリエイティブ・
ソフトウエアの次世代の顧客候補を育成して
います。
・多数の学生を対象とした複数の奨学金制度や
補助金、キャリア養成プログラムを提供し若者
の創造力育成に貢献しています。
・2035年までに使用エネルギーの100％を再
生可能エネルギーで調達する目標を掲げて
います。

上記の取り組みは同社のコアバリューであるブラ
ンド力や信頼性を一層高め、長期にわたる高い収
益性の維持を通じて、企業価値向上につながるこ
とを見込んでいます。

企業価値との結びつき 企業価値との結びつき
事業が環境・社会に与える負の外部性は限定的と
なっており、事業の持続性を高めています。ダイ
バーシティや教育における積極的な取り組みが
独自性の高い商品の開発やユーザーの獲得につ
ながり、企業価値の拡大をもたらしています。

企業価値との結びつき

モンクレールアドビ
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組入銘柄紹介④

※ESG評価（アライメント）の主なポイント～HELP&ACT～は各社が公表している内容などをもとに記載しています。
出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの提供情報をもとにアセットマネジメントOne作成

※当該個別銘柄の掲示は、取引の推奨を目的としたものではありません。また、当ファンドにおける将来にわたる組入を示唆・保証するものではありません。
※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

南米市場最大の電子取引サイトを運営。オン
ライン広告の掲載やオンライン決済サービ
スも提供。南米は人口が多いうえにインター
ネットの普及が急速に進んでおり、大きな収
益拡大が見込まれる。

概要
eコマースソフトウエア大手で、顧客やアプ
リケーション開発者とのパートナーシップを
通して事業を拡大。オンライン小売市場の拡
大や、大企業や直販ブランドなど顧客層の開
拓による成長持続が見込まれる。

概要

メルカドリブレ

ESG評価（アライメント）の主なポイント
 ～HELP&ACT～

ESG評価（アライメント）の主なポイント
 ～HELP&ACT～

決済高が世界最大の国際決済事業会社で、
世界のカード決済に占めるシェアは約6割
に達する。ネットワーク効果や世界的な
キャッシュレス化の進展を追い風に収益拡大
が見込まれる。

概要

ビザ

・十分な金融サービスを受けられない人々への
アクセスを拡大することにより、貧困の軽減、
ジェンダーの平等、経済成長の促進等に貢献
しています。
・2020年までに使用エネルギーの100％再生
可能エネルギー化を達成しました。
・ビザ財団を通じて、自然災害等の危機時に金
融的支援を行っています。過去には米国での
ハリケーンやフィリピンでの台風災害などから
の復興を支援しました。

ESG評価（アライメント）の主なポイント
 ～HELP&ACT～

金融サービスへのアクセス拡大や、安心して利用
できるセキュリティ強化への取り組みが、ネット
ワーク効果や価格決定力を高め、決済額の持続
的な拡大を後押ししています。

企業価値との結びつき 企業価値との結びつき

ショピファイ

・世界中で数百万規模のeコマース事業者を支
援し、50兆円を上回る経済効果と、500万人
超の雇用を創出しました。
・100％再生可能エネルギーを使用している
グーグル・クラウドを利用しています。
・従業員が出張先や自宅で使用する電力も含
む、全ての事業活動からの二酸化炭素排出を
相殺すべく、グリーン電力証書を購入していま
す。

・50万の中小企業を含む、900万超の事業者が
同社のマーケットプレイス＊を利用しています。
・これまで資金調達が困難だった者を含む、多く
の事業者向けに100億米ドルを上回るローン
を提供しました。
・配送時には、100％リサイクル、再利用、また
は堆肥化が可能な包装資材を使用していま
す。
・2021年には初めてサステナビリティ債券を発
行し400億米ドルを調達。資金は再生可能エ
ネルギーの調達やエネルギー効率向上のため
のプロジェクトに活用しています。

＊インターネット上で売り手と買い手を結び付ける電子
取引市場のことを指します。

気候変動への対策を強力に推進しつつ、小規模
事業者の事業機会を広げるとともに、消費者の利
便性向上に努めており、成長の持続と企業価値
の向上が期待できます。

気候変動への具体的な対策を推し進めつつ、事
業者および消費者の利便性を高めており、持続
的な業績の拡大および企業価値の向上が期待で
きます。

企業価値との結びつき
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当ファンドのパフォーマンス

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※騰落率の期間は、基準日から過去に遡っています。
※2023年1月31日時点において分配金実績はありません。

※期間：2020年7月17日（設定日前営業日）～2023年1月31日（日次）

2023年1月31日時点

基準価額と純資産総額の推移

基準価額の騰落率

基準価額

10,117円

純資産総額

8,311億円

※基準日：2023年1月31日

1ヵ月

11.42%

3ヵ月

‒1.32%

6ヵ月

1.91%

1年

‒8.20%

2年

‒11.73%

設定来

1.17%

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

2020年7月 2021年1月 2021年7月 2022年1月 2023年1月2022年7月

（円） （兆円）

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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当ファンドのポートフォリオ

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

国・地域別組入比率（％）業種別組入比率（％）

通貨別組入比率（％）

※比率はマザーファンドの組入株式評価額に対する割合です。
※業種は世界産業分類基準（GICS）の業種分類に基づいています。
※国・地域はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの基準によるものです。
※比率の合計は、四捨五入の関係で100％とならない場合があります。

ヘルスケア
10.3

一般消費財・
サービス
17.8

金融 7.8

素材 6.2

資本財・
サービス
10.0

インド 7.8

カナダ 4.5

韓国 4.1
ノルウェー 1.7
日本 3.1

イタリア 4.9

日本円 3.1
ノルウェークローネ

1.7

ユーロ 4.9

デンマーククローネ
7.8

デンマーク 7.8

コミュニケーション・
サービス
11.3

＊1投下資本利益率（ROIC）は、企業の収益性を測定する指標で、株主資本に加え有利子負債も含む実質的な
投下資本からどれだけ効率的に利益を稼いだかを示しています。ROICが高い企業の方が、低い企業よりも
効率的に資金を使って稼いでいると判断されます。

＊2売上高成長率は、ファクトセットによるコンセンサス予想（米ドルベース）における年平均成長率を使用してい
ます。

＊3ネットキャッシュ対自己資本比率は、企業の財務の健全性を測定する指標で、自己資本に対し、企業がどれだ
けネットキャッシュ（「現預金」＋「短期有価証券」－「有利子負債」）を有しているかを示しています。数値が高
いほど、企業が実質的に潤沢な手元資金を有していると判断されます。数値は集計時点の直近値です。

※上記は中央値です。中央値とはデータを大きさ順に並べたとき中央に位置する値を指します。
※世界株式は、MSCI AC ワールドインデックス（税引後配当込み、米ドルベース）を使用していますが、ファンド
のベンチマークではありません。
※上記はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントが集計したもので、一部推計値も含まれます。

※2023年1月末時点
出所：ファクトセット、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

ポートフォリオの特性

投下資本利益率
（ROIC）＊1

売上高成長率＊2
（2022年-2025年）

ネットキャッシュ
対自己資本比率＊3

当ファンド
（参考）世界株式

（％）

42.7

12.3

-10.0

21.9

5.3

-32.0
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

米ドル
82.5

米国
66.1

情報技術
36.6
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（参考）ESG投資の歴史

欧州諸国は福祉国家が多く、年金基金が重要な役割を果たしていま
す。年金基金は長期投資を前提とすることから、長期運用と親和性の
高いESG投資を率先して取り組んできました。

EUでは、SFDRが採択・公布され（2021年3月から適用開始）、それ
により、EUの金融商品提供業者が商品を販売する際に、商品について
の持続可能性に関する情報開示を義務付けられました。

2006年、国際連合が機関投資家を中心にPRI＊1（責任投資原
則）を提唱したことから、ESG視点を投資プロセスに取り入れる
ことなどが求められるようになりました。

PRIでは、利益を追求すべき受託者責任とESG投資の両立が宣
言され、ESGは投資にあたって考慮すべき主要な領域として明
確に示されています。

以降、ESG投資は世界中に注目され、年金基金など大手機関投
資家によって採用されるようになりました。

倫理的価値観に
基づいた投資

社会問題を
意識した投資

環境問題に
配慮した投資

国際連合の提唱
により、ESG
投資が普及・
拡大へ

日本：金融庁が
IPSF＊2へ参加

EU：域内の金融
機関等を対象に
SFDR＊3の適用

開始

時代の変化とともに、環境（E）・社会（S）・企業統治（G）の課題への取り組みが企業の持続的成長に寄与するようになると、
ESGの評価を投資判断に組み込むことが投資リスクを抑え、投資収益の増加につながると考えられるようになりました。
このような背景のもと、ESG投資が注目されるようになり、今後ますますの発展が期待されます。

ESG投資の歴史

＊１　PRI：Principles for Responsible Investment（責任投資原則）。2006年に国際連合によって提唱されたもので、投資の意思決定に際してESGを考慮した6つの原則で構成されている。
＊２　IPSF：International Platform on Sustainable Finance。サステナブル・ファイナンス（持続可能な社会を実現するための金融）に関する国際的な連携・協調を図るプラットフォーム。2019年に欧州委員会

が中心となり発足。
＊３　SFDR：Sustainable Finance Disclosure Regulation（サステナブル・ファイナンス開示規則）。ESGの観点から金融商品の特性を評価・開示することを義務付ける規制であり、2021年3月からEUで適用開始。
出所：国際連合、各種資料をもとにアセットマネジメントOne作成

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

SRI（社会的責任投資） ESG投資

1920年代 1960年代 1990年代 2006年 2020年11月 2021年3月

ESG投資の先駆者とされる欧州での動向



機関数
63
残高
6.5兆
米ドル

機関数
3,826
残高

121.3兆
米ドル
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（参考）市場からの注目度が増すESG投資

※期間：2006年～2021年（年次、各年3月末基準）
※ERAFP：フランス公務員退職年金基金、ABP：オランダ公務員年金基金、カルパース：カリフォルニア州職員退職年金基金、カルスターズ：カリフォルニア州教職員退職年金基金、GPIF：年金
積立金管理運用独立行政法人

出所：国際連合、各種資料をもとにアセットマネジメントOne作成

PRI（責任投資原則）署名機関数と運用資産残高の推移

2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年

（機関）（兆米ドル）

環境や社会の変化をとらえる一方で、質の高いガバナンス体制を確立した企業は長期の成長が期待されます。
そのため、ESG投資は世界的な潮流として、近年、機関投資家のみならず、国・地域規模で注目されつつあります。

署名機関数（右軸）
運用資産残高（左軸）

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※上記の取り組みは一例であり、すべてを網羅したものではありません。
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4,000

2012年
フランスERAFPが
株主エンゲージメン
トガイドラインを策定

2015年
ノルウェー政府年金
基金が石炭産業等か
ら投資を引き揚げると
発表

2018年
・オランダの73の年金基金がESG
投資推進の合意文書に署名
・ABPがたばこや核兵器の製造
メーカーを投資先から除外と発表

2012年
カルパースがすべて
の投資判断にESG
を組み込む投資原則
を採用

2015年
カリフォルニア州で公
的年金に対し、石炭関
連収入が半分超の海
外企業への投資を避
ける法律が成立

2017年
カルスターズが石
炭関連企業から
投資を引き揚げ

2018年
カリフォルニア州で公的年金に対
し、気候関連財務リスクを投資意
思決定で考慮し、状況報告を義務
化する州法案が可決

2015年
PRIに署名

2017年
ESG指数に連動
する運用を開始

2018年
環境株式指数を選
定。初のESG活動報
告書を公表

2020年
外国株式を対象とし
たESG指数を選定

2021年
ノルウェー政府年金基
金が投資先に対しジェン
ダー多様性の目標設定
等を求める方針を発表

近年における各国機関投資家のESG投資の取り組み（例）

欧州

米国

（GPIF）
日本
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ファンドの特色

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

＊1 ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

●グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）への投資を通じて、株式に実質的に投資を
行います。なお、マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。

●株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、基準価額は為替変動の影響を受けます。

1 主としてわが国および新興国を含む世界の
金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）＊1に実質的に投資を行います。

2
＊2 「ＥＳＧ」とは、環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）の略称です。

●ボトムアップ・アプローチを基本に、持続可能な競争優位性を有し、高い利益成長が期待される銘柄を選定します。

●積極的なＥＳＧ課題への取り組みとその課題解決を通じて、当該企業の競争優位性が持続的に維持され、成長が期待される銘柄に注目
します。上記を通じて、当ファンドの運用におけるESGの観点に強く適合した企業の成長の促進をめざします。

●マザーファンドの運用にあたっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク＊3に株式等の運用の指図に関する権限の一部を
委託します。なお、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクは、その委託を受けた運用の指図に関する権限の一部（株式等の
投資判断の一部）を、モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド＊4およびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニー＊5に再委託します。

＊３ モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのニューヨーク拠点であり、資産運用業務等を営んでいます。
＊４ モルガン・スタンレーの香港法人であり、証券業務、投資銀行業務、ウェルス・マネジメント業務、資産運用業務等を営んでいます。
＊５ モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのシンガポール拠点であり、資産運用業務等を営んでいます。

ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、
ＥＳＧ＊2への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、
市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。
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ファンドの投資リスク
当ファンドは、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もあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用
による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま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。
また、投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨
建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。

株価変動リスク

※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。

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、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。
●受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、
受益者毎に異なります。
●分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う
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。

《分配金に関する留意事項》

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当
ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドは実質的に個別
銘柄の選択による投資を行うため、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。

為替変動リスク

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい
場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよ
ぼす要因となります。

流動性リスク

有価証券等の価格は、その発行者に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式
の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落した
り、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。
海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。当ファンドは実質的に新興国の株式にも投資を行う場
合があります。新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高
等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制
や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

カントリーリスク
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お申込みメモ
販売会社が定める単位購入単位

購入価額

販売会社が定める単位換金単位

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額換金価額

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。換金代金

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。換金制限

2030年7月12日まで（2020年7月20日設定） 信託期間

毎年7月14日（休業日の場合は翌営業日）決算日

純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。繰上償還

当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

課税関係

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込み
の受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

収益分配 決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。購入・換金申込不可日

※ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）
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お客さまにご負担いただく手数料等について（みずほ証券でお申込みの場合）

照会先

アセットマネジメントOne株式会社 0120-104-694コール
センター
受付時間：営業日の午前9時～午後5時

ホームページアドレス
http://www.am-one.co.jp/

委託会社その他関係法人の概要
アセットマネジメントOne株式会社委託会社

みずほ信託銀行株式会社受託会社

販売会社 みずほ証券株式会社　他 募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解約金および償還金の
支払いに関する事務等を行います。

信託財産の保管・管理業務等を行います。

信託財産の運用指図等を行います。

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ご購入時 購入時手数料

購入金額に応じて、購入価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。

3.30%（税抜3.0%）
1.65%（税抜1.5%）
0.55%（税抜0.5%）

　１億円未満
　１億円以上３億円未満
　３億円以上

運用管理費用
（信託報酬）

ありません。換金時手数料
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。信託財産留保額ご換金時

※委託会社の信託報酬には、グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式マザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（モルガン・スタンレー・インベスト
メント・マネジメント・インク）に対する報酬（当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの純資産総額に対して年率0.65％）が含まれます。なお、当該投資顧問会社に対する報酬には、
モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドおよびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに対する報酬が含まれます。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.848%（税抜1.68％）

内訳（税抜）
年率 1.00％

年率 0.03％
年率 0.65％

委託会社
支払先

販売会社
受託会社

主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

保有期間中
（信託財産から
間接的にご負担
いただきます。）

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

その他の費用・
手数料
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ご注意事項等

指数の著作権等　
■MSCI AC ワールドインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
■世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor’s Financial Services LLC（S&P）により開発された、MSCIおよびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、
アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使用が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、かかる基準および分類
（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目
的への適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に
関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、一切
の責任を負うものではありません。

●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。
●お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（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。
●当ファンドは、株式等の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もあります。）に実質的に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準
価額は変動します。このため、投資者のみなさま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。ファンドの運用による損益はすべて
投資者のみなさまに帰属します。
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは
過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
●投資信託は
1.預金等や保険契約ではありません。また、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。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもな
りません。
2.購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託ご購入の注意
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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 ■設定・運用は

アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第324号
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

：

：

商 号 等

加入協会

みずほ証券株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号
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

商 号 等：

加 入 協 会：

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。


