
SMBC・アムンディ 
プロテクトファンド
米ドルステップ 201803

アムンディ エス・エフ －

ルクセンブルク籍／契約型／単位型外国投資信託（米ドル建）

投資信託は投資元本が保証されているものではありません。

ファンドの関係法人
管理会社：アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
◦�ファンドの資産の管理・運営ならびに受益証券の発行および買戻しを行います。
◦�１９９６年12月20日に設立されました。
◦�管理会社の目的は、集合投資ファンドについて、その受益者または株主に代わって、集合的なポートフォリオ運用を行うことです。
◦�2018年2月9日現在の資本金は、17,785,525ユーロ（約24億89万円）です。
（注）ユーロの円貨換算は、2017年12月29日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝134.99円）によります。
保管受託銀行／支払事務代行会社／管理事務代行会社／登録事務代行会社／名義書換事務代行会社：	 	
ソシエテジェネラル・バンク・アンド・トラスト
◦�ファンドの資産の保管業務、支払事務代行業務、管理事務代行業務、登録事務代行業務および名義書換事務代行業務を行います。
投資運用会社／海外販売会社：アムンディ	アセットマネジメント（パリ）
◦�ファンドの資産の投資運用業務および受益証券の販売業務を行います。
保証会社：クレディ・アグリコル・エス・エー
◦�ファンドの満期日の受益証券1口当たり純資産価格に関する保証業務を行います。
代行協会員：アムンディ・ジャパン株式会社
◦�日本において代行協会員業務を行います。
日本における販売会社：株式会社三井住友銀行
◦�日本において受益証券の販売・買戻業務を行います。

ご購入にあたっての本書の内容を十分にお読みください。
◦�アムンディ�エス・エフ�−�SMBC・アムンディ�プロテクトファンド�米ドルステップ�201803（以下「ファンド」といいます。）に関する
より詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合には、日本における販売会社にご請求いただければ当該日本に
おける販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされています。
◦�EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されていますので、詳細情報の内容はウェブサイト
（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）でもご覧いただけます。

◦�この交付目論見書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
◦�この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券
届出書を2018年２月9日に関東財務局長に提出し、また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を2018年2月
19日に関東財務局長に提出しており、2018年２月26日にその届出の効力が生じております。
◦�投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払の
対象外です。投資信託は値動きがあり、投資元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
◦�ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により
上下します。また、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の発行者等の状況の
変化等を受けて変動するため、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は外貨建てで
算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円貨でお受取りの際には、円換算
ベースでは投資元本を割り込むことによる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、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および
為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

投資信託説明書
（交付目論見書）
2018年2月26日

管理会社　アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

ファンドの目的
ファンドは、推奨保有期間の最終日（満期日（2024年2月28日））に、投資額（米ドル建の当初募集価格）の100％を確保
しつつ、信託期間中の信託財産の成長を目指します。ファンドの推奨保有期間は6年間です。

ファンドの特色
▪ファンドの投資方針
ファンドは、投資を保守的運用（低リスク）部分および成長運用（高リスク）部分に配分して、新興国市場を含む世界の
証券に直接または間接的に投資します。様々な償還期日の公社債（投資適格およびそれ以下の格付を含む）、株式、
転換社債およびマネーマーケット証券に投資することもあります。また、コモディティ、不動産および通貨のエクス
ポージャーも取ることがあります。
ファンドは10%を上限にUCITS※1およびUCI※2に投資することもあります。
ファンドは様々なリスクの低減、ポートフォリオの効率的な運用および様々な資産に対するエクスポージャー（ロング、
ショートとも）取得のためデリバティブを利用することもあります。どの時点でもファンドのロングポジションはショート
ポジションの債務等をカバーするための十分な流動性を確保します。
※1  UCITS 欧州議会および理事会指令2009／65／ＥＣに準拠する譲渡可能証券を投資対象とする投資信託
※2  UCI UCITS以外の投資信託

▪ファンドの運用プロセス
投資運用会社は、市況の分析に基づいて、投資を継続的に保守的運用部分と成長運用部分に配分することで機動的な
資産保全戦略を追求します。市場動向が悪化した場合、受益証券1口当たり純資産価格は下落する可能性があり、
市場が下落する状況が続く場合、投資運用会社は、資産の全体を保守的運用部分（通常、ファンドの満期日に近い時期に
満期を迎える債券など）にのみ投資することができます。この場合、ファンドは成長運用部分の潜在的なパフォーマンス
を享受できない可能性があります。

■ ファンドの目的・特色

資金動向・市況動向によっては上記の運用ができない場合があります。

アムンディ エス・エフ − SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

満期時におけるプロテクト価額について
受益者は、満期日において、米ドル建の当初募集価格の100％を確保し、以下のロックイン・メカニズムの利益を享受します。

満期日の受益証券1口当たり純資産価格は、最低でも満期時におけるプロテクト価額＊と
なります。
＊ 投資運用会社は、満期日の受益証券1口当たり純資産価格が満期時におけるプロテクト価額を上回ることを

目指して運用します。なお、設定当初の満期時におけるプロテクト価額は、米ドル建の当初募集価格（1口当たり
100米ドル）となります。

満期時におけるプロテクト価額は以下のとおり決定されます。
◦�設定当初の満期時におけるプロテクト価額は、米ドル建の当初募集価格（1口当たり100米ドル）となります。
◦�その後、満期時におけるプロテクト価額は、以下のとおりのロックイン・メカニズムにより変更されます。� �
受益証券1口当たり純資産価格が当初募集価格（100米ドル）の5%（同様に当初募集価格の5％毎）を超えた
場合、満期時におけるプロテクト価額は当初募集価格の2.5%（同様に当初募集価格の2.5％毎）上昇します。
以上の通り、満期時におけるプロテクト価額は上方修正を行う仕組みとなっています。一度上昇した満期時に
おけるプロテクト価額は下落しません。

満期日の受益証券1口当たり純資産価格が、満期時におけるプロテクト価額を下回らない
ように、ファンドのための契約（保証契約＊）をアムンディ・ルクセンブルク・エス・エー（管理
会社）がクレディ・アグリコル・エス・エー（保証会社）との間で締結します。
＊ 保証契約とは、満期日の受益証券1口当たり純資産価格が満期時におけるプロテクト価額を下回らない
ために必要となる額を保証会社がファンドに支払うことで、満期日の受益証券1口当たり純資産価格を満期時
におけるプロテクト価額で確保する契約です。かかる支払いは、満期日においてのみ行われます。��   
なお、ファンドに保証契約を付することについて、ファンドの信託財産から保証料が支払われます。

（注）保証会社による保証はファンドの設定日から約6年後の満期日までとなりますが、保証会社は、保証会社の
事前同意なく投資運用会社または投資方針が変更される場合、保証を終了させることができます。この場合、
管理会社は受益者の利益のために他の認知された金融機関を新保証会社として選任するものとします。

保証契約は、クレディ・アグリコル・エス・エーの信用リスクの影響を受けます。クレディ・アグリコル・
エス・エーが破たんした場合は、保証契約を終了します。この場合、管理会社は他の認知された金融機関を
新保証会社として選任するものとしますが、これができない場合、満期日の受益証券1口当たり純資産
価格が満期時におけるプロテクト価額を下回ることがあります。

※�ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。保証契約は満期日の受益証券1口当たり
純資産価格のみに対するものであり、信託期間中に換金される場合は、ファンドの受益証券1口当たり
純資産価格の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
※�ファンドは米ドル建のため、円から投資する場合は為替変動により、円換算ベースで投資元本を割り込む
可能性があります。
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資金動向・市況動向によっては上記の運用ができない場合があります。

アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803

主な投資制限
◯リスク分散規則
リスク分散の原則に従い、管理会社は、ファンドの資産の10％を超えて単一発行体の譲渡可能証券または短期金融市場
商品に投資できず、また、ファンドの資産の20％を超えて同一機関への預金を行うことができない等の制限を課されて
います（ただし、一定の例外があります。リスク分散規則の詳細は請求目論見書をご確認ください。）。

○投資制限
◦�管理会社は、運用しているすべてのUCITSに関し、発行体の経営に全体的に重大な影響を及ぼすことができる場合、
議決権付投資証券を取得することはできません。
◦�ファンドが属するアンブレラ・ファンドは、全体で、ⅰ�同一発行体の発行済み無議決権株式の10%、ⅱ�同一発行体の
発行済み債券の10%、ⅲ�単一発行体の短期金融市場商品の10%、または�ⅳ�同一UCITSおよび／またはUCIの発行
済み投資証券または受益証券の25%を超えてこれらを取得することはできません（ただし、一定の例外があります。）。
◦�ファンドは、金融派生商品に関する自身のグローバル・エクスポージャーが自身のポートフォリオの合計正味価額を
超えないことを確認します。
◦�ファンドは、商品もしくは貴金属またはこれらを表象する証書を取得することはできません。
◦�ファンドは、不動産または不動産に関するオプション、権利もしくは所有権に投資することはできません。
◦�ファンドは、第三者のために貸付を行う、または保証を付与することはできません。
◦�ファンドは、譲渡可能証券、短期金融市場商品またはその他の金融商品の空売りを行うことはできません。

分配方針
原則として、収益の分配を行いません。
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

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、受益証券1口当たり純資産価格の
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。これらの運用および為替相場の
変動による損益はすべ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。
ファンドの主なリスク要因は、次のとおりです。詳細は、請求目論見書の該当箇所をご参照ください。

保守的運用リスク

実際の純資産価額が満期時におけるプロテクト価額の現在価値に近づくほど、ファンドは、成長
運用部分に対するエクスポージャーを減少させまたは排除し、保守的運用部分に投資することに
よって資本を保全しようとします。これにより、ファンドにおいて、将来の価値の上昇から利益を
得る機会が減少し、または喪失してしまうことになります。

保証会社の
信用リスク

保証契約は、保証会社の信用リスクの影響を受けます。保証会社が破たんした場合は、保証契約を
終了します。この場合、管理会社は他の認知された金融機関を新保証会社として選任するものと
しますが、これができない場合、満期日の受益証券1口当たり純資産価格が満期時におけるプロ
テクト価額を下回ることがあります。

信用リスク

債券または短期金融資産は、発行体の財務状況が悪化した場合、価値の一部または全部が
失われるおそれがあります。
債券または短期金融資産の発行体の財務状況が悪化した場合、当該債券または短期金融資産の
価値は下落する可能性があります。極端な場合には、発行体が投資者への予定されている
支払いを遅らせるか、または支払いを行うことが全くできなくなることがあります。

流動性リスク 特定の市況では、流動性がある証券の評価、買付けまたは売却を行うことが困難となることが
あり、ファンドの買戻請求を取り扱う能力に影響が及ぶおそれがあります。

市場リスク

多くの証券の価格は大きく変動する可能性があり、各証券の取引が行われる金融市場の活動に
基づき日々上下することがあります。特に、株式および株式連動商品は、債券またはマネー・
マーケット商品よりも高いリスクを伴います。その価値は日々変動しますが、時に急激かつ予期
し得ない変動を見せることがあります。

取引相手方リスク

契約当事者は、ファンドとの間で締結したデリバティブ商品契約に基づく債務の履行を怠る可能性
があります。
ファンドは、店頭デリバティブ商品契約（スワップ契約を含みます。）を締結し、投資方針により
詳細に記載される効率的ポートフォリオ運用手法を実行することがあります。契約当事者が当該
契約の条件を満たす債務の履行を怠ることにより、ファンドは、取引相手方の信用状況に関する
リスクにさらされる可能性があります。

為替変動リスク

通貨間の為替レートは、急激かつ予期し得ない変動を見せる可能性があります。ファンドの為替
エクスポージャーは、受益証券1口当たり純資産価格の変動リスクを増大させ、パフォーマンスに
悪影響を及ぼす場合があります。
ファンドの資産がファンドの基準通貨とは異なる一または複数の通貨建てである場合、為替
レートの変動は、その資産により生じる投資利益を減少させ、またはその資産により生じる投資
損失を増大させる可能性があります。

金利リスク、
インフレ・リスク、
デフレ・リスク

金利が上昇した場合、通常、債券価値は下落します。このリスクは、通常、債券の満期までの期間が
長いほど高くなります。
インフレの場合、インフレは貨幣価値を低下させるため、ファンドの資産または収益の実質価値が
将来下落するリスクが存在します。このリスクは、長期間にわたる総合収益率がインフレに追い
つかないことのある現金またはその他の資産の場合に特に顕著となり得ます。反対に、デフレは、
発行体の信用度を低下させ、債務不履行に陥る可能性を増大させる可能性があります。

■ 投資リスク
アムンディ エス・エフ − SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803

その他の留意点
保証契約に関する留意点
保証会社による保証はファンドの設定日から約6年後の満期日までとなりますが、保証会社は、保証会社の事前同意なく
投資運用会社または投資方針が変更される場合、保証を終了させることができます。この場合、管理会社は受益者の
利益のために他の認知された金融機関を新保証会社として選任するものとします。

ファンドの取引に関しては、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。

リスクの管理体制
投資運用会社におけるリスク管理体制
投資運用会社は、資産運用に関連するすべてのリスクを特定、モニタリング、管理することを目的として、強力なリスク
管理手順を設定しており、オペレーショナル・チームとコントロール・チームの両方が関与する構造化されたリスク管理
アプローチを採用しています。
投資運用会社のリスク管理プロセスでは、以下が定義されます。
◦�ファンドが負担する可能性のある最大のリスク水準。これは、リスク・バジェットとして定義され、ファンドの純資産価額と
プロテクトされた価値の現在価値の差として毎日計算されます。
◦�ヒストリカル・データと統計的指標に基づいて計算される、ファンドのポートフォリオの最大予測ドローダウン。
プロテクションを満たすため、ポートフォリオの最大ドローダウンは常にリスクバジェットよりも低くなければならない
ものとされています。このモニタリングはファンド・マネジャーが１次レベルとして日常的に行うほか、２次レベルとして
専任のリスク管理チームが行います。また、�コントロールは投資運用会社の様々なチームによっても行われます。

デリバティブ・リスクの管理およびモニタリング
管理会社は、各デリバティブ商品のポジションのリスクおよびそれらのリスクに関するファンドの全体的リスク特性への
寄与度を常に監視し測定することができるリスク管理プロセスを用います。リスクの算出は、ファンドがその日に純資産
価額を算出するか否かに関わらず、毎日行われます。
ファンドのグローバルなエクスポージャーを算出し、そのリスク特性を示すために利用可能な方法として、管理会社は
コミットメント・アプローチを選択しています。
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

＊ ファンドの運用は2018年4月12日より開始される予定であり同日まで運用実績はありません。したがって上記グラフにおけるファンドの年間騰落率
および分配金再投資純資産価格の推移について該当事項はありません。

＊ ②のグラフは2013年1月から2017年12月までの5年間の年間騰落率の平均・最大・最小を代表的な資産クラスについて表示したものです。
代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。

＊ ②のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限り
ません。

（ご注意）
○全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株・・・TOPIX（配当込み）
先進国株・・・ラッセル先進国（除く日本）大型株インデックス
新興国株・・・S&P新興国総合指数
日本国債・・・BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債・・・FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）

（注）ラッセル先進国（除く日本）大型株インデックスおよびS&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「（㈱東京証券取引所）」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもの
ではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
ラッセル・インデックスに関連する登録商標、トレードマーク、サービスマークおよび著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利は、
ラッセル・インベストメントに帰属します。インデックスは資産運用管理の対象とはなりません。またインデックス自体は直接的に投資の対象となる
ものではありません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）はFTSE Fixed Income LLCにより開発、算出
および公表されている債券インデックスです。

アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803

参考情報

①�ファンドの年間騰落率および�
分配金再投資純資産価格の推移

②�ファンドと他の代表的な資産クラスとの�
年間騰落率の比較

出所： Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本
法律事務所が作成。
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

ファンドは、2018年4月12日に運用を開始します。したがって、本書の日付現在、運用実績はありません。

■ 運用実績
アムンディ エス・エフ − SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

お申込みメモ

購入の申込期間 2018年2月26日（月）～2018年4月10日（火）

購入（申込み）単位 10口以上10口単位

購入（申込み）価格 受益証券1口当たり100.00米ドル

購入（申込み）代金 2018年4月10日（火）の午後3時までに日本における販売会社に対して申込代金をお支払い
ください。

換金（買戻し）単位 10口以上10口単位（日本における販売会社が整数単位で決めることができます）

換金（買戻し）価格

海外の申込締切時刻（中央ヨーロッパ時間12時）以前に登録事務代行会社兼名義書換事務
代行会社が買戻請求を受領した日（「買戻日」）の関連する評価日における受益証券1口当たり
純資産価格

（注1）「評価日」とは、管理会社により評価日として指定されたファンド営業日をいいます。
（注2）「ファンド営業日」とは、ルクセンブルクにおける銀行営業日をいいます。

換金（買戻し）代金

買戻価格から後述の条件付後払申込手数料（CDSC）を引いた金額が支払事務代行会社
から日本における販売会社に送金されます。
日本の投資者に対する買戻代金の支払いは、国内約定日（日本における販売会社が買戻
請求の成立を確認した日。通常、買戻申込日の翌ファンド営業日の翌国内営業日）から起算
して5国内営業日目から日本における販売会社を通じて行われます。

（注）「国内営業日」とは、日本における販売会社の日本における営業日をいいます。

申 込 締 切 時 間

購入（申込み）：2018年4月10日の午後３時
買戻請求：換金申込締切日の午後３時

（注1）  「換金申込締切日」とは、買戻しに関連する評価日の前ファンド営業日をいいます。当該日が取扱休業日
である場合は、その直前の取扱休業日に該当しないファンド営業日とします。

（注2）  「取扱休業日」とは、受益証券の買戻請求を行うことができず、ファンドの純資産価額および受益証券
1口当たり純資産価格の計算が行われない日をいいます。

換 金 申 込 不 可日 申込日当日または翌国内営業日がファンド営業日でない場合およびファンドの満期日には、
換金（買戻し）の申込みを行うことはできません。

換金（買戻し）の制限

◦�後記「購入（申込み）・換金(買戻し)受付の中止および停止」に記載の状況において、買戻し
が一時停止されることがあります。
◦�ファンドの発行済受益証券の10％を超える買戻請求に対する支払いが、ファンドの資産
または承認を受けた借入れにより実行できない場合、10％を超える部分の買戻しが延期
されることがあります。
◦�ファンドは、ある投資者が過剰取引または短期取引を行っていると考えられる場合、注文
価額の２％を手数料として課すことがあるほか、当該投資者の注文の拒絶、停止もしくは
取消、または当該投資者の投資対象すべてを当該投資者単独の費用およびリスクに
おいて強制的に買戻すことができます。

■ 手続・手数料等
アムンディ エス・エフ − SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

購入（申込み）・換金
（買戻し）受付の中止
お よ び 停 止

管理会社は、以下のいずれかの事象が発生した場合、受益証券1口当たり純資産価格の
決定を一時停止することができるものとし、これにより、受益証券の発行および買戻しも
一時停止することができます。
◦�ファンドの資産の大部分の主たる市場である一もしくは複数の証券取引所、規制された
市場、もしくはEU加盟国もしくは非加盟国の他の規制された市場、もしくはファンドの
資産の大部分の表示通貨である通貨の一もしくは複数の外国為替市場が通常の公休日
以外の日に閉鎖されている場合、またはかかる市場における取引が制限もしくは一時
停止されている場合
◦�政治的、経済的、軍事的もしくは金融事象または管理会社の責任および管理が及ばない
状況により、ファンドの資産を受益者の利益を大幅に損なうことなく、合理的にまたは
通常の方法で処分することができない場合
◦�ファンドの投資対象を評価するために使用されている通常の通信手段が故障した場合、
または何らかの理由により、ファンドのいずれかの資産の評価額を要求されているとおり
迅速かつ正確に決定することができない場合
◦�管理会社が受益証券の買戻しに関する支払いを行うための資金を送金することができ
ない場合、または投資対象の現金化もしくは取得に関する資金の移転もしくは受益
証券の買戻しに関する支払いを通常の為替レートで行うことができないと管理会社の
取締役会が考える期間　等

信 託 期 間 設定日（2018年4月12日）から満期日（2024年2月28日）まで

繰 上 償 還

◦�ファンドの満期日は、2024年２月28日です。満期日において、ファンドは清算され、投資
運用会社を通じてすべての受益者の利益のために行為する管理会社は、可能な限り
速やかに証券を換金し、受益者に純手取金を分配することを目指します。
◦�いかなる時点においても、ファンドの純資産価額が5,000万ユーロを下回る場合、管理
会社は、ファンドを設定しないか、または清算することを決定することができます。
◦�管理会社および保管受託銀行は、その双方の合意により、事前の通知を条件として、
ファンドまたはそのサブ・ファンド（またはその受益証券クラス）を、いつでも解散および
清算することができます。

決 算 日 毎年12月31日

収 益 分 配 原則として分配は行わない方針です。

信託金の限度額 ファンドには信託金の限度額の定めはありません。

運 用 報 告 書

管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各会計年度終了（毎年12月31日）後遅滞
なく、投資信託及び投資法人に関する法律に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、
金融庁長官に提出しなければなりません。ファンドの運用報告書に記載すべき事項のうち
重要なものを記載した書面（交付運用報告書）は、日本の知れている受益者に交付され、
運用報告書（全体版）は代行協会員のホームページにおいて提供されます。

課 税 関 係 税法上、ファンドは、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における
税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。

そ の 他

受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する
契約を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他
所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を
記載した申込書を提出します。

アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入（申込み）手数料
購入（申込み）手数料はありません。
（ただし、満期日の前に受益証券の買戻しを請求される場合は、下記「換金（買戻し）手数料」
記載の条件付後払申込手数料（CDSC）をご負担いただきます。）

換金（買戻し）手数料

以下に従って計算される条件付後払申込手数料（CDSC）が満期日の前に買い戻される
受益証券の買戻代金から控除されます。
日本の消費税および地方消費税は条件付後払申込手数料（CDSC）に対してかかりません。

下記期間中（両端の日を含みます。）の
買戻日における買戻し 条件付後払申込手数料（CDSC）

設定日から2019年3月末日の間 買い戻される受益証券の口数に
募集価格を乗じた額の2.00％

2019年4月1日～2020年3月末日の間 買い戻される受益証券の口数に
募集価格を乗じた額の1.67％

2020年4月1日～2021年3月末日の間 買い戻される受益証券の口数に
募集価格を乗じた額の1.33％

2021年4月1日～2022年3月末日の間 買い戻される受益証券の口数に
募集価格を乗じた額の1.00％

2022年4月1日～2023年3月末日の間 買い戻される受益証券の口数に
募集価格を乗じた額の0.67％

2023年4月1日～2024年2月27日の間 買い戻される受益証券の口数に
募集価格を乗じた額の0.33％

信 託 財 産 留 保 額 ありません。

▪�投資者は受益証券購入時に購入（申込み）手数料を負担しませんが、アムンディ�アセットマネジメントから日本における
販売会社に対し、受益証券の募集金額の２％が支払われます。かかる支払いは、買戻日に応じてご換金時にかかる
条件付後払申込手数料（CDSC）および後述の販売報酬の一部をもって、受益者が実質的に負担することになります。
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ファンドの目的・特色

運用実績
投資リスク

手続・手数料等

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの管理報酬等
純資産総額に対して最大年率1.55％※1を乗じた額がファンドの信託財産から支払われます。下記の手数料等の合計額
が純資産総額に対する年率1.55％を乗じた額を超える場合、超過分は管理会社が負担します。
※1��2018年2月9日現在、年率1.55％となることを予定しています。

手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬料率

管理会社報酬※2 管理会社 ファンドの信託財産の管理業務 上限年率0.30％を毎月支払う
（2018年2月9日現在、0.26％を予定）

保管受託・支払
代理・管理事務
代行報酬

保管受託銀行
支払事務代行会社
管理事務代行会社

ファンドの信託財産の保管業務、
ファンドの支払代理人業務および
管理事務代行業務

年率0.003～0.50％を毎月支払う
（2018年2月9日現在、0.07％を予定）

保証料 保証会社 ファンドの満期日の受益証券1口
当たり純資産価格に関する保証業務

年率0.22％を四半期毎支払う

販売報酬※3 管理会社 受益証券の販売業務 年率0.75％を毎月支払う

代行協会員報酬 代行協会員 目論見書、運用報告書等の日本に
おける販売会社への送付、受益証券
1口当たり純資産価格の公表および
これらに付随する業務

年率0.10％を四半期毎支払う

※2 投資運用会社報酬は、ファンドの信託財産の投資運用業務の対価として、管理会社報酬から支払われます。
※3  管理会社を通じて、日本における販売会社に対し、年率0.38％の販売会社報酬が毎月支払われます。かかる報酬は、受益証券の販売

業務、購入・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。

その他の費用・
手数料

純資産総額に対して最大年率0.15%
上記の報酬の他に、設立費用、有価証券の売買に関する仲介料、その他の運営費用（信託財産の
処理に関する費用、法令遵守の費用、監査報酬、弁護士費用、目論見書作成・印刷費用など）、
信託財産にかかる租税などがファンドの信託財産から支弁されます。

税金

個人のお客様に適用
される税制

◆�日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、配当所得として課税され、
20.315％（所得税15.315％、住民税５％）の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
◆�受益証券の換金（買戻し）または償還に基づく損益は、個人受益者について、換金（買戻し）時
または償還時に、譲渡所得として課税され、譲渡益に対して20.315%（所得税15.315％、
住民税5％）が課せられます。

法人のお客様の税制 ◆�日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、所得税のみ15.315%の
税率による源泉徴収が日本国内で行われます。

◦上記は、2017年12月末日現在のものです。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。

アムンディ エス・エフ − 
SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803



12

MEMO



13

MEMO



14

MEMO



・ファンドの信託期間は、信託約款で定められています。信託期間は、委託者等の所定の手続により延長、または短縮される場合があります。 
・当行は、本ファンドの販売会社として、募集の取扱および販売等に関する事務を行います。 

 

 

 

目論見書補完書面（投資信託） 
投資信託をご購入の際は、この書面と目論見書の内容をよくお読みください。 

■投資信託（ファンド）のお取引にあたり特に重要な事項 

 

 
 
 

 

 
■書面による解除（クーリング・オフ） 
 

 

 
 

■本ファンドに係る契約および販売会社の概要 

 

 
商号等 株式会社三井住友銀行（登録金融機関）関東財務局長（登金）第 54 号 

本店所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

設立年月日 平成 8年 6月 6日 

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 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

当行の苦情処理措置及び紛争解決措置 

一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん 

相談センターを利用 

 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 

   電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

  特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 連絡先 

 電話番号 0120-64-5005 
対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無 無 

主な事業 銀行業務・登録金融機関業務 

当行が行う登録金融機関業務の内容 

及び方法の概要 

・国債証券等のディーリング業務、投資信託受益証券等の窓口販売業務 
・短期有価証券及び短期社債等、資産金融型有価証券の売買等 
・私募の取扱い業務、金融商品仲介業務 
・店頭デリバティブ取引 

連絡先 
電話：0120-56-3143 （通話料有料）東京：03-5745-5051 大阪：06-6258-0012 
平日・土・日・祝日 9:00～21:00 ※1 月 1日～3 日と 5 月 3日～5 日を除く 

※より詳細な当行の概要は、店頭またはインターネット（www.smbc.co.jp）に備えるディスクロージャー（開示資料）をご覧ください。 

 

■「ＳＭＢＣ・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201803」の三井住友銀行でのお取引条件について 
  

・本ファンドは預金と異なり、元本が保証されているものではありません。 
・本ファンドにおける運用会社（委託者等）が行う運用等により生じた損益は、すべてご購入された投資
家（受益者）に帰属します。投資家（受益者）は、収益分配金、償還金、換金（解約）に対する請求権
を有します。 

・ファンドは、主に有価証券等（株式や債券等）を投資対象としています。ファンドの基準価額（純資産
総額）は、組み入れる有価証券等を日々時価評価して算出されますので、基準価額の下落により投資元
本を割り込むおそれがあります。 

このページの下記情報は、株式会社三井住友銀行からのお知らせです。 
（このページの以下の記載は目論見書としての情報ではございません） 

本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。 

（この目論見書補完書面は 2018 年 2 月 26 日時点の情報に基づいて作成しております）

○購入時手数料は、かかりません。 
○換金手数料(非課税)は、買戻日に応じて、下記料率を元本額（解約口数×当初元本額）に乗じて得た金額と
なります。 

換金手数料 

買戻日 手数料率 

設定日から 2019 年 3 月末日まで 
2019 年 4 月 1日から 2020 年 3 月末日まで 
2020 年 4 月 1日から 2021 年 3 月末日まで 
2021 年 4 月 1日から 2022 年 3 月末日まで 
2022 年 4 月 1日から 2023 年 3 月末日まで 
2023 年 4 月 1 日から 2024 年 2 月 27 日まで 

2.00％ 
1.67％ 
1.33％ 
1.00％ 
0.67％ 
0.33％ 

 

○購入単位は以下の通りとなります。 

購入の場合 10 口以上 10 口単位 

※「ＮＩＳＡ」での取扱はございません。 
※「投信自動積立」の取扱はございません。 


