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世界に一つしかない国家の集合体、ユーロ圏

「単一」と「多様性」「単一」と「多様性」

世界に一つしかない国家の集合体、ユーロ圏
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

地域でありながら、あたかも一つの国

のように機能することもあるユーロ圏。

多様な言語や文化をもつ国家の集

合体でありながら、単一市場として

の機能を持つという、他に類を見な

い特長が、ユーロ圏の大きな強みの

一つとシュローダーは考えます。
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世界に一つしかない国家の集合体、ユーロ圏

「伝統」と「革新」「伝統」と「革新」
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

歴史ある街並みや文化が人々を魅

了するユーロ圏。

ユーロ圏を代表する企業の多くは

100年を超える歴史を持ち、蓄積し

てきた経験を基礎に、革新を続けて

成長してきた姿がうかがえます。

シュローダーは、「伝統」と「革新」を

融合して強みを増す企業がユーロ圏

には多く存在すると考えます。
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中国に
匹敵する
巨大経済圏

ユーロ圏構成国は19カ国

人、モノ、資本、サービスの
自由移動ができる単一市場

世界のGDPの約16％を占める

世界の名目GDP構成比 主要国・地域の人口（2015年）
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人口は米国と同程度

人口規模は
米国と同程度

（2019年6月末現在）

共通通貨、ユーロが単一市場を支えています。
ユーロ圏は、地域でありながら、あたかも一つの
国のように機能することもあります。

ECBは、ユーロ圏全体の中央銀行として、ユーロ圏
の物価安定のため、金融政策の方針決定など
を行います。

米国
24%

中国
16%

  ユーロ圏
 16%

日本
6%

その他
38% 2019年

予想

欧州中央銀行（ECB）が
金融政策を担う

フランス

スペイン

ルクセンブルク

ポルトガル

マルタ

ベルギー

オランダ

ドイツ

アイルランド

欧州中央銀行
（ECB）
フランクフルト

EU本部
ブリュッセル スロバキア

オーストリア

フィンランド

エストニア

ラトビア

リトアニア

キプロス

ギリシャ

スロベニア

イタリア

出所：ECB、国際通貨基金（IMF）、国連のデータを基にシュローダー作成。
＊シュローダーによる定義です。EU加盟国以外でユーロを採用している国もあります。
※ユーロ圏構成国は変更されることがあります。グラフの値は四捨五入して表示しているため、合計が100％にならないことがあります。

ユーロ圏とは？
欧州連合（EU）加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称＊
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

出所：日本政府観光局、フォーブス、コーネル大学、欧州経営大学院（INSEAD）、世界知的所有権機関（WIPO）、MSCIのデータを基にシュローダー作成。
＊1  米国は2016年。＊2  特許登録件数や教育への公的支出などさまざまな指標に基づき各国を評価したもの。＊3  MSCI EMUインデックスの指数
構成上位銘柄（2019年6月末現在）を掲載。設立年には前身企業を含む。
※個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするもの
ではありません。上記は、将来の運用成果等を保証するものではありません。写真はイメージです。

「伝統」と「革新」が融合する地域

観光客を魅了する歴史と文化

外国人訪問者数ランキング（2017年暫定値＊1）

イノベーションで世界をリード

伝統に裏打ちされた高いブランド力

「ブランド価値ランキング2019」上位の
ユーロ圏ブランド

フランス

スペイン

米国

中国

イタリア

（万人）0 5,000 10,000
メルセデス・ベンツ

ルイ・ヴィトン

BMW

SAP

ロレアル

ユーロ圏

歴史あるユーロ圏の代表的企業～100年企業が名を連ねる

ユーロ圏の代表的企業＊3

SAP （ドイツ、情報技術）

トタル （フランス、エネルギー）

LVMH モエヘネシー
（フランス、一般消費財・サービス）

アリアンツ （ドイツ、金融）

サノフィ （フランス、ヘルスケア）

1972年

1924年

1854年

1890年

1973年

名称 （国、業種） 名称 （国、業種）設立年

シーメンス（ ドイツ、資本財・サービス）

ASMLホールディング（オランダ、情報技術）

ユニリーバ（オランダ、生活必需品）

エアバス（フランス、資本財・サービス）

サンタンデール銀行 （スペイン、金融）

1847年

1984年

1871年

1969年

1856年

設立年

グローバル・イノベーション・インデックス2018＊2上位国
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5

スイス

オランダ

スウェーデン

英国

シンガポール
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10

米国

フィンランド

デンマーク

ドイツ

アイルランド

ユーロ圏EU加盟国



ユーロ圏 米国 日本
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出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。
＊生産者物価指数は2019年5月末まで、設備稼働率は四半期データを月次にて表示。※右グラフのユーロ圏企業はMSCI EMUインデックス。予想EPSは
ブルームバーグの当年度予想。上記は、将来の運用成果等を保証するものではありません。

●   ユーロ圏企業の設備稼働率は、世界金融危機以降改善基調にあり、生産者物価も0％を上回っています。
●   ユーロ圏企業の業績は、伸び率に鈍化がみられるものの、緩やかな拡大傾向にあります。

ユーロ圏の設備稼働率と生産者物価の推移
（2009年6月末～2019年6月末＊）

ユーロ圏企業の予想1株当たり利益（EPS）と利益率の推移
（2009年6月末～2019年6月末）

ユーロ圏の景気と企業業績
景気は速度を落とすも緩やかに拡大、企業業績は堅調

出所：IMF、ユーロスタットのデータを基にシュローダー作成。
※右グラフは2007年第4四半期（2007年12月）を100として指数化。※予測値は将来の傾向を例示することを目的とするものであり、その実現を示唆
あるいは保証するものではありません。実際には予測値と異なる結果になる場合があります。上記は、将来の運用成果等を保証するものではありません。

●   ユーロ圏の国内総生産（GDP）は、今後も緩やかに成長を続けると予想されています。
●   主要国のGDPも、概ね世界金融危機前の水準を超え、拡大が続いています。

ユーロ圏、米国、日本の実質GDP成長率予想の推移
（2019年～2024年）

ユーロ圏主要国の実質GDPの推移
（2007年第4四半期～2019年第1四半期）

景気拡大の恩恵を受けて堅調なユーロ圏企業の業績

継続するユーロ圏の景気拡大

設備稼働率（左軸）
生産者物価指数（前年比、右軸）
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

「ユーロの匠」の運用の特長
あらゆる市場環境で優れた運用成果を目指す

「シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型／為替ヘッジなし 愛称 ユーロの匠」は、
経験豊富なファンドマネジャーとアナリストが連携し、あらゆる市場環境で安定的に優れた運用成果をあげること
を目指し、株価に織り込まれていない投資機会の発掘に努めます。土台となるのは、詳細な個別銘柄分析と、ファンド
マネジャーとアナリストの多面的な議論です。

詳細な個別銘柄分析 ～40-60銘柄程度に厳選投資
株式市場で過小評価されている銘柄を発掘し、企業が変化する「転換点」をとらえて、投資開始／売却を判断

経験豊富なシュローダーの欧州株式チームが運用を行います。

100年にせまる伝統と豊富な
経験を誇る欧州株式チーム

17名の運用プロフェッショナルと
彼らを支える40名超のスタッフが
密接に連携

業界を代表する規模の
運用資産総額

モーニングスター 
ファンドマネジャー オブ ザ イヤー
（欧州株式）2017 

インスティテューショナル・インベスター
ヨーロピアン・アワード2016　
汎欧州コアエクイティ部門

担当ファンドマネジャー 運用チーム

実績ある運用チーム

主な受賞歴

株式市場で
過小評価
されている
銘柄

成長性、利益率、
収益の分析

企業が変化する
「転換点」

経営陣の交代、コストの見直し、
資本構成、ESG（環境、社会、ガバナンス）、
買収と売却、配当政策、取引条件の改善

＋

90年以上

1

2
約2.4兆円＊1 60名以上＊2

※上記は当ファンドの銘柄選択において重要なポイントを示したものであり、運用プロセスを示したものではありません。

出所：シュローダー、モーニングスター、インスティテューショナル・インベスター。特に断りのない場合、2019年2月末現在。＊1 2018年12月末現在、1ユー
ロ＝125.83円換算。＊2 欧州株式チーム以外のスタッフを含みます。
※受賞歴等は当ファンドを個別対象としたものではありません。また、第三者機関による評価は過去の一定の期間の実績を分析したものであり、将来の
運用成果等を保証したものではありません。ファンドの運用体制は今後変更となる場合があります。
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主要投資対象ファンドの運用実績とポートフォリオ
2019年6月末現在

出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。
※主要投資対象ファンドはシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド（以下「SISF」）ユーロ・エクイティ クラスI投資証券、ユーロ・ストックス
50およびMSCI EMUインデックスはトータルリターン。グラフは2001年12月24日を100として指数化。
※上記は主要投資対象ファンドの運用実績です。当ファンドの運用実績を示すものではありません。また、上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・
保証するものではありません。当ファンドはベンチマークおよび参考指数は設定していません。

運用実績（ご参考）

ポートフォリオ＊1の概要
国別組入比率

通貨別組入比率＊2業種別組入比率
不動産 1.0%
キャッシュ等 2.0%

素材 10.4%

ヘルスケア
8.8%

エネルギー 4.8%
コミュニケーション・

サービス
5.8%

公益事業 1.9%

生活必需品
10.6%

資本財・サービス
15.8%

情報技術
13.0%

金融 11.7%

一般消費財・
サービス
14.2%

スペイン 4.6%

スイス 6.7%

スウェーデン 4.4%
イタリア 4.4%

オーストリア 5.5%

オランダ 3.4%
イギリス 2.9%

ドイツ
19.0%

フィンランド 9.6%

その他 7.0%
キャッシュ等 2.0%

フランス
30.4%

スイス・フラン 6.8%

スウェーデン・クローナ 4.5%

ユーロ
88.6%

主要投資対象ファンドの運用実績（2001年12月24日（設定日）～2019年6月末、ユーロベース）
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主要投資対象ファンド
ユーロ・ストックス50（ご参考）
MSCI EMUインデックス（ご参考）

長期で市場指数を上回る実績
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

銘柄 業種 国名 組入比率
ダノン 生活必需品 フランス 5.0%
サノフィ ヘルスケア フランス 4.4%
カルフール 生活必需品 フランス 4.0%
ノキア 情報技術 フィンランド 3.9%
アクサ 金融 フランス 3.6%
フィナンシエール ･リシュモン 一般消費財・サービス スイス 3.5%
ポルシェ・オートモービル・ホールディング 一般消費財・サービス ドイツ 3.4%
インドゥストリア・デ・ディセニョ・テクスティル 一般消費財・サービス スペイン 3.3%
ストラ・エンソ 素材 フィンランド 3.3%
エアステ・グループ・バンク 金融 オーストリア 3.2%

組入上位10銘柄 （組入銘柄数：48）

投資銘柄例

運用担当者の視点運用担当者の視点

ワクチンから医薬品まで幅広い医療
ソリューションの創出・研究開発・
販売を行う。

国際的な認知度の高いブランドを
持ち、健康を重視した独自の製品を
提供。

2018年前半に米国における糖尿病ジェネリック医薬品の競
争激化が懸念され株価が下落したことを受け、組入れを開
始しました。同社が進めてきたバイオ医薬企業の買収の効
果が今後収益成長に貢献すると期待します。

食品セクターは全体として株価が割高な状況ですが、同
社は比較的魅力的な水準にあるとみています。また同社
が健康を重視した商品ラインナップ、特に植物性食品に
注力していることを評価しています。

直近5年間の株価推移
（2014年6月末～2019年6月末、ユーロベース、トータルリターン）

直近5年間の株価推移
（2014年6月末～2019年6月末、ユーロベース、トータルリターン）

サノフィ
（ヘルスケア、フランス）

ダノン
（生活必需品、フランス）

80

100

120

140

160

2016年6月 2018年6月2014年6月

2014年6月末を100として指数化

サノフィ MSCI EMUインデックス

70

100

130

160

190

2016年6月 2018年6月2014年6月

2014年6月末を100として指数化

MSCI EMUインデックスダノン

出所：シュローダー、ブルームバーグおよび各社資料を基にシュローダー作成。
＊1  主要投資対象ファンドのマスターファンドの概要です。＊2 キャッシュ等を除く。
※グラフや表における業種は、GICS（世界産業分類基準）の分類、国別は、原則として当該株式が主に取引されている取引所の所在国に基づき、マスターファ
ンドの投資運用会社が作成した分類により表記しております。国別、業種別、通貨別、組入上位銘柄の各組入比率は、マスターファンドにおける純資産
比です。グラフの値は四捨五入して表示しているため、合計が100％にならないことがあります。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を
目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。また、運用するポートフォリオにおいて、
当該個別銘柄が必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該個別銘柄に対する今後の投資行動について示唆するものでもありませ
ん。上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。写真はイメージです。
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出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。
※右グラフのユーロ圏はリファイナンス金利、日本は無担保コール翌日物金利の誘導目標（2013年5月以降は実際の無担保コール翌日物金利を代用）。
誘導目標が範囲で示された期間は上限値を使用。

為替レート（ユーロ／円）の推移
（2009年6月末～2019年6月末）

ユーロ圏、日本の政策金利の推移
（2009年6月末～2019年6月末）

為替レートと政策金利の推移ご参考

シュローダー・グループのご紹介

2018年12月末現在。＊1英ポンド＝139.73円換算。

1804年の創業以来、200年を超える歴史と実績を誇る、
英国屈指の独立系資産運用グループです。

英国ロンドンを本拠地とし、グローバルで幅広い資産運用サービスを展開しています。

運用資産総額は約57兆円＊（4,072億英ポンド）に上ります。

1974年、東京に事務所を開設。
年金基金、機関投資家、個人投資家向けに、資産運用サービスを提供しています。

1870年（明治3年）、日本政府が初めて起債した外債の主幹事として、
日本初の鉄道敷設（新橋駅ー横浜駅間）の資金調達に貢献しました。
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ユーロ圏 日本
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

＊スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＊＊シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド　ドル・リクイディティ　クラスI投資証券に投資する場合もあります。実際
の運用状況から、当該投資対象ファンドは上記には記載しておりません。
※投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

ファンドの特色
ユーロ圏各国の企業が発行する株式（ユーロ株式）を主要投資対象とします。1

※ユーロ株式以外の株式にも投資する場合があります。
※ユーロ圏とは、欧州連合（EU）加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称と定義します。

● 個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点
でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求します。

● ファンドは実質的に投資する投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を通じて投資を行います。

主な投資対象ファンドの運用は、
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが行います。
創業以来200年以上の歴史と実績を誇る、英国屈指の独立系資産運用グループ、シュローダーの経験豊富な運用プロフェッショナル
が運用を行います。

2

※上記1～2については、投資対象ファンドの内容を含みます。
※資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

為替リスク軽減型、為替ヘッジなしの2つのコースの中から選択いただけます。

※ユーロ以外の通貨建て資産にも投資を行う場合、ユーロとユーロ以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。

● 為替リスク軽減型の外貨建資産については、為替ヘッジによりユーロと円の間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
● 為替ヘッジなしの外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

3

分配方針

● 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等の全額とします。
● 分配金額は、分配対象額の範囲で、基準価額水準、市場動向等を勘案し委託会社が決定します。
　 なお、分配を行わない場合があります。 

年2回の決算時（原則6月、12月の各10日。休業日の場合は翌営業日。）に、収益分配を行います。

ファンドの仕組み

投資者
（受益者）

シュローダー・
ユーロ株式
マザーファンド
（ユーロ）＊＊

ユーロ株式等

短期固定利付
債券等

ベビーファンド マザーファンド 投資対象ファンド

SISF
ユーロ・エクイティ
クラスI投資証券

SISF
ユーロ・リクイディティ
クラスI投資証券

シュローダー・
ユーロ・エクイティ・ファンド
為替リスク軽減型

シュローダー・
ユーロ・エクイティ・ファンド
為替ヘッジなし

スイッチング＊

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

申込金

収益分配金・償還金・
換金代金

収益分配金・償還金・
換金代金

申込金

本資料に関するご注意
本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資
によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動によ
り投資価値が変動します。本資料は、作成時点においてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」という場合があります。）
が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありま
せん。本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予
測の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。本資料中に個別銘柄について
の言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。また当該銘
柄の株価の上昇または下落等を示唆するものでもありません。本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結
果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。これらの予測値は、
本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、そ
の結果予測値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場状況の変化、予測モデルその他に関する変
更や更新について情報提供を行う義務を有しません。本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは
使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料の作
成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに
属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。
MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明示的・黙示的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の
指数やいかなる有価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認され
たものではありません。いかなるMSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行う事（又は行わない事）の推奨の根拠として提供されるもの
ではなく、また、そのようなものとして依拠されるべきものでもありません。
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ファンドの主な投資リスク
基準価額の変動要因
●  ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響により、ファンド
の基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
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。ファンドは預貯金と異なります。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。

●  分配金は、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。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。

その他の留意点
● 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。
収益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、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。

繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがあります。
現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の実質的な組入比率が低下する場合があ
ります。

組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。ま
た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合もあります。それらにより組入株式の価格が
下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク
為替リスク軽減型
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスク低減のためにユーロと対円での為替ヘッジを行います。この場合、
為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、円の金利がユーロの金利
より低いときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。また、ユーロ以外の通貨建ての資産にも投資を行う場合、
ユーロとユーロ以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまして、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変
動の影響を完全に排除できるものではありません。
為替ヘッジなし
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因とな
り、投資元本を割り込むことがあります。

カントリーリスク
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制等が設けら
れた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。

※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。

流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離
した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等において
は、流動性が極端に低下し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、基準価額が下
落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。

本資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が設定した投資信託に関する商品説明資料であり、法令に基づく開示
書類ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている商品ではありません。投資信託は、預金
または保険契約ではなく、預金保険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。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込
みいただいた場合は、投資者保護基金の支払対象ではありません。
お申し込みの際は、販売会社よりお渡しする「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。

お申込みに際してのご注意
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シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド

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 購入申込日の翌営業日の基準価額。基準価額は1万口当たりとします。

購 入 代 金 原則として購入申込日から起算して6営業日目までにお支払いください。
（販売会社により上記期日以前にお支払いいただく場合があります。）

換 金 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。

換 金 価 額 換金申込日の翌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日から起算して6営業日目から販売会社にてお支払いします。

申込締切時間 原則として午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了した分とします。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

申込日当日が次のいずれかの場合には、購入・換金の申込みは受付けません。
●国内の休業日　●ロンドン証券取引所の休業日　●ルクセンブルク証券取引所の休業日
●ロンドンの銀行の休業日　●ニューヨークの銀行の休業日　●ルクセンブルクの銀行の休業日
●グッド・フライデー、イースター・マンデー　●12月24日、25日および26日
また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日においては購入・換金の申込みは受付けません。

換 金 制 限 大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。
別途、投資対象ファンドの解約制限の影響を受ける場合があります。

信 託 期 間 2027年12月10日まで（2018年1月22日設定）

繰 上 償 還 為替リスク軽減型、為替ヘッジなしそれぞれの受益権口数が30億口を下回った場合等には繰上償還となる場合があります。

決 算 日 原則、毎年6月、12月の各10日（休業日の場合は翌営業日） 

収 益 分 配 年2回、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。販売会社との契約によっては、再投資が可能です。なお、分配を行わない場合
があります。

課 税 関 係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
●公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。
●配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

スイッチング
為替リスク軽減型、為替ヘッジなし間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会
社が定める購入時手数料がかかる場合があります。
スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込みメモ

※上記の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、事前に示すことができません。

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料
購入申込日の翌営業日の基準価額に3.24%（税抜3.00%）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額を購入時にご負
担いただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※消費税等の率が10%となった場合は、3.30%（税抜3.00%）を上限とします。

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

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 等 ）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.647%（税抜1.525%）。
毎計算期間末または信託終了のときファンドから支払われます。
※消費税等の率が10%となった場合は、年率1.6775%（税抜1.525%）とします。

配分（年率／税抜）
委託会社 　　　　　　　　　　　　　 0.75%
販売会社 　　　　　　　　　　　　　 0.75%
受託会社 　　　　　　　　　　　　　 0.025%

投資対象ファンドの管理費用等
（投資運用会社）

0.07%程度＊（実績値）
＊この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。

実質的な運用管理費用（信託報酬等） 年率1.717%（税込）程度
※消費税等の率が10%となった場合は、年率1.7475%（税込）程度とします。

その他の費用・
手 数 料

法定書類の作成等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等
ファンドの純資産総額に対して年率0.108%（税抜0.10%）を上限とする額。毎計算期末または信託終了のときにファンドから支
払われます。
※消費税等の率が10%となった場合は、年率0.11%（税抜0.10%）を上限とします。
組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に関する費用等
ファンドからその都度支払われます。　※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。

ファンドの費用

委　託　会　社　シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 【設定・運用等】
受　託　会　社　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 【信託財産の管理等】
販　売　会　社　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 【募集の取扱い等】

ファンドの関係法人




