
【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

ファンド設定⽇：2019年10⽉07⽇ ⽇経新聞掲載名：グロバＡＩ分

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 基準価額の変動要因（円）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

基準価額（円） 15,351 +693 
純資産総額（百万円） 200,549 +41,059 

 
マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド（予想分配⾦提⽰型）

当⽉末
前⽉⽐

３カ⽉ 2021/03/31 12.2 
６カ⽉ 2020/12/30 22.1 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2021/05/31 8.2 

設定来 2019/10/07 149.8 
 ■
 

 ■
 

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
 値です。

ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
 費⽤がかかる場合があります。

騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■
■

グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

１年 2020/06/30 84.0 
３年

インカム キャピタル
第16期 2021/02/25 500 組⼊マザーファンド 95.0 +0.7 株式等 +1,111 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 計
+7 +1,104 

※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去
の実績を示したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算
値です。

0 
第18期 2021/04/26 500 合計 100.0 0.0 為替 +104 
第17期 2021/03/25 500 現⾦等 5.0 -0.7 先物等 0 0 

－ －

※
※

この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五⼊して表示しています。
この資料に記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

設定来累計 6,850 合計 +693 +7 +1,104 

－
第20期 2021/06/25 500 その他 -22 － －
第19期 2021/05/25 500 ※ 組⼊マザーファンドの正式名称は「グロー

バルＡＩエクイティ・マザーファンド」です。
分配⾦ -500 －
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 17枚組の1枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

ファンド設定⽇：2019年10⽉07⽇ ⽇経新聞掲載名：グロＡＩ有分

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 基準価額の変動要因（円）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

基準価額（円） 15,136 +587 
純資産総額（百万円） 78,847 +13,309 

 
マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

当⽉末
前⽉⽐

３カ⽉ 2021/03/31 12.6 
６カ⽉ 2020/12/30 15.2 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2021/05/31 7.5 

設定来 2019/10/07 146.7 
 ■
 

 ■
 

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
 値です。

ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
 費⽤がかかる場合があります。

騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■
■

グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

１年 2020/06/30 79.2 
３年

先物等 0 0 

インカム キャピタル
第16期 2021/02/25 500 組⼊マザーファンド 95.3 -0.3 株式等 +1,100 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 計
+7 +1,093 

+587 
第20期 2021/06/25 500 為替ヘッジ⽐率 95.4 -1.6 

0 
第18期 2021/04/26 500 合計 100.0 0.0 為替 +10 － －
第17期 2021/03/25 500 現⾦等 4.7 +0.3 

第19期 2021/05/25 500 分配⾦ -500 － －

 

+7 +1,093 
※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去

の実績を示したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算
値です。

その他 -23 － －
設定来累計 7,000 ※

※

組⼊マザーファンドの正式名称は「グロー
バルＡＩエクイティ・マザーファンド」です。
為替ヘッジ⽐率は為替予約の邦貨換算
を外貨建資産の邦貨換算額で除して算
出しています。
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 17枚組の2枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

当⽉騰落率：1.4% 当⽉末：110.6　　前⽉末：109.8　　騰落率：0.7%

当⽉末：0.43%　　前⽉末：0.22%　　変化幅：0.22%

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

市場動向
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（アメリカドル建て） 円/アメリカドル（円）

アメリカドル ヘッジコスト（％）

※
※
※

DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
為替レートは一般社団法人　投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。
ヘッジコストは該当通貨の対円のスポットレートと1ヵ⽉物フォワードレートを⽤いて算出し年率換算した値です。
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 17枚組の3枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

規模別構成⽐率（％） 組⼊上位5カ国・地域（％）

組⼊上位5通貨（％）

組⼊上位10業種（％）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の情報を記載しています。

当⽉末 前⽉⽐ 当⽉末 前⽉⽐
大型株式 63.6 -4.0 1 アメリカ 87.9 -1.3 
中型株式 15.4 +0.2 2 カナダ 2.8 +0.8 

オランダ 0.7 -0.0 

-0.2 
その他 4.6 +2.1 4 フランス 1.2 +0.1 
小型株式 12.4 +1.5 3 中国 1.4 

※

※

MSCI AC World　のLarge Cap、Mid Cap、
Small Cap　インデックスに基づく分類です。
その他はいずれのインデックスにも含まれない銘柄で
す。

当⽉末 前⽉⽐
1 アメリカドル 94.9 -0.1 

5

4 ユーロ 0.1 -0.0 
 

2 ⽇本円 0.7 -0.1 
3 韓国ウォン 0.3 -0.0 

2 コミュニケーション・サービス 21.3 +0.1 
3 一般消費財・サービス 7.0 -1.8 

当⽉末 前⽉⽐
1 情報技術 47.1 +3.3 

6 エネルギー 3.1 -0.0 
7 素材 2.9 -0.5 

4 資本財・サービス 6.7 +0.3 
5 ヘルスケア 6.5 -0.8 

※ このページに記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

 
※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

8 不動産 0.9 -0.0 
9 ⾦融 0.3 -0.7 

87.9

2.8

1.4

1.2
0.7

0 50 100

94.9

0.7

0.3

0.1

0 50 100

47.1

21.3

7.0

6.7

6.5

3.1

2.9

0.9

0.3

0 20 40 60

 17枚組の4枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数　80）
銘柄

国・地域/業種

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

⽐率 コメント

1
ロク

5.8
TVストリーミング・プラットフォームを運営。視聴者は「ロクTV」、「ロク・ストリーミングプレー
ヤー」を購⼊、会員登録してTV番組、ビデオを視聴。オリジナル番組の配信が開始され、6
⽉3⽇までの2週間のトップ10はすべてオリジナル番組となった。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

2
テスラ

4.7
AI技術を活⽤した⾃動運転機能を持つ電気⾃動⾞の開発・販売を⾏う。同社のモデル3
は、Cars.comのAmericanーMadeインデックスを獲得。電気⾃動⾞が同ランキングトップ
になったのは初で、電気⾃動⾞ムーブメントにとって大きな成果。

アメリカ
一般消費財・サービス

3
スクエア

3.2
モバイル決済ソリューションを提供。電⼦領収書、在庫、販売報告のPOSソフトウエア開
発、分析、フィードバックも提供。同社はGoogleマーチャントセンターとの新たな連携を発
表。事業者はGoogleへの商品の直接掲載、新規顧客へのリーチが容易に。

アメリカ
情報技術

4
トゥイリオ

3.2
開発者がリアルタイム・コミュニケーションを設計、調整、運⽤することが可能なクラウド・プラッ
トフォームを提供。消費者とオンラインリテール、Eコマースのビジネス意思決定者を対象とし
た2021年のパーソナライゼーションの現状に関するレポートを発表。

アメリカ
情報技術

5
ゼネラル・エレクトリック

3.2
グローバルに展開する技術・メディア・⾦融サービス会社。航空機エンジン、発電機、⽔処理
設備、電気製品、医療映像機器、⾦融、⼯業製品等を⼿掛ける。GEヘルスケアによるヘ
ルスケア分野スタートアップ向けのAIを活⽤したプログラムへ5社が正式に参加。

アメリカ
資本財・サービス

6
スナップ

3.1
ソーシャルメディア・サービス会社。写真や動画などを送受信できるモバイルカメラアプリ等を
販売・開発。デロイト･デジタル社によるAR（拡張現実）に関する調査で、2025年にはス
マートフォンユーザーのほぼすべてがARを利⽤するようになるとの結果。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

7
シュルンベルジェ

3.1
油⽥探査、および開発を⾏う油⽥サービス企業。データをクラウドに蓄積、AIが分析するこ
とで、採油の効率化や⾃動化、コスト削減、故障予知など差別化されたサービスを提供。マ
レーシア国営企業のペトロナス社向けにデジタル･ソリューションの提供を発表。

アメリカ
エネルギー

8
フリーポート・マクモラン

2.9
世界最大級の銅⽣産、開発会社。⾦の⽣産も⾏う。AIの活⽤により、⽣産性の向上、コ
スト削減、また不純物の排除などを実現。AI、データサイエンスの活⽤による、さらなる業務
効率と技術⾰新トレンドにおける銅への堅調な需要から恩恵を受けると⾒ている。

アメリカ
素材

9
ズームインフォ・テクノロジーズ

2.9
営業、マーケティング、顧客開拓に必要な⽀援ツールを提供するマーケティング･ソフトウエア
企業。特定の顧客層をターゲットにした営業に必要なデータベースをクラウドで提供。AI活
⽤の会話型マーケティング･プラットフォームを展開するインセント社を買収。

アメリカ
コミュニケーション・サービス

※
※

このページに記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。
組⼊銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を⾏うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

10
マーベル・テクノロジー

2.8
米国の半導体メーカー。様々な機器に組み込まれる制御装置⽤の半導体製品を開発。
前世代と⽐較して3倍の性能と50％の低消費電⼒を実現し、セキュリティ、ネットワーキン
グ、ストレージのワークロード処理に優れた新データ･プロセッシングユニットを発表。

アメリカ
情報技術

 17枚組の5枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

ファンドマネージャーコメント
＜市場動向＞
6⽉の世界の株式市場はやや上昇しました。⽉初には、経済回復が堅調に続くとの楽観的な⾒通しにより、株価
が上昇しましたが、FRB（⽶連邦準備制度理事会）が予想よりも早い利上げを⽰唆したことから、株価は下落に
転じました。FRBの政策シフトは、リフレ･トレード（リフレ政策の効果に期待してポジションを持つこと、
株買い・債券売りなど）の反転を引き起こし、グロース（成⻑）銘柄のパフォーマンスがバリュー（割安）銘柄
を上回りました。テクノロジー関連銘柄のパフォーマンスは堅調に転じた一方で、素材や資本財サービス関連銘
柄のようなシクリカル（景気変動の影響を受けやすい）銘柄は軟調となりました。また、原油価格が2019年春
頃の⽔準に回復したことから、エネルギー関連銘柄の株価も堅調に推移しましたが、債券利回りが低下し、⾦融
関連銘柄の株価は下落しました。
6⽉の情報技術セクターは市場全体をアウトパフォームしました。企業業績や経営陣のガイダンス（会社が発表
する業績予想）によって、昨年の企業における業務のデジタル化のような広範なトレンドを反映し、しっかりと
したファンダメンタルズ（基礎的条件）が持続していることが⽰唆され、ソフトウェア関連銘柄が特に堅調とな
りました。シクリカル銘柄である半導体関連銘柄は、⽉初こそ軟調となりましたが、その後インフラ投資法案の
⽶議会通過に対する楽観的な⾒通しが広がる中、他セクターと⽐較してパフォーマンスを戻しました。規制環境
に関する投資家の安心感や堅調なビジネス環境を背景に、超大型テクノロジー関連銘柄の株価はアウトパフォー
ムしました。

＜運用経過＞
6⽉のマザーファンドの基準価額は上昇しました。
（寄与度上位銘柄）
動画ストリーミング（インターネットに接続した状態で映像・音声データが楽しめる再生方式）･デバイスやス
マートテレビ向け基本ソフトを提供するロクが6⽉の寄与度上位銘柄となりました。同社株価はポジティブな広
告動向を⽰唆する業界レポートや買収観測から上昇しました。今後しばらくの業績は、⼒強く成⻑した新型コロ
ナウイルス感染拡大の最初の数か⽉を含む前年との⽐較になるため、ノイズが多くなると考えています。しか
し、同社はストリーミング動画配信が普及する⼒強いトレンドや広告収⼊源となるフォーマットも増やしていく
ことにより、著しい恩恵を受けていくとみています。
トゥイリオも6⽉の寄与度上位銘柄となりました。同社は開発者が従量課⾦サービスとしてリアルタイム･コミュ
ニケーションを設計、調整、運用することが可能なクラウド･プラットフォームを提供しています。顧客の導⼊

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 17枚組の6枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

ファンドマネージャーコメント
や利用傾向に関する業界データがポジティブだったことや、よりパーソナライズされたカスタマー･ジャーニー
（顧客が商品購⼊に⾄るまでの一連の⾏動）の運用を企業向けに⽀援する新製品の発表を受けて、同社株価は6
⽉を通じて上昇しました。引き続き同社の⾒通しは明るいものと考えています。
（寄与度下位銘柄）
⾦属･鉱業のリーディングカンパニーであるフリーポート･マクモランが、6⽉の寄与度下位銘柄となりました。
同社株価は銅価格の下落に伴い、下落しました。先⽉、過去最⾼値を付けた銅価格は、6⽉に⼊ってから、コモ
ディティ（商品）市場参加者が⽶ドルの上昇や、コロナ後の早い段階での景気回復が冷え込むことによる需要の
落ち込みを懸念したことから下落しました。同社はデータサイエンスとAIを導⼊して様々な探鉱･採掘事業にお
ける業務効率を⾼めることにより、売上⾼成⻑を向上させ、株主に対してより⼒強い業績を生み出していること
から、同社に対しては、引き続き前向きな⾒方をしています。
複合企業であるゼネラル･エレクトリック（GE）も6⽉の寄与度下位銘柄となりました。一部の地域で新型コロ
ナ感染件数が増加する中、渡航制限が再導⼊されるとの報道は、航空機エンジン事業にとってマイナスとなるた
め、同社株価は直近の上昇幅を縮⼩する形になりました。 一方、計画されていた既発社債の買戻し⾦額が増額
されたことは、プラス材料となりました。同社の債務残⾼は、投資家にとって⻑年の懸案事項となっていまし
た。バランスシートが改善され、景気回復によって梃⼊れされることによって、同社株式のリスク･リターンは
魅⼒的なものになると考えています。

＜市場⾒通し及び今後の運用方針＞
過去一年以上の間、新型コロナウイルス感染拡大の中で、世界の経済や市場はかつて経験したことがない不確実
性の時代を存続してきました。政府や中央銀⾏は積極的に動き、消費者や影響を受ける産業に対して流動性と⾦
融⽀援を提供することで、経済的な影響を食い止めようとしてきました。また、製薬会社が非常に短期間でワク
チンを開発し、配布したことは印象的であり、2021年末から2022年までには正常な状態への回帰に道筋をつけ
ることができると考えています。これらの要因により市場は大きく上昇しましたが、さらにパンデミック（世界
的大流⾏）による景気後退に⾄るまでの数年間とその後に出遅れていたバリュー株式も幅広く上昇する形となり
ました。
⽶国⾦利は、株式市場のローテーションを引き起こしながら、または少なくとも同時に、新型コロナウイルスの
感染拡大の抑制や⽶国や世界の経済再開に向けた動きとともに着実に上昇しました。⾜元では、景気回復の初期
段階にみられるインフレ圧⼒は一時的なものであろうと市場で受け止められ、⾦利上昇は落ち着いています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 17枚組の7枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

ファンドマネージャーコメント
パンデミック時に景気刺激策を実施したのと同様に、政府や中央銀⾏は、インフレ過熱を抑制するためのデータ
や手段を用意していると考えるのが妥当であるとみています。
景気回復の初期段階を通じて、マクロ経済要因が市場の動きに非常に大きな影響を与えてきました。投資家は世
界経済の回復の過程やその状況を考慮し、政府や中央銀⾏はその動向に応じて政策を調整するものの、短期的に
マクロ経済要因が引き続き市場に対して大きな影響を及ぼすことになるとみています。このマクロ経済主導の時
期を通じた投資戦略の1つは、グロース銘柄のポジションと、進⾏している⻑期的な変化を捉えるシクリカル銘
柄のポジションとのバランスをとることであると考えています。
我々はより多くの企業がイノベーション･カルチャーを取り⼊れ、AI を活用することによって、それぞれの業界
における旧態依然とした状況を打破しようとしているのを目の当たりにしています。グローバルAI ファンドの
戦略は、設定来より、このような展開を予測し、伝統的なテクノロジー･セクターにとどまらない、より広範に
わたる⾰新的な企業を反映すべく、ポートフォリオ構築を⾏ってきました。同時に、テクノロジー･セクター内
における投資機会には引き続き興奮しています。これらの企業は魅⼒的な利益を上げながら、非常に早いペース
で成⻑しています。我々はこうした持続的、かつ複利的な成⻑は⾼い株主価値を⻑期にわたって生み出していく
ことができると確信しています。
AIインフラストラクチャーでは、今後数年間、基盤となるAIインフラストラクチャーの構築に対する堅調な需要
が⾒込まれています。AIの学習トレーニングがパイロット段階（テストの最終段階）を終え、次のフェーズへと
移っています。この段階では、AIをクラウドから数十億のデバイスに展開するために、新しいタイプのデータ
処理機能とストレージ（補助記憶装置）が必要となるでしょう。今後、グローバルで本格的に5Gサービスが開
始されることにより、超⾼速ブロードバンドを利用して数十億のモバイル端末やIoT（モノのインターネット）
デバイスから、より多くのデータ収集を⾏うことが可能になると、引き続き考えています。
そうした中、半導体については引き続き前向きにみています。他のシクリカル分野の上昇に伴い、半導体は
ファンダメンタルズが良好で株価も好調に推移しています。最終需要の多くの分野で需要が堅調な一方、供給は
⽐較的抑制されています。今後数四半期にわたり、こうした状況が継続するとみており、半導体関連株はさらに
上昇するであろうと考えています。
AI開発分野では、より⾼度な意思決定を⽀援するために、AIがますます多くのソフトウェア・アプリケーション
やシステムに組み込まれています。AIを組み込むことで、より⾼いレベルの⾃動化、より良い推奨機能、より迅
速な意思決定、および大幅なコスト削減が可能となります。AIが進歩し続けることで、より各個人向けに特化し
たサービスを提供するソフトウェアやアプリケーションが⾒られるようになるでしょう。これは利用者の動向と

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 17枚組の8枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

※ このページは「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」について、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCから提供を受けたデータおよび情報を基に
記載しています。

ファンドマネージャーコメント
検索パターンへの解析がより⾼度になったことで可能となったことであり、企業はリアルタイムでより人間中心
のユーザー・エクスペリエンス（体験）を提供できるようになるはずです。スマート・アシスタントは、利用者
からの指⽰を単純に待つのではなく、利用者の要望を予測することにより、受動的な対話型のものから積極的な
対話型のものへと移⾏し始めるでしょう。AIと機械学習は⽇常の業務や複雑な分析の⾃動化を推進し続け、それ
により従業員はより多くの時間を創造的、戦略的な業務に集中できるようになるでしょう。最近では量⼦クラウ
ドコンピューティングの導⼊が⾒られ、これにより、研究者らが指数関数的に処理速度が向上した計算能⼒を活
用して新しいアルゴリズム（算法）を設計することが考えられ、今後数年間でAIや機械学習の分野で大きな躍進
が⾒られる可能性があります。AIが⽇常的に使用される多くのアプリケーションの一部になれば、過去のIT⾰命
よりもさらに大きな市場を作り出すと我々は考えています。
AI活用分野では、新たなイノベーションを生み出すためにAIを活用し始める企業が増えています。当ファンドに
含まれる⾃動⾞、消費財、ヘルスケア、⾦融セクター等の銘柄は、早くからAIを取り⼊れ、その恩恵を受けてい
ます。これにより、ユニークな製品やサービスを発表することで、同業他社の業績を上回ることができます。
デジタル・トランスフォーメーション（デジタル技術の活用によって新たな価値を生み出すこと）を加速させる
ために、より多くの業界におけるさまざまな事業においてAIに関するプロジェクトが展開されることを予想して
います。個人の特定や不正検出のための顔認証システム、⾃動運転⾞や輸送・物流のためのロボット、反復的な
業務を⾃動化するためのロボット・プロセス・オートメーション（RPA）やバーチャル・デジタル・ワーカー、
設備のメンテナンスに掛かる費用や故障時の費用を抑制すべくIoTで強化された予知保全、魅⼒的な体験とエン
ターテイメントを創造する拡張現実と仮想現実（AR/VR）といったAI技術を企業が引き続き採用するものと考
えています。
全体として、私たちはAIの進歩と開発によってもたらされた大規模な破壊的変化の非常に初期の段階にあると
引き続き考えています。これらの変化は、それぞれの産業においてAIを活用することが出来る企業に大きな成⻑
を促進し、ディスラプション（創造的破壊）を引き起こすと考えています。市場はこの成⻑の⼟台に疑問を投げ
かけることも時には予想されますが、AIがもたらすディスラプションからの成⻑の複合的な効果は、より大きく
⻑期的な株主価値の創造をもたらすと考えています。現在のようなディスラプションと変化により特徴づけられ
る投資環境において、このような投資機会を捉えるためには、銘柄選択が非常に重要な鍵となると考えていま
す。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 17枚組の9枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
グローバルAIファンド（予想分配⾦提示型）                 ：（為替ヘッジなし予想分配⾦提示型）
グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）：（為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）

1. グローバルAIエクイティ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への投資を通じて、世界の上場株式＊の中から、AI（人⼯知
能）の進化、応⽤により⾼い成⻑が期待される企業の株式に投資を⾏います。
●AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活⽤したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を⾏う
   企業や、AIを活⽤したサービスを駆使して⾃社ビジネスを成⻑させる企業等に投資を⾏います。
●AI（人⼯知能）とは、Artificial Intelligenceの略です。人間のように⾃ら学び発達していくコンピューター・プログラムをさします。
＊上場株式には、不動産投資信託（REIT）も含みます。

2. AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運⽤を⾏います。
●マザーファンドの運⽤にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ）に運⽤の
   指図に関する権限の一部を委託します。同社は、ドイツのアリアンツ・グループ傘下の運⽤会社です。

3. 対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし予想分配⾦提示型）と（為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）の2つのファンドからご選
択いただけます。
●（為替ヘッジなし予想分配⾦提示型）
　 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを⾏いません。
●（為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）
　 実質組⼊外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活⽤し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動
　 リスクを回避することはできません。
　※一部の通貨については、他の通貨を⽤いた為替ヘッジを⾏う場合があります。直物為替先渡取引（NDF）を利⽤することもあります。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

4. 毎⽉の決算時に分配方針に基づき分配を⾏います。
●原則として、毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配方針に基づき分配を⾏います。
●各計算期末の前営業⽇の基準価額（⽀払済み分配⾦（1万⼝当たり、税引前）累計額は加算しません。）に応じて、原則として、
   以下の⾦額の分配を目指します。
　　　　
        各計算期末の前営業日の基準価額　　　　　　　分配⾦額（1万⼝当たり、税引前）
　　　　11,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準価額の⽔準等を勘案して決定
　　　　11,000円以上12,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200円
　　　　12,000円以上13,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300円
        13,000円以上14,000円未満　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400円
        14,000円以上                                                          500円

※分配対象額が少額な場合、各計算期末の前営業⽇から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を
   ⾏わないことがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の10枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

ファンドの特色
＜ご留意いただきたい事項＞
●基準価額に応じて、毎⽉の分配⾦額は変動します。
●基準価額があらかじめ決められた⽔準に一度でも到達すれば、その⽔準に応じた分配を継続するというものではありません。
●分配を⾏うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を与え、次期決算以降の分配⾦額は変動する場合があります。
●あらかじめ一定の分配⾦額を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、上記のような運⽤ができない場合があります。

投資リスク
基準価額の変動要因

●当ファンドは、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。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式
の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因とな
ります。

■ 信⽤リスク
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資
産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円⾼）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円⾼）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）については、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを⾏うため、為替の変動による影
響は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。）。なお、一部の実質外貨建資産の通貨に対し他
の通貨による為替ヘッジを⾏う場合があります。その際、通貨間の値動きが異なる場合には⼗分な為替ヘッジの効果が得られないことや円と他
の通貨との為替変動の影響を受けることがあります。

■ カントリーリスク
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱
などによって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落
する要因となります。

■ 市場流動性リスク
ファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、
市場規模の縮小や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
● ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を⾏いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがありま

す。また、市場環境、⾦利および経済・法制度・⾦融⾯の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の11枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

投資リスク
その他の留意点

種・テーマに属する銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。
● （為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）為替取引を⾏う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。NDFの取引価格

は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは大きく異なる場合があります。したがって、実際の
為替市場や⾦利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。また、当該取引において、取引先
リスク（取引の相⼿方の倒産等により取引が実⾏されないこと）が⽣じる可能性があります。

● ファンドが活⽤する店頭デリバティブ取引（NDF）を⾏うために担保または証拠⾦として現⾦等の差⼊れがさらに必要となる場合があります。そ
の場合、ファンドは追加的に現⾦等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組⼊⽐率が低下することがあります。その結
果として、⾼位に組み⼊れた場合に⽐べて期待される投資効果が得られず、運⽤成果が劣後する可能性があります。

● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、およ
び既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の12枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

分配⾦に関する留意事項

■分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンド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。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。
分配⾦は、分配方針に基づき、分配対象額から⽀払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意ください。

■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。

普通分配⾦：個別元本（投資者のファンド購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）：個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

(注)

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の13枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

お申込みメモ
購⼊単位

お申込みの販売会社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
購⼊代⾦

販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位

お申込みの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営業⽇の基準価額
換⾦代⾦

原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間

2026年9⽉25⽇まで（2019年10⽉7⽇設定）
決算⽇

毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配

決算⽇に、分配方針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係
●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

お申込不可⽇
以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業⽇
●ニューヨークの銀⾏の休業⽇

スイッチング
販売会社によっては、以下のファンドの間でスイッチングを取り扱う場合があります。
●グローバルAIファンド
●グローバルAIファンド（為替ヘッジあり）
●グローバルAIファンド（予想分配⾦提示型）
●グローバルAIファンド（為替ヘッジあり予想分配⾦提示型）
※グローバルAIファンドおよびグローバルAIファンド（為替ヘッジあり）については、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧くだ
　 さい。また、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があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の14枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤
〇 購⼊時⼿数料

購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。

〇 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
〇 運⽤管理費⽤（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.925％（税抜き1.75％）の率を乗じた額です。
〇 その他の費⽤・⼿数料

以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に⽀払われるファンドの監査費⽤
●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料
●資産を外国で保管する場合の費⽤　　　等
※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求目論⾒書をご参照ください。

※ 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、表示することができません。

税⾦
分配時

所得税及び地方税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地方税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることを

お勧めします。

委託会社・その他の関係法人等
委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399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、
　　　　　　　　　　　　一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　：　https://www.smd-am.co.jp
　コールセンター ：　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　株式会社りそな銀⾏

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
投資顧問会社 マザーファンドの運⽤指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運⽤を⾏います。

　アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLC

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の15枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

販売会社

備考欄について

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）
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協
会

備考

藍澤證券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第6号 ○ ○

販売会社名 登録番号

⽇
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業
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会
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団
法
人
 

⾦
融
先
物
取
引
業
協
会

ａｕカブコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○

○

株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第52号 ○ ○ ○

スターツ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号 ○

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

大熊本証券株式会社 ⾦融商品取引業者 九州財務局⻑（⾦商）第1号 ○

東洋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第121号 ○ ○

とちぎんＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第32号 ○ ※1

ＰＷＭ⽇本証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第50号 ○ ○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号 ○

百五証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第134号 ○

フィデリティ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号 ○ ○

○

マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○

松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○

⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○

楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

株式会社愛知銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○

株式会社中国銀⾏ 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第2号 ○ ○

株式会社東京スター銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第579号 ○ ○

株式会社南都銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第15号 ○

株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○

株式会社百五銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

※1：「グローバルAIファンド（予想分配⾦提示型）」のみのお取扱いとなります。

 17枚組の16枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2021年06⽉30⽇

 当資料のご利⽤にあたっての注意事項
● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤方針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正
確性・完全性を保証するものではありません。

● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場

環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関

でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書⾯

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求くだ
さい。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が
優先します。

■設定・運⽤

マンスリー・レポート

グローバルＡＩファンド
（予想分配⾦提⽰型）/（為替ヘッジあり予想分配⾦提⽰型）

 17枚組の17枚目です。


