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本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 

「グランツール」は、利子や配当金を生み出す資産である世界のインカムアセットに分散投資
し、市場環境に合わせて資産配分を柔軟に変更することで、魅力的な利回りと安定運用
を目指します。こうした特色から、日本のセカンドライフ世代の皆さまが比較的安心感を持っ 

て長期で保有いただけるファンドであると考えられます。 

安定運用には、世界中の資産への分散投資が基本的な考え方ですが、個人投資家の方
がご自身でそれを行うにはどうしても限界があります。そこで「グランツール」を通して、世界中
の魅力的なインカムアセットへ分散投資することで、セカンドライフに適した資産運用を行っ
ていただけるのではないでしょうか。 

資産運用に対して面倒、難しいなどとお感じの方もいらっしゃるかと思います。そういった方に
は「グランツール」に投資することで、運用のプロにお任せできるといったメリットも感じていただ
けると考えられます。資産運用にできるだけ時間をかけずに、これまでチャレンジしていなかっ
たことに挑戦するなど、「人生100年時代」を謳歌していただけるのではないでしょうか。 

 

 

 「グランツール」と「人生100年時代」 

［ご参考］セカンドライフでお金をかけたい事ランキング 

セカンドライフ世代の皆さまに適した「グランツール」 

旅行・レジャー 

出所：公益財団法人生命保険文化センター「平成28年度生活保障に関する調査（老後のゆとりのための上乗せ額の使途）」のデータを基にシュローダー作成。 

※「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型） Aコース（為替ヘッジなし）／B コース（為替ヘッジあり）」、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション
（1年決算型） Aコース（為替ヘッジなし）／B コース（為替ヘッジあり）」を「グランツール」または「ファンド」と表記する場合があります。※ページ下部の写真はイメージです。 

2018年6月で設定から5周年 

「グランツール」は2018年6月で設定から満5年を迎えました（「グランツール1年」は2018年8月で満5年）。 

これからも魅力的な利回りと安定運用の両立を目指しながら、日本のセカンドライフ世代の皆さまを応援して   

まいります。 

1位 身内とのつきあい 2位 趣味・教養 3位 
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分配金再投資基準価額 基準価額 

本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 
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2018年7月 

分配金再投資基準価額 過去1年 過去3年 設定来 

毎月決算型 Aコース（為替ヘッジなし） -1.79％ -6.63％ 17.52％ 

1年決算型 Aコース（為替ヘッジなし） -1.80％ -6.57％ 24.66％ 

※分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。騰落率は実際の投資家利回りとは異な
ります。分配金は1万口当たり、税引前。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。 

分配金累計 
（2018年6月末現在） 

4,490円 

基準価額の推移（設定日：［毎月決算型］2013年6月4日／［1年決算型］2013年8月13日～2018年6月29日） 

設定来の 

騰落率は 

プラス 

ポイント1  

安定的に推移する基準価額 

ファンドの設定日以降の分配金再投資基準価額の騰落率は、「毎月決算型 Aコース（為替ヘッジなし）」は
17.52％、「1年決算型 Aコース（為替ヘッジなし）」は24.66％と安定的に推移しています。 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

基準価額の騰落率（設定日：［毎月決算型］2013年6月4日／［1年決算型］2013年8月13日～2018年6月29日） 

11,752円 

（2018年 

6月末現在） 

7,214円 

（2018年 

6月末現在） 

［毎月決算型 Aコース（為替ヘッジなし）］ 

12,466円 

（2018年 

6月末現在） 

［1年決算型 Aコース（為替ヘッジなし）］ 
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（円） 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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分配金再投資基準価額 基準価額 

本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

基準価額の推移（設定日：［毎月決算型］2013年6月4日／［1年決算型］2013年8月13日～2018年6月29日） 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

［毎月決算型 Bコース（為替ヘッジあり）］ 

［1年決算型 Bコース（為替ヘッジあり）］ 

10,073円 

（2018年 

6月末現在） 

7,826円 

（2018年 

6月末現在） 

10,459円 

（2018年 

6月末現在） 

分配金再投資基準価額 過去1年 過去3年 設定来 

毎月決算型 Bコース（為替ヘッジあり） -2.75％ -1.57％ 0.73％ 

1年決算型 Bコース（為替ヘッジあり） -2.46％ -1.38％ 4.59％ 

設定来の 

騰落率は 

プラス 

基準価額の騰落率（設定日：［毎月決算型］2013年6月4日／［1年決算型］2013年8月13日～2018年6月29日） 

Bコース（為替ヘッジあり）についても、「毎月決算型 Bコース（為替ヘッジあり）」は0.73％、「1年決算型 B

コース（為替ヘッジあり）」は4.59％と安定的に推移しています。 

※分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。基準価額は信託報酬控除後の価額です。騰落率は実際の投資家利回りとは異な
ります。分配金は1万口当たり、税引前。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。 

分配金累計 
（2018年6月末現在） 

2,270円 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

投資対象ファンドの利回りの推移（2013年7月末～2018年6月末） 

投資対象
ファンド 

4.3% 

［ご参考］
世界国債

1.5% 

［ご参考］
日本国債

0.2% 

 

運用成果の下支えが期待できます 

市場環境によ って価格は変動しますが 、利子や配当金などの 

「インカム収益」は、保有期間とともに安定的に積み上がることが見込めます。 

そのため、インカムアセットは、中長期的なインカム収益の積み上げによる 

運用成果の下支えが期待できます。 

利回りが 

高いことの 

メリットは？ 

Q 

［ご参考：世界高配当株式の例］ 

要因別収益の推移（2001年12月末～2018年6月末、米ドルベース） 

出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。［上図］国内籍ファンドの設定日（毎月決算型：2013年6月4日）以降の表⽰です。  

［下図］2001年12月末の投資元本を100とした場合の収益で投資元本は含みません。値上がり益・値下がり損にインカム収益の再投資による効果が含まれます。 

※投資対象ファンドおよび使用している指数等については9ページをご覧ください。 

ポイント2  

魅力的な利回りを確保 

世界の債券や高配当株式などのインカムアセットは利子や配当金などの「インカム収益」を生み出します。世界の
幅広いインカムアセットの中から、魅力的な利回りが期待できる質の高い銘柄を選別することで、投資対象ファン
ドは設定来、相対的に高い利回りを確保しています。 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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2015年8月  

チャイナショック 

高配当株式を引き下げ 

マイナスの影響を軽微に留める 

［市場環境］ 

中国元の予想外の切り下げを背景としたチャイナ
ショックにより、株式等のリスク性資産が調整。 

［運用状況］ 

高配当株式の比率を引き下げたほか、キャッシュ
や先進国国債等の比率を引き上げるなど。 

Aコース（為替ヘッジなし）については、上記期間
中、為替レートが円高に推移したことから、為替要
因は基準価額にマイナスの影響。 

本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

ポイント3  

機動的な資産配分変更 

その時々の市場環境の変化や市場の下落リスクなどに留意しながら資産配分を柔軟に変更することで、安定的
な運用成果を目指してきました。月次で会議を開催し、マルチアセット運用チームの調査や分析に基づいて、資
産配分を変更し、さらに、日次でも市場環境をモニタリングしながら適宜資産配分の調整を行います。 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

投資対象ファンドの資産配分比率の推移（2013年6月末～2018年6月末） 

出所：シュローダー。＊ 毎月決算型の分配金再投資基準価額。税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価額です。各期
初＝100として指数化。※債券はハイイールド債券、投資適格債券、米ドル建て・現地通貨建て新興国債券、先進国国債等が含まれます。その他インカムアセットはリー
ト（不動産投資信託）、MBS（不動産担保証券）、インフラ関連資産等が含まれます。キャッシュ等は先物、ヘッジポジション等を考慮して算出したものです。※上記は
過去の資産配分の例を⽰したものであり、市場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。上記は投資対象ファンドの運用概況および運用方針を基に
作成しています。投資対象ファンドについては9ページをご覧ください。 

局面 

1 
Bコース（為替ヘッジあり）の基準価額の推移＊ 

（2015年7月末～2016年1月末） 
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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出所：シュローダー。＊ 毎月決算型の分配金再投資基準価額。税引前分配金を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価額です。各期
初＝100として指数化。※上記は過去の資産配分の例を⽰したものであり、市場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。上記は投資対象ファンド
の運用概況および運用方針を基に作成しています。投資対象ファンドについては9ページをご覧ください。 

局面 

2 

本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

2016年6月  

英国のEU離脱決定 

高配当株式を引き下げ下落に備え 

その後回復基調も捉える 

［市場環境］ 

英国のEU離脱を巡り、世界の株式市場は一時
下落したが、その後回復基調に。 

［運用状況］ 

国民投票前から高配当株式の比率を引き下げ。
その後、離脱決定後に市場の回復基調に合わ
せ、高配当株式の比率を大幅に引き上げ。また、
ハイイールド債券の比率も高位に維持。 

Aコース（為替ヘッジあり）については、上記期間
中、為替レートが円高に推移したことから、為替要
因は基準価額にマイナスの影響。 

 

局面 

3 

2016年11月  

米国大統領選挙 トランプ氏勝利 

高配当株式を引き上げ 

上昇局面に穏やかに追随 

［市場環境］ 

トランプ氏が勝利し、今後の政策の影響を先取り
する形で世界の株式市場が上昇。 

［運用状況］ 

大統領選挙前に株式に対して下落への備えを実
施。その後、市場の回復基調に合わせ、高配当株
式の比率を引き上げ。 

Aコース（為替ヘッジあり）については、上記期間
中、為替レートが円安に推移したことから、為替要
因は基準価額にプラスの影響。 

局面 

4 
2018年2月 

米インフレ懸念 金利上昇観測 

高配当株式の比率を引き下げ 

［市場環境］ 

米国を中心に債券金利が上昇し、世界の株式市
場が大幅に下落。 

［運用状況］ 

高配当株式の比率を引き下げ。債券については
金利感応度を低位とする方針を継続。 

Aコース（為替ヘッジあり）については、上記期間
中、為替レートの変動性が高く推移し、基準価額
が影響を受けた。 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

Bコース（為替ヘッジあり）の基準価額の推移＊ 
（2016年4月末～2016年7月末） 

Bコース（為替ヘッジあり）基準価額の推移＊ 
（2018年1月末～2018年4月末） 

Bコース（為替ヘッジあり）基準価額の推移＊ 
（2016年10月末～2016年12月末） 
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 
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販売用資料 

2018年7月 

出所：シュローダー。*1 2013年6月4日（毎月決算型設定日）／2013年8月13日（1年決算型設定日）～2013年末。*2 2018年6月末。*3 2013年6月4日
（毎月決算型設定日）／2013年8月13日（1年決算型設定日）～2018年6月末。※為替については、米ドル円の変動による影響を⽰しており、その他通貨の変動
については資産要因に含まれています。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。販売会社によってはお取り扱いファン
ドが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

［1年決算型 Aコース（為替ヘッジなし）］ 

［毎月決算型 Aコース（為替ヘッジなし）］ 

2013年*1 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年*2 設定来*3 

資産 183 466 -607 743 555 -101 1,239 

為替 590 1,531 23 -369 -268 -183 1,324 

信託報酬 -92 -179 -182 -141 -135 -61 -790 

分配金 0 -800 -1,200 -1,200 -1,000 -290 -4,490 

その他 34 -84 38 -38 -20 1 -69 

基準価額 

変動 
715 934 -1,928 -1,005 -868 -634 -2,786 

ポイント4  

資産は設定来プラス要因 

Aコース（為替ヘッジなし）の設定来の基準価額の変動要因では、設定来でみると資産はプラスの要因となり
ました。また、2015年末までは為替レートが円安に推移したことから、設定来でみると為替もプラスの要因となり
ました。分配金をお支払いしていない1年決算型では設定来の基準価額変動はプラスとなりました。 

基準価額の変動要因（設定日（［毎月決算型］2013年6月4日／［1年決算型］2013年8月13日）～2018年6月29日） 

（円） 

2013年*1 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年*2 設定来*3 

資産 496 475 -756 1,007 863 -175 1,910 

為替 845 1,718 23 -364 -379 -298 1,545 

信託報酬 -67 -196 -222 -194 -212 -104 -995 

分配金 0 0 0 0 0 0 0 

その他 18 -5 53 -22 -34 -4 6 

基準価額 

変動 
1,292 1,992 -902 427 238 -581 2,466 

（円） 

設定来 

資産、為替
ともに 

プラス要因 

分配金は 

マイナス 

要因 

主に分配金
により 

マイナス 

設定来 

資産、為替
ともに 

プラス要因 

設定来 

プラス 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

おかげさまで設定から5周年 ～セカンドライフ世代の皆さまを応援～ 

Bコース（為替ヘッジあり）では、Aコース（為替ヘッジなし）と同様に、設定来でみると資産はプラスの要因と
なったものの、ヘッジコストはマイナスの要因となりました。分配金をお支払していない1年決算型では設定来の
基準価額変動はプラスとなりました。 

出所：シュローダー。*1 2013年6月4日（毎月決算型設定日）／2013年8月13日（1年決算型設定日）～2013年末。*2 2018年6月末。*3 2013年6月4日
（毎月決算型設定日）／2013年8月13日（1年決算型設定日） ～2018年6月末。※ヘッジコストは米ドル円のヘッジコストを⽰しています。運用状況によっては、分
配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。販売会社によってはお取り扱いファンドが異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

［1年決算型 Bコース（為替ヘッジあり）］ 

［毎月決算型 Bコース（為替ヘッジあり）］ 

2013年*1 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年*2 設定来*3 

資産 189 475 -522 745 572 -122 1,337 

ヘッジ 

コスト 
-12 -31 -55 -125 -141 -101 -465 

信託報酬 -92 -172 -160 -144 -144 -68 -780 

分配金 0 -400 -600 -600 -480 -190 -2,270 

その他 61 14 -24 -7 -37 -3 4 

基準価額 

変動 
146 -114 -1,361 -131 -230 -484 -2,174 

基準価額の変動要因（設定日（［毎月決算型］2013年6月4日／［1年決算型］2013年8月13日）～2018年6月29日） 

（円） 

2013年*1 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年*2 設定来*3 

資産 470 483 -588 885 723 -162 1,811 

ヘッジ 

コスト 
-10 -33 -62 -145 -176 -132 -558 

信託報酬 -65 -177 -176 -171 -180 -90 -859 

分配金 0 0 0 0 0 0 0 

その他 39 52 19 -6 -52 13 65 

基準価額 

変動 
434 325 -807 563 315 -371 459 

（円） 

設定来 

資産は 

プラス要因 

分配金は 

マイナス 

要因 

主に分配金
により 

マイナス 

設定来 

プラス 

ヘッジコスト
はマイナス 

要因 

設定来 

資産は 

プラス要因 

ヘッジコスト
はマイナス 

要因 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

販売用資料 

2018年7月 

【高配当株式】リスク回避志向の強まりが考えられ、慎重な見方が必要 

世界的な経済環境は良好であるものの、一部の主要国では企業業績の改善余地が限

定的になりつつあり、複数の政治的イベントも控えていることから、投資家のリスク回避志

向が強まる可能性も考えられます。 

また、貿易摩擦の激化や米ドル高の進行などが短期的な逆風となると想定されるため、高

配当株式の見通しを引き下げており、これまでよりは慎重な見方が必要と考えています。 

 

【債券】銘柄毎の選別投資が必要 

世界的に景気拡大の終盤に差し掛かりつつあるほか、主要国の金融引き締めの進展が
逆風になると考えられます。 

こうしたなか、優良銘柄や金利上昇に強いとされる銘柄などへの選別投資が必要であると
考えています。 

引き続き、市場環境を注視し、質の高いインカム収益が見込まれる資産や銘柄に選別投資を行いま

す。また、市場環境の変化に合わせて資産配分を柔軟に変更し、適切なリスク管理を行うことで、基

準価額の下落リスクを低減し、安定的な運用成果を目指す方針です。 

ポイント5  

今後の見通し 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 

本資料で使用している投資対象ファンドおよび指数等について 
投資対象ファンド：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 グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券。利回りや資産配分は同投資証券のマスター
ファンドにおける実績です。世界国債：FTSE世界国債インデックス、日本国債：FTSE日本国債インデックス、世界高配当株式：MSCIオールカントリー高配当株イン
デックス。 

●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。●FTSE各国国債インデックスは、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。 

※2018年6月末現在。上記は投資対象ファンドの運用概況および運用方針を基に作成しています。上記の運用方針は本資料作成時点のものであり、将来の市場環境
の変動等により変更となる場合があります。 
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販売用資料 

2018年7月 

ファンドの主な投資リスク 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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販売用資料 

2018年7月 

収益分配金に関する留意事項 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 
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お申込みメモ 

ファンドの費用 

※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。 

販売用資料 

2018年7月 

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。 

（ただし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から信託財産留保額を控除した価額とします。 

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 ・ニューヨーク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 

また、投資対象ファンドの管理会社が指定する日に基づき、ファンドの効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断した場合には、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 2023年6月5日まで（毎月決算型：2013年6月4日設定、1年決算型：2013年8月13日設定） 

繰 上 償 還 各ファンド受益権口数が25億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 毎月決算型：原則、毎月3日（休業日の場合は翌営業日） 1年決算型 ：原則、毎年6月3日（休業日の場合は翌営業日） 

収 益 分 配 
毎月決算型は年12回、1年決算型は年1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 
同一決算型のAコース（為替ヘッジなし）、Bコース（為替ヘッジあり）間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産
留保額、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。 

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。 

信託財産留保額 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額を換金時にご負担いただきます。 

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 ） 

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.674％（税抜1.55％）。毎月決算型は毎計算期末または信託終了のとき、1年決算型は毎計算期間
の最初の6カ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 

配分（年率／税抜） 

委託会社 0.75％ 

販売会社 0.75％ 

受託会社 0.05％ 

投資対象ファンド（投資運用会社） ありません。 

実質的な運用管理費用（信託報酬） 年率1.674％（税抜1.55％） 

そ の 他 の 費 用 ・ 
手 数 料 

当ファンド 

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％）を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎月決算型は毎計算期末
または信託終了のときに、1年決算型は毎計算期間の最初の6カ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）および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。 

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。 

投資対象ファンド 

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、弁護士費用および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0.06％程度（実績値）を上記の費用・手数料の精算にあてております。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。 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 

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：三井住友信託銀行株式会社  ［信託財産の管理等］        

販売会社：販売会社については、次ページご参照（五十音順）。  ［募集の取扱い等］ 

ファンドの関係法人 



13 

（2018年6月末現在） 

お申込みに際してのご注意等 
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（以下「弊社」といいます。）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。 

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
成時点において弊社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。CMP00256 

 

2018年7月 

販売用資料 

5周年レポート ～セカンドライフ世代の皆さまを応援し続けます～ 

シュローダー・インカムアセット・アロケーション （毎月決算型）／（1年決算型）  

Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 

愛称 グランツール／グランツール1年 

【毎月決算型】販売会社一覧 
A

コ

l

ス

B

コ

l

ス

登録番号 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

○ ○ エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○

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

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

○ おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 ○

○ ○
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バ

ンキング・グループ・リミテッド（銀行）
登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 ○

○ 株式会社　滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○

○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

○ 広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 ○

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

○ フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号 ○ ○

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

金融商品取引業者等の名称

（2018年6月末現在） 【1年決算型】販売会社一覧 
A

コ

l

ス

B

コ

l

ス

登録番号 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

○ 株式会社　秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第2号 ○

○ 株式会社　池田泉州銀行※ 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

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

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

○ ○
オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バ

ンキング・グループ・リミテッド（銀行）
登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 ○

○ 株式会社　滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○

○ ○ ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○

○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

○ ○ 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

○ 広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 ○

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

○ フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号 ○ ○

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

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

○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

金融商品取引業者等の名称

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会について○で記しております。※池田泉州銀行はインターネットのみでのお取り扱いです。 


