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当ファンドは、外国の債券や株式を主な投資対象とし、また、その他の外貨建資産を保有することがありますので、金利の変動、
株式市場、為替相場、その他の市場における価格の変動により、保有している債券等の円換算した価格が下落した場合、損失
を被る恐れがあります。
※ファンドのリスクについての詳細は、中面の「投資リスク」をご確認ください。

ご購入の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。

設定・運用は

商 号 等：JPモルガン・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330号
加入協会：日本証券業協会、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

JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）
JPM新興国年1回決算ファンド（愛称：あいのり年1）
追加型投信／海外／資産複合

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

商 号 等：三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号
加入協会：日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会
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JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）
JPM新興国年1回決算ファンド（愛称：あいのり年1）

「あいのり」とは？
愛称にある「あいのり」には、新興国の債券と株式が1つの汽車（ファンド）にあいのりしているという意味が込められています。
「あいのり」／「あいのり年1」は、新興国の現地通貨建て債券に80%、新興国（BRICS5＊）株式に20%投資することを基本とするバランス
型のファンドです。
＊「BRICS5」とは、ブラジル、ロシア、インド、中国に南アフリカを加えた中期的に高い経済成長が期待される新興5ヵ国を指します。

1

2

3

現地通貨建て新興国ソブリン債券に加えて、新興国（BRICS5）
株式にも投資を行い、安定的かつ高水準の配当等収益を確保
しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※「ソブリン債券」とは、政府または政府機関が発行する債券を指します。

原則として、為替ヘッジは行いません。
▪	ただし、経済事情や投資環境の急変等が起きた場合には、委託会社の判断により
当ファンドにおいて為替ヘッジを行うことがあります。

J.P.モルガン･アセット･マネジメントのグローバルなネットワーク
を活用し、運用を行います。

ファンドの特色

資産配分は、市場見通しに応じて基本組入比率
から概ね±10%の範囲で随時調整します。
基本組入比率は、各マザーファンドの組入比率を
示しています。

基本組入比率
新興国（BRICS5）株式

20%

現地通貨建て
新興国ソブリン債券

80%

ファンドの運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行います。ファミリーファンド方式とは、ベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、
マザーファンドが実際に有価証券に投資することにより、その実質的な運用を行う仕組みです。
[ベビーファンド]JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）、JPM新興国年1回決算ファンド（愛称：あいのり年1）
[マザーファンド]GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）、GIM・BRICS5・マザーファンド（適格機関投資家専用）

毎月決算を行う「あいのり」と年1回決算を行う「あいのり年1」があります。

ただし、いずれも必ず分配を行うものではありません。ボーナス分配とは、配当等収益からの分配に有価証券の売買による収益からの分配を付加して分配することをいいます。
販売会社によっては、どちらか一方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。

あいのり年1

あ い の り

年1回の決算時（3月11日（休業日の場合は翌営業日））に、分配金額を決定します。

毎月11日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、配当等収益を中心に分配を行います。また、3、6、9、12月の決算
時に、ボーナス分配を行うこともあります。

本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変
動等を示唆・保証するものではありません。

出所：J.P.モルガン・アセット・マネジメント
上記は、「あいのり」および「あいのり年1」が各マザーファンドを通じて投資している国を記載しています。
各マザーファンドの投資対象国は将来変更されることがあります。

投資対象国（2019年3月末現在）
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本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変
動等を示唆・保証するものではありません。

特徴 1 新興国へ投資
中長期的に高い成長が期待できる新興国に投資を行います。
世界経済の中で存在感を高める新興国
 ■ 新興国は、世界の国土面積の76%＊、人口の86%＊の規模を占めています。
 ■ また、経済規模においても新興国の存在感、影響力が高まってきています。
	＊出所：IMF（2019年4月公表分）、世界銀行 国土面積は2017年現在、人口は2018年現在、一部予測値を含む

成長性の高い新興国に着目
 ■ 「あいのり」／「あいのり年1」は新興国の代表格であるBRICS5の国々やメキシコ、インドネシア、コロンビアといった

新興国に投資します。
 ■ 新興国においては、「製造業」、「資源」、「インフラ投資」、「消費」が主な成長エンジンであると考えています。その中でも、

人口と所得の増加を背景として、「消費」が大きなけん引役となると期待されています。

世界のGDPに占める新興国の割合の推移

出所：IMF（2019年4月公表分） 期間：2000年〜2024年（2019年以降は予測値）
先進国：IMFによる“Advanced	economies”に属する国々 新興国：IMFによる“Emerging	market	and	developing	economies”に属する国々

2000年 2019年（予） 2024年（予）

世界のGDP：33.8兆米ドル 世界のGDP：87.3兆米ドル 世界のGDP：114.6兆米ドル
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急増するネットショッピング
新興国では、小規模の小売店が多く存在し、買い物の利便性が低い中小都市が多く存在します。そのため、インターネットやモバイル端末の急速な普
及により、ネット経由の消費（eコマース）市場が急拡大しています。多くの人口を抱える中国やインドで高い伸びとなっていますが、まだ成長余地が高
いと考えられます。

写真はイメージです。（左グラフ）出所：三菱総合研究所 2030年は三菱総合研究所による推計。（右グラフ）出所：経済産業省 平成30年版 通商白書 B2C
のモノの売上額であり、デスクトップ（ノートブックPC、ラップトップPC）やモバイル機器（スマートフォン、タブレット）を通じた購入を含んでおり、中古品の再販売等
C2Cやeサービス（電子メディアのダウンロード等）は含んでいない。

新興国の名目消費支出の規模予想 インドのモバイルコマース小売売上金額の推移
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本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変
動等を示唆・保証するものではありません。

特徴 2 債券と株式に分散投資
債券と株式両方に投資し、投資収益の獲得を目指します。
新興国ソブリン債券の魅力

BRICS5株式の上昇期待

相対的に高い利回り水準
新興国ソブリン債券は、先進国のソブリン債券に比べて一般的
に利回りが高いことから、魅力的な投資対象と考えます。

新興国の中でも、経済規模が大きく、中心的な存在である
BRICS5株式への投資により、その高い成長の恩恵を享受する
ことを目指します。

信用力の高まり
多くの新興国はかつてに比べ経済状況が改善しており、信用
格付けは向上しています。

ソブリン債券の利回り比較

BRICS5と先進国の株価推移（配当込み、現地通貨ベース）

新興国債券の格付け構成比の推移

（左グラフ）出所：ブルームバーグ、J.P.モルガン・アセット・マネジメント 2019年3月末現在
現地通貨建て新興国ソブリン債券：「あいのり」および「あいのり年1」の現地通貨建て新興国ソブリン債券部分（GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格
機関投資家専用））の最終利回り 先進国ソブリン債券：FTSE世界国債インデックスの最終利回り 最終利回りは実際の投資家利回りとは異なります。
（右グラフ）出所：J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー 期間：1993年12月末〜2019年3月末
米ドル建て新興国債券の格付けの推移であり、当ファンドの主要投資対象とは異なります。JPモルガンEMBIグローバル･ディバーシファイドのデータを使用。
格付けはS&PとMoody’sのうち、高い方により分類。

現地通貨建て新興国ソブリン債券 先進国ソブリン債券
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出所：ブルームバーグ
期間：2000年12月末〜2019年3月末（2000年12月末を100として指数化）
先進国株式：MSCIワールド・インデックス
BRICS5株式：ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのMSCI各国インデッ
クスをそれぞれ20％の割合で合成した指数

出所：ブルームバーグ
ファンド（「あいのり」および「あいのり年1」）の組合せ：新興国債券80％、
BRICS5株式20％の割合で合成した指数 新興国債券：JPモルガンGBI-
EMグローバル 先進国債券：FTSE世界国債インデックス BRICS5
株式：ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのMSCI各国インデックス
（すべて配当込み）をそれぞれ20％の割合で合成した指数
100万円を投資した場合の成果は、上記の指数をもとに試算。
リスクは年率の標準偏差。運用報酬ほか各種費用を考慮していません。
上記はシミュレーションであり、ファンドの実績ではありません。

【ご参考】
100万円を各資産で運用した場合のシミュレーション
（期間：2001年12月末～2019年3月末、円ベース）

新興国債券ファンドの
組合せ 先進国債券

累積リターン

年率リターン

リスク

259％

7.7％

15.4％

190％

6.4％

13.7％

84％

3.6％

6.6％

100万円
投資すると 359万円 290万円 184万円

JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）
JPM新興国年1回決算ファンド（愛称：あいのり年1）
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ボーナス分配とは、配当等収益からの分配に有価証券の売買による収益からの分配を付加して分配することをいいます。
上記はイメージ図であり、将来の分配の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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分配金お支払いのイメージ図

特徴 3 ニーズに応じた２つの決算タイプ
JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）

JPM新興国年1回決算ファンド（愛称：あいのり年1）

毎月11日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、配当等収益を中心に分配を行います。また、３、６、９、１２月の決算時に、
ボーナス分配を行うこともあります。
※ただし、いずれも必ず分配を行うものではありません。

年1回の決算時（3月11日（休業日の場合は翌営業日））に、分配金額を決定します。
※ただし、必ず分配を行うものではありません。

本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変
動等を示唆・保証するものではありません。

世界有数の運用資産額
約182兆円

拠点所在国　　　　　　
世界約30ヵ国・地域

運用プロフェッショナル
約1,080名

J.P.モルガン・アセット・マネジメントのご紹介
グローバルネットワークを活用した幅広い運用サービスを展開
▪J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、世界有数の金融サービス会社で
あるJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー傘下の資産運用部門です。

▪長い歴史における数々の企業再編を経て、豊富な知識、経験、資源をグ
ローバルに共有し、競争力のある情報と投資ノウハウを世界中のお客さ
まにご提供する世界最大級の資産運用グループに成長してきました。

世界有数の金融サービス会社J.P.モルガン
▪JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、ニューヨークに本社を置き、世界60ヵ国・地域以上に営業
拠点を持つ米国最大級の銀行を中心とする金融サービス会社です。
▪米国を代表するダウ･ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄として採用されており、総資産、収益力、時
価総額などにおいても世界屈指の金融機関として高い評価を得ています。

出所：J.P.モルガン・アセット・マネジメント　2018年12月末現在（運用資産額は、2018年12月末の為替相場にて円換算）
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投資リスク

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因
ファンドは、主に新興国の債券およびBRICS5の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、
下落した場合は、損失を被ることがあります。下記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響
することがあります。

カントリーリスク 投資対象国は新興国であることから以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性
があります。
▪先進国と比較して一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、有価証券や通貨の価格に大きく影
響する可能性があります。
▪有価証券・通貨市場の規模が小さく流動性が低いため、有価証券・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。
▪先進国と比較して法規制の制度や社会基盤が未整備で、情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なること、政府
当局による一方的な規制導入もあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
▪税制が先進国と異なる面がある場合や、一方的な税制の変更や新税制の適用がある場合があります。

為替変動リスク ファンドは、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。

信 用 リ ス ク 債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、所在する国家の政情不安等により、元本・利息の支払いが遅れたり、元本・利
息が支払えない状態になった場合、またはそれが予想される場合には、当該債券の価格が変動・下落することがありま
す。また、当該債券の価格は、格付の変更によっても変動・下落することがあります。

金利変動リスク 金利の変動が債券の価格に影響を及ぼします。一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。

株価変動リスク 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受け、変動
することがあります。

デリバティブ
取引のリスク

ファンドは、直物為替先渡（NDF）取引等のデリバティブ取引を用いる場合があります。デリバティブ取引は、その他の
投資手段と比較して、金利、為替相場等の変動に対してより大きく価格が変動・下落することがあります。

ボンドコネクト＊
の リ ス ク

ファンドは、ボンドコネクトを通じて中国本土で発行された債券へ投資する場合があります。当該投資には以下のような
リスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります。
▪法規制の変更や取引上の制約により、取引相手方にかかるリスクが増大する可能性があります。
▪現時点の規則や法規制が変更される可能性や、その変更が過去に遡って適用される可能性があります。
▪ボンドコネクトを通じて行う取引は、中国本土および香港の投資家保護制度のいずれにおいても保護されません。
▪	ボンドコネクトは、中国・香港双方の債券市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・香港双方の銀行の営業日
となる場合のみ運営されます。それによりファンドは、希望する時点や価格で債券の売買ができないことがあります。

＊本資料において、「中国・香港債券相互取引制度」を「ボンドコネクト」といいます。
「ボンドコネクト」により、ファンドを含む外国の投資家は、中国本土の銀行間債券市場における売買を、香港の証券会社を通じて行うことができます。

   

 

ファンドの関係法人
委 託 会 社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（ファンドの運用の指図）

受 託 会 社 三菱UFJ信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理）

販 売 会 社 委託会社（https：//www.jpmorganasset.co.jp/）までお問い合わせください。
（ファンドの購入・換金の取扱い等、投資信託説明書（交付目論見書）の入手先）

▪FTSEの各インデックスは、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、本ファンドのスポンサーではなく、
本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、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。このインデックス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。リスク・リターンの数字は、FTSE世界国債インデックス・データに基づき当社が計算したものです。
▪JPモルガンの各インデックスは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。
▪MSCIの各インデックスは、MSCI	Inc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI	Inc.は何ら保証するものではありません。著作権
はMSCI	Inc.に帰属しています。MSCIの各インデックスの円ベースは、同社が発表した各インデックスを委託会社にて円ベースに換算したものです。

※J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
※J.P.モルガンは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよびその各国子会社または関連会社のマーケティングネームです。

本資料で使用している指数について

JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）
JPM新興国年1回決算ファンド（愛称：あいのり年1）
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収益分配金に関する留意事項

■受益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。

■分配金は、決算期中に発生した収益（経費＊1控除後の配当等収益＊2および有価証券の売買益＊3）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、必ずしも決
算期中におけるファンドの収益率を示すものではありません。

＊1 運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料をいいます。 ＊2 有価証券の利息・配当金を主とする収益をいいます。 ＊3 評価益を含みます。

普通分配金：個別元本（受益者のファンドの購入価額）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。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
※上記はイメージであり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに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。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

投資信託の純資産

決算期中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

分配金

10,500円 10,500円

前期決算日
＊分配対象額500円

当期決算日分配前
＊50円を取崩し

当期決算日分配後
＊分配対象額450円

前期決算日
＊分配対象額500円

当期決算日分配前
＊80円を取崩し

当期決算日分配後
＊分配対象額420円

10,550円

10,450円

＊500円
（③＋④）

＊500円
（③＋④）＊450円

（③＋④）
10,300円

＊420円
（③＋④）

＊50円

期中収益
（①＋②）50円

10,400円

＊80円

配当等収益
①  20円

分配金
100円

元本払戻金（特別分配金）は
実質的に元本の一部払戻し
とみなされ、その金額だけ個
別元本が減少します。また、
元本払戻金（特別分配金）部
分は非課税扱いとなります。

受益者の
購入価額

（当初個別元本）
分配金支払後

基準価額
（分配金支払後

個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

受益者の
購入価額

（当初個別元本）
分配金支払後

基準価額
（分配金支払後

個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
100円

■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。



お申込みメモ（三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合）
購 入 単 位 分配金再投資コース（累積投資コース）：10万円以上1円単位

インターネットバンキングでご購入の場合、1万円以上1円単位となります。
購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。再投資される分配金については、1口単位とします。

購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額とします。
換 金 単 位 1口以上1口単位
換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。換金時に手数料はかかりません。
換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異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。
信 託 期 間 ［あいのり］無期限です。（設定日は2009年10月30日です。）［あいのり年1］無期限です。（設定日は2018年6月25日です。）
決 算 日 ［あいのり］毎月11日（休業日の場合は翌営業日）です。［あいのり年1］毎年3月11日（休業日の場合は翌営業日）です。
収 益 分 配 ［あいのり］毎月の決算時に委託会社が分配額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

［あいのり年1］毎年1回の決算時に委託会社が分配額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
課 税 関 係
（個人の場合）

課税上の取扱いは、「公募株式投資信託」となります。2019年4月末現在、普通分配金が配当所得として、換金（解約）時およ
び償還時の差益（譲渡益）が譲渡所得として、それぞれ20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の
税率が適用され、課税されます。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。

スイッチング 各ファンド間でのスイッチングが可能です。手数料等は、「ファンドの費用」をご参照ください。なお、換金時の譲渡益に対して
課税されます。

ファンドの費用（三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合）
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 購入価額に以下の手数料率を乗じて得た金額とします。＜スイッチングの場合＞かかりません。

購入代金総額 1,000万円未満 1,000万円以上1億円未満 1億円以上
手数料率 2.70%（税抜2.5％） 2.16%（税抜2.0％） 1.62%（税抜1.5％）

信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1％を乗じて得た額が換金時に差し引かれます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの純資産総額に対して年率1.90296%（税抜1.762%）がかかり、日々の基準価額に反映されます。

その他の費用・
手 数 料

［あいのり］「有価証券の取引等にかかる費用＊」「外貨建資産の保管費用＊」「信託財産に関する租税＊」「信託事務の処理に関す
る諸費用、その他ファンドの運用上必要な費用＊」「ファンド監査費用（純資産総額に対して年率0.0216％（税抜0.02％）、上限
年間324万円（税抜300万円））」

［あいのり年1］「有価証券の取引等にかかる費用＊」「外貨建資産の保管費用＊」「信託財産に関する租税＊」「信託事務の処理に
関する諸費用＊」「ファンドに関し委託会社が行う事務にかかる諸費用＊」「その他ファンドの運用上必要な費用＊」「ファンド監査費
用（純資産総額に対して年率0.0216％（税抜0.02％）、上限年間324万円（税抜300万円））」「目論見書、運用報告書等の開
示資料にかかる事務費用等（純資産総額に対して上限年率0.0864％（税抜0.08％））」
＊運用状況等により変動し、適切な記載が困難なため、事前に種類ごとの金額、上限額またはその計算方法等の概要などを具体的に

表示することができないことから、記載していません。

※2019年10月1日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合のファンドに係る上記費用の税込の料率および金額は下記のとおりです。
購入時手数料：1,000万円未満の場合2.75%、1,000万円以上1億円未満の場合2.20%、1億円以上の場合1.65%、運用管理費用（信託報酬）：
年率1.9382%、［あいのり］監査費用：年率0.022%（上限年間330万円）、［あいのり年1］監査費用：年率0.022%（上限年間330万円）、目論見
書、運用報告書等の開示資料にかかる事務費用等：上限年率：0.088%
ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。

ご購入の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。
本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料
を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を
行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来
の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資
料は、当社が設定・運用する投資信託について説明するものであり、その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません。また、当社が当該投資信
託の販売会社として直接説明するために作成したものではありません。
投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありませ
ん。投資信託は預金および保険ではありません。投資信託は、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。投資信託を証券会社

（第一種金融商品取引業者を指します。）以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預金と異
なり、元本および利息の保証はありません。取得のお申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をあらかじめまたは同時にお
渡ししますので必ずお受け取りの上、内容をご確認ください。最終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。




