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ヘッジファンドは全世界に多数あり、その運用資産総額は500兆円＊1に迫る。

信頼を失うとあっという間に運用資産を失い廃業に追い込まれることもあり、

長期にわたり生き残り、成長を続けることが出来るのはほんのひと握りに限られる厳しい世界。

この淘汰の激しい業界で、最古参級の46年という極めて長い歴史を誇り、

高いパフォーマンスを生み出し続けるヘッジファンドがある。

その名は「ブリッジウォーター＊2」

1991年運用開始の旗艦ファンドは、

株式をはじめとした主要な伝統的資産を安定的かつ長期的に凌駕。

積み上げた運用資産残高は約17兆円で、2位の約1.7倍となる首位＊3。

質・量ともにヘッジファンドの頂点に君臨し、業界トップの人材が集まる会社。

投資手法は過去100年以上のデータによるバックテストやストレステストで磨き抜かれている。

当ファンドは、ブリッジウォーターが46年以上にわたり培ってきたポートフォリオ構築と

戦略的トレーディングに関する知識を集約した2つの旗艦戦略のノウハウを活用。

彼らが国内の個人投資家向けに投資戦略を提供するのは初めてのことである。

彼らの戦略をその手に・・・
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※当ファンドの正式名称は、「日興ワールド・トラスト － ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド」です。
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

＊1 ヘッジファンドの運用資産総額は2021年末時点、1米ドル=115.03円で円換算。
＊2 ブリッジウォーターの正式名称は「ブリッジウォーター・アソシエイツ・エルピー」。当資料では「ブリッジウォーター」と呼ぶことがあります。
＊3 運用資産残高および比較は2021年末時点。運用資産残高は1米ドル=115.03円で円換算。
（出所）ブリッジウォーター、Bloomberg、各種資料
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世界最大の運用資産残高を誇るブリッジウォーター

ヘッジファンド業界の頂点に君臨
運用資産残高は約17兆円（2位の約1.7倍）＊1

•　栄枯盛衰が激しいヘッジファンド業界において
　　40年を超える長い歴史を有する数少ない運用会社

•　2011年に世界最大の運用資産残高を持つヘッジファンドとなり、
　　以降、業界の頂点に君臨し続ける＊2業界トップの人材が集まる会社

１

ファンダメンタルズに基づいたシステムトレードで成功
“歴史は繰り返す”との信念により、マクロ経済を徹底的に分析し、
運用モデルとして投資に活かすヘッジファンドとしては稀有な手法

•　300名以上の投資プロフェッショナルが
　　徹底的に意見をぶつけ合うアイデア至上主義の企業風土

•　投資分析は、日々の市場動向に加えて過去100年以上の歴史分析に重きを置く、
　　ヘッジファンドとしては珍しい分析手法を採用

2

ブリッジウォーターの３つの特徴

＊1　運用資産残高および比較は2021年末時点。運用資産残高は1米ドル=115.03円で円換算。
＊2　2022年6月末時点。
（出所）ブリッジウォーター、Bloomberg、各種資料

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

【米国コネチカット州の「森」を拠点に、世界中の投資家の資金を運用してきたブリッジウォーターの本社】
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一貫して２つの既存戦略を磨き続け
安易な戦略立上げは行わず、既存戦略に全力を注ぐ哲学

•　最高の結果を追求するため、年齢、役職の区別なく、優れたアイデアを尊重し、
　　性格の異なる２つの旗艦戦略を絶えず研ぎ澄ますことが彼らのスタイル

ブリッジウォーター設立

世界最大の運用資産残高を誇るヘッジファンドに

インフレ連動債、為替オーバーレイ＊１、エマージング債、
グローバル債、超長期債などの先進的な投資手法の先駆者に

ピュア・アルファ戦略の運用開始　
「アルファ・オーバーレイ戦略＊2」の先駆者に

オール・ウェザー戦略の運用開始
「リスク・パリティ・アプローチ＊3」の先駆者に

3

ブリッジウォーターが有する2つの旗艦戦略

All Weather
（オール・ウェザー戦略）

ブリッジウォーターの歴史

Pure Alpha
（ピュア・アルファ戦略）

1975

1990
年代

1991

1996

2011

BRIDGEWATER
MACRO STRATEGY FUND

＊1　為替オーバーレイとは、為替先物取引等により為替ヘッジ効果や追加的収益の上乗せを狙う投資手法。
＊2　アルファ・オーバーレイ戦略とは、保有ポートフォリオにアルファ（追加的収益）の上乗せを狙う投資手法。
＊３　リスク・パリティ・アプローチについてはＰ12をご参照ください。
（出所）ブリッジウォーター、各種資料

※オール・ウェザー戦略とピュア・アルファ戦略についてはP11～13をご参照ください。
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ブリッジウォーターを若くして設立し、

世界最大のヘッジファンドへ導いたレイ・ダリオ氏とは？

「過去の経験と大きな反省」　

1949年にニューヨークで生まれる。新聞配達やゴルフ場のキャディの
アルバイトで得た収入を元手に、12歳から株式投資を始め、高校生の時
には数千米ドルを運用するまでになった。
C.W.ポスト大学で金融を学んだ後、名門ハーバード・ビジネススクール
に入学し、当時世界三大投資銀行のひとつだったメリルリンチでイン
ターンを経験。MBA取得後は複数の証券会社に勤務。
その後、研究機関としてブリッジウォーターを設立し、マクロ経済のレ
ポートを販売していたが、1980年代半ばに機関投資家向けの運用業務
を開始、世界最大の運用資産残高を誇るヘッジファンドに育て上げた。
2022年9月末、10年来準備を進めていたブリッジウォーターの経営権
の譲渡を完了。Co-CIOの座は退いたものの、CIO助言役として運用へ
の関与を続けている。

1980年代初頭、ダリオ氏は米銀行による中南米への過剰融資に着目し、経済の破綻の可能性と株
式市場の下落を予想し、警告を発していた。当初は見向きもされなかったものの、1982年にメキシコ
の債務不履行が起こると状況は一転。確かな見識の持ち主として注目を浴びるようになった。

ところが、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げをきっかけに株式市場は一転して上昇、ダリオ氏
の予想に反し、歴史上でも特筆すべき強気相場となった。ダリオ氏はすべての資産を失い、8人いた
従業員は全員解雇、父親から4,000米ドルの借金をすることとなった。

レイ・ダリオ氏

ブリッジウォーターの運用を支える2人のCo-CIO

ボブ・プリンス氏 グレッグ・ジェンセン氏

ブリッジウォーターの創業者でCIO助言役

米国、ニューヨーク出身
（1949年8月生まれ）
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は？
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ダリオ氏は、再び立ち上がる過程で、投資に対してもっと謙虚に、新たな視点で臨むべきだと気付き、
「以前よりはるかにオープンな考え方をするようになり、自分の知らないことに対処できるようになった｣
と話す。

ダリオ氏の率いるブリッジウォーターは、過去の100年以上のマーケットの歴史を徹底的に研究し、
あらゆる角度から分析を重ね、これを愚直に繰り返す。この一貫したポリシーを貫いてきたことで
様々な投資理論を生み出し、投資の世界を大きく変える。

1990年に相関の低い収益機会を組み合わせることで、期待収益を維持したままリスクを劇的に減ら
すことができるという事実を発見（ダリオ氏はこれを投資の聖杯と呼ぶ）。この発見がピュア・アルファ
戦略の開発につながる。

1991年、旗艦戦略の一つであるピュア・アルファ戦略の運用を開始。投資家に「アルファ・オーバー
レイ戦略」という新たな収益機会を提供したことから、世界の注目を集める。

1996年、もう一つの旗艦戦略となるオール・ウェザー戦略の運用を開始。伝統的な資産配分手法とは
異なる「リスク・パリティ・アプローチ」による資産配分は、またしても世界の注目を集める。

その後、ブリッジウォーターは２つの旗艦戦略をさらに研ぎ澄まし、2000年には良好なパフォーマンス
が評価され「グローバル・ボンド・マネージャー」に選出される。ほとんどのヘッジファンドが大きなマイ
ナスリターンで苦しんだ2008年の世界金融危機を乗り切った。

1996年に約50億米ドルだった運用資産総額は、2000年末には約330億米ドルにまで増加、2011
年にはヘッジファンドの運用資産残高としては世界最大となり、以降約11年間＊首位に君臨している。

創業から40年以上がたち頂点に立った今でも、彼らは一貫したポリシーで日々、膨大な量の調査分析
を繰り返す。ブリッジウォーターの投資戦略にはダリオ氏の過去の経験から学んだ教訓、様々な哲学・
思考が根付いている。

レイ・ダリオ氏の人生哲学の一つ

「過去の歴史から学ぶことは重要だ」

BRIDGEWATER
MACRO STRATEGY FUND

＊2022年6月末時点
（出所）ブリッジウォーター、各種資料

（イメージ図）

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

マーケットの歴史を徹底的に研究・分析することが重要

1920年代のドイツ

1930年代の大恐慌

1980年代の中南米のような
インフレ下での過剰債務の調整

“歴史が繰り返すなら”
将来、同じような経済事象が
起きた際、どう対応すれば良
いかを徹底的に分析・準備

事象が起きた際
▼

意思決定ルールを実践

ダリオ氏は中南米や日本の過剰債務の経験から、そのような出来事が以前にも起きて
いたなら、また起こり得るだろうと確信。

1990年代の日本のような
デフレ下での過剰債務の調整
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当戦略は、ブリッジウォーターの２つの旗艦戦略を活用した
同社の運用ノウハウの集大成といえる投資戦略

当ファンドは、ブリッジウォーターが創業以来、磨き続けてきた２つの旗艦戦略
のノウハウを活用し、理想的なポートフォリオの実現を目指す。
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リスク・パリティ・アプローチを活用
し、幅広い経済環境、資産、国・地域
に分散投資を行うことで特定の資産
のリターンに依存しないように設計

多くの資産、国・地域のミスプライス＊1

を捉えることで各種市場や他の投資
家とは相関の低い収益を獲得できる
ように設計

ピュア・アルファ戦略オール・ウェザー戦略

当戦略
（ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンド）

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

リターンの源泉が全く異なる、
2つの旗艦戦略のノウハウを活用

当ファンドは、米ドル建クラス受益証券の他に、
2つの円建クラス（ヘッジあり・なし）受益証券から選択可能。

＊1　ミスプライスとは、ブリッジウォーターが考えるファンダメンタルズに基づく公正な価格（フェアバリュー）と市場価格（マーケット
バリュー）との差で、ロング・ショートやスプレッドポジション構築時にも考慮します。

＊2　為替ヘッジは、ファンドレベルではなく、円建（ヘッジあり）クラスが連動する指数値のレベルで行われます。
※オール・ウェザー戦略とピュア・アルファ戦略についてはP11～13をご参照ください。
（出所）ブリッジウォーター

為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受けます。円建（ヘッジなし）クラス受益証券

原則として、米ドル売り円買いの為替ヘッジ＊2を行い、対円
での為替変動リスクを低減します。円建（ヘッジあり）クラス受益証券
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BRIDGEWATER
MACRO STRATEGY FUND

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンド購入時には、購入時手数料がかかります。詳しくはP21をご覧ください。

下記において、当ファンド設定日（2022年3月28日）以前のデータは、ブリッジウォーターの2つの旗艦戦略の過去の実績をもとに、
当ファンドの投資戦略に沿って行ったシミュレーションであり、当ファンドの運用実績ではありません。参考資料として提供すること
のみを目的として掲載しています。

【ご参考】当戦略の年次騰落率（1996年～2022年（米ドルベース））

（注1）当戦略のパフォーマンスおよび騰落率は、当ファンドに係るコスト控除後。2022年3月末までは、オール・ウェザー戦略とピュア・
アルファ戦略（2010年11月以降は当戦略が採用するピュア・アルファ・メジャー・マーケッツ戦略開始月（2010年11月）以降は
同戦略のデータ。）のデータによるシミュレーション。2022年4月以降は当ファンドの運用実績。ただし、1996年は6月～12月、
2022年は1月～8月のパフォーマンス。

（注2）バランス運用は世界株式と世界債券に毎月末それぞれに60%と40%の資産配分を行った場合のシミュレーション。世界株式、
世界債券で使用したデータはP15をご参照ください。

（出所）ブリッジウォーター、Bloomberg

▲10
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当戦略のパフォーマンス（1996年5月末～2022年8月末（米ドルベース、月次））
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当戦略

792

バランス運用

世界株式

当戦略

バランス運用

リターン（年率） リスク（年率） リターン/リスク
8.2%

6.9%

5.9%

11.2%

15.7%

10.3%

0.74

0.44

0.57

446

【ご参考】リスク・リターン特性

（ポイント）

※1996年5月末を100ポイントとして指数化。
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ブリッジウォーターは分散とリスク管理を徹底することで
多くの世界的経済・金融危機を切り抜けてきた

世界金融危機時には、多くのヘッジファンドが大幅なマイナス・リターンとなるなかで、
2つの旗艦戦略のポートフォリオ構築能力、戦略的トレーディング能力、
リスク管理アプローチが機能したことで、当戦略のパフォーマンスは相対的に良好だった。

9

株式市場の大幅下落局面のパフォーマンス（騰落率、米ドルベース）

ITバブル崩壊
（2000年4月～2002年9月）

7.9%
13.2%

26.8%

8.1%

23.7%

35.4%

5.3%

17.5%
24.6%

下記は、ブリッジウォーターの2つの旗艦戦略の過去の実績をもとに、当ファンドの投資戦略に沿って行ったシミュレーションであり、
当ファンドの運用実績ではありません。参考資料として提供することのみを目的として掲載しています。

※オール・ウェザー戦略運用開始（1996年）以降、当戦略の年次騰落率が、世界株式やバランス運用に大きく劣後した3つの年を例示。
（注1）当戦略の騰落率は、当ファンドに係るコスト控除後。シミュレーションにあたり、ピュア・アルファの戦略で使用したデータは、当戦略

が採用するピュア・アルファ・メジャー・マーケッツ戦略開始月（2010年11月）以降は同戦略のデータ。
（注2）バランス運用は世界株式と世界債券にそれぞれ60％と40％の資産配分を行った場合のシミュレーション。世界株式、世界債券で

使用したデータはP15をご参照ください。
（出所）ブリッジウォーター、Bloomberg

※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの購入時には、購入時手数料がかかります。詳しくはP21をご覧ください。

【ご参考】世界株式、バランス運用の上昇に追随できなかったケース
（年次騰落率、米ドルベース）

当戦略 世界株式バランス運用 当戦略 世界株式バランス運用 当戦略 世界株式バランス運用

当戦略 世界株式バランス運用

▲3.4%

▲25.7%

▲46.3%

当戦略 世界株式バランス運用

▲8.5%

▲36.8%

▲54.6%

1999年 2009年 2017年

世界金融危機
（2007年11月～2009年2月）
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BRIDGEWATER
MACRO STRATEGY FUND

世界金融危機を切り抜けた
ブリッジウォーターの歴史分析とは

「歴史は繰り返す」との
ブリッジウォーターの強い信念。
徹底的な歴史分析により、
過去の混乱時の経済・金融市場の
動向は運用モデルに蓄積し、
繰り返されるであろう
将来の市場変動に備える。

BRIDGEWATER × 歴史分析
1929年 世界恐慌

1971年 ニクソンショック　

1980年代 中南米債務危機

1990年代 日本のバブル崩壊

1998年 LTCMの破綻

2001年 米国同時テロ 等

過去、何度も金融市場の大混乱を引き起こしてきた「債務バブルの崩壊」

※上記は過去の市場混乱期の一部を例示したものです。
（出所）ブリッジウォーター、各種資料

※上記はブリッジウォーターの分析の一例を表示したものであり、将来の類似局面において、同様の結果が得られるとは限りません。
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

徹底的な歴史分析に基づくブリッジウォーターの運用モデルは、歴史に名を刻んだリーマン
ショックを含む「世界金融危機」時にも効果を発揮した。

ブリッジウォーターでは、世界恐慌や日本のバブル崩壊のような
「債務バブルの崩壊」局面が今後発生した際、
どのような行動をするべきか準備していた。

日本のバブル崩壊

世界恐慌

過去の市場混乱 債務バブルの状況

世界金融危機

自動車で代表される耐久消費財に関連する債務が膨張した後に、不況が
訪れ債務バブルが崩壊した。

日本国内で不動産バブルが発生。不動産関連融資を中心に大きな債務
バブルが発生した。

米国で低所得者向けの不動産ローンとしてサブプライムローンが流行。
大きな債務バブルとなった。

結果、ヘッジファンドの多くが大きな損失を被るなか、ブリッジウォーターは
世界金融危機を切り抜けることができた
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「オール・ウェザー戦略」
資産価格の変化に大きな影響を与える主な要因は、「経済成長率」と「インフレ率」
の変化と考え、株式・債券だけではカバーしきれない“インフレ率の上昇”にも耐えら
れるように多様な資産に幅広く分散投資する戦略。

経済成長率の変動リスクには株式
か固定利付債で対応が可能

加速↑ 8.9% 1.1%

減速↓ 0.5% 7.6%

経済環境の変化環境
変化

主要資産の収益率＊

経済成長率

固定利付債株式方向性経済指標

①

②

加速↑ ▲0.6% 0.2%

減速↓ 8.8% 8.7%
インフレ率

③

④

インフレ率の加速時には株式、固定
利付債では対応が難しい場合も

※上記はブリッジウォーターの分析の一例を表示したものであり、将来の類似局面において、同様の結果が得られるとは限りません。
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

当戦略では4つの環境変化に対応できる
４つのサブ・ポートフォリオを作成１

当戦略では、どのような環境変化が起こるのかを予想するのではなく、4つの環境変化が生じた
時に、それぞれの環境変化により高いパフォーマンスが期待される4つのポートフォリオを作成
し、分散投資することで、あらゆる経済環境に備える。

＊収益率は、短期金利に対するリスク調整後の超過収益率（年率）。
（注1）データは、1970年から2021年まで。
（注2）経済環境の変化はブリッジウォーターの定義。
（注3）株式、固定利付債の収益率はブリッジウォーターのカスタム指数ベース。
（出所）ブリッジウォーター
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実際の資産配分にあたっては、
リスク・パリティ・アプローチを活用2

サブ・ポートフォリオは、インフレ連動債、商品等も含め、国・地域、種別等で細分化された約70の
資産で構成され、リスク・パリティ・アプローチにより、時価ベースではなくリスクベースで資産
配分される。4つのサブ・ポートフォリオも均等にリスクベースで配分される。

※上記は、2021年12月末時点の投資戦略のイメージ図です。

サブ・ポートフォリオ③
（環境変化③への対応）

インフレ連動債／
ブレークイーブンインフレ率／商品（除く、金）／

金／新興国債券

サブ・ポートフォリオ④
（環境変化④への対応）

固定利付債／株式／業績安定株

時価ではなくリスク量に注目して資産配分を行う運用手法で、
リスクの抑制とリスク・リターン特性の改善が期待される。
リスク量で資産配分を行うので、リスクの高い資産は保有時価
が少なくなる。

リスク・パリティ・アプローチとは？

オール・ウェザー戦略の4つサブ・ポートフォリオ

１つの資産が複数のサブ・ポート
フォリオに組み入れられる場合
があります。例えば、株式はサ
ブ・ポートフォリオ①と④に組み
入れられる可能性があります。

!

株式 債券

（イメージ図）

（出所）ブリッジウォーター

リスク・パリティ・アプローチを活用し、
幅広い経済環境、資産、国・地域に分散投資を行うことで

特定の資産のリターンに依存しないように設計

サブ・ポートフォリオ②
（環境変化②への対応）

固定利付債／固定利付債＋金／
インフレ連動債

株式／商品（除く、金）／社債／
新興国債券／業績安定株

投資対象資産のイメージ
資産クラス 資産数 資産クラス 資産数
固定利付債
インフレ連動債

株式
新興国債券

約20の国・地域
7ヵ国程度

約10の国・地域
10ヵ国程度

社債スプレッド
業績安定株
商品
計

2つの地域
5ヵ国程度
20商品程度
70種程度

サブ・ポートフォリオ①
（環境変化①への対応）
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＊相関係数は資産間の相関（変動率の関連度合
い）を示す指数で、-１～１の間の値を取ります。
０は全く関連がない動き、１は全く同方向の動
き、-１は全く逆方向の動きを意味します。０に
近づくほど動きの関連が少なく、１に近づくほ
ど同方向に動く傾向が強く、-１に近づくほど逆
方向に動く傾向が強くなります。

（注1）データは1992年5月末～2022年8月末。
米ドルベース。

（注２）ピュア・アルファ戦略はコスト控除前。ピュア・
アルファ戦略で使用したデータは、当戦略
が採用するピュア・アルファ・メジャー・マー
ケッツ戦略開始月（2010年11月）以降は
同戦略のデータ。

（注3）各資産で使用したデータはP15をご参照
ください。

（出所）ブリッジウォーター、Bloomberg

「ピュア・アルファ戦略」

運用担当者はモデルの構築に集中し、シグナルの管理、リスクの管理、
一部の発注等は、システム化によりスピードと正確性を確保１

ピュア・アルファ戦略は
主要資産クラスとの相関の抑制に成功2

「経済と資産の普遍的な関係」を調べてその関係をモデル化し、このモデルに基づ
いた投資ルールをシステム化することで、刻々と発生する投資機会を捉え機動的
に幅広く分散投資する戦略。

多くの資産、国・地域のミスプライスを捉えることで各種市場や
他の投資家とは相関の低い収益を獲得できるように設計

経済と資産間の普遍的な関係
を理解しモデル化。

ファンダメンタルズ分析
モデル化した関係を基に明確な
投資ルールを作成し、投資をシ
ステム化。

システム化
幅広い資産クラス、地域に分散
投資することで、十分なリスク
分散を実施。

リスク分散

アイデアメモの一例 リスク配分のイメージ

対象資産 相関係数＊

世界株式

世界債券

世界リート

新興国株式

ハイイールド債券

商品

日本株式

日本国債

0.14

0.08

0.04

0.15

0.06

0.16

0.07

0.07

※上記はブリッジウォーターの分析の一例を表示したものであり、将来の類似局面において、同様の結果が得られるとは限りません。
※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

システム化のイメージ
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※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンド購入時には、購入時手数料がかかります。詳しくは21ページをご覧ください。

設定来の純資産価格の推移

（注1）データは2022年3月28日（設定日）～2022年8月末。
（注2）純資産価格は1口当たり、信託報酬控除後。

 ＜米ドル建クラス証券（米ドルベース）＞（日次）

米ドル建クラス
93.10

（米ドル）

（年/月）

 ＜円建クラス証券の推移（円ベース）＞（日次）

（ヘッジなし）クラス
10,482

（ヘッジあり）クラス
9,217

（円）

（年/月）22/3

90

95

100

105

110

22/3 22/4 22/5 22/6 22/7 22/8

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

22/4 22/5 22/6 22/7 22/8
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※上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

（ご参考）為替ヘッジについて

対円での為替ヘッジの効果

（注）上記は、対円での為替ヘッジコスト（費用）を説明するイメー
ジです。日本円の短期金利が為替へッジ対象通貨の短期金
利を上回ると、為替ヘッジプレミアム（収益）となります。

（注）米ドル／円の為替ヘッジコストは年率換算値。各月末時点における米ドル／円のスポットレートと1ヵ月物フォワードレートから算出した
ものであり、実際の為替ヘッジコストとは異なる場合があります。

（出所）一般社団法人 投資信託協会

為替ヘッジコストのイメージ

米ドル／円の為替ヘッジコストの推移（2012年8月末～2022年8月末（月次））

為替ヘッジあり＊
●短期金利差が大きい場合 ●短期金利差が小さい場合

日本円
短期金利

対象通貨
短期金利

日本円
短期金利

対象通貨
短期金利

為替変動の影響は限定的

＊為替ヘッジコストがかかります。

円安の場合（為替差益）
純資産価格にプラス

円高の場合（為替差損）
純資産価格にマイナス

為替ヘッジなし

■外貨建資産に対し、対円での為替ヘッジを行う場合、純資産価格への為替変動の影響は小さくなると考えられます。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。
■対円での為替ヘッジを行う際、円の短期金利がヘッジ対象通貨の短期金利を下回っている場合、その金利差相当分が為
替ヘッジコストとなります。金利差が拡大すると、為替ヘッジコストは上昇し、金利差が縮小すると、為替ヘッジコストは低
下します。
■為替ヘッジコスト（費用）は純資産価格にマイナスとなります。
■外貨建資産に対し、対円での為替ヘッジを行わない場合、純資産価格は為替変動の影響を受けます。

通貨の先渡取引等を利用した実際の為替ヘッジコストは、需給要因等により大きく変動し、
金利差から理論上期待される水準とは大きく異なることがあります。

（％）

（年/月）

2022年8月末現在

約2.86％
過去1年間の平均

約1.17％

為
替
ヘ
ッ
ジ
コ
ス
ト

為
替
ヘ
ッ
ジ
コ
ス
ト

12/8 14/8 16/8 18/8 20/8 22/8
0

1

2

3

4

15

資産 指数

世界株式 MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス（配当込み）

世界債券 ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス（トータルリターン）

世界リート S&P グローバル・リート・インデックス（配当込み）

新興国株式 MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み）

ハイイールド債券 ブルームバーグ・ハイイールド・ボンド・インデックス（トータルリターン）

商品 ブルームバーグ・コモディティ・インデックス（トータルリターン）

日本株式 東証株価指数（配当込み）

日本国債 FTSE世界国債インデックス・日本国債インデックス（トータルリターン）

各資産で使用した指数
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世界有数のヘッジ・ファンド会社であるブリッジウォーターが、
２つの旗艦戦略を活用した「グローバル・マクロ戦略」を運用します。
■「グローバル・マクロ戦略」は、「オール・ウェザー」戦略と「ピュア・アルファ」戦略を活用することで、投資効率を高めることを
目指します。
■「オール・ウェザー」戦略は、経済状況に対して異なるバイアスを持つ異なる資産クラス（通貨、固定利付債、インフレ連動債、
株式および商品を含みます。）へリスク・パリティを行うことで、いかなる局面でも安定したリターンの獲得を目指します。
■「ピュア・アルファ」戦略は、通貨市場、クレジット市場、クレジット市場スプレッド、エマージング市場、株式市場、および
商品市場などを含む数多くの投資分野において、ロング、ショートまたはスプレッドのポジションをフレキシブルに設定し、
刻々と発生する投資機会を捉え、安定的に効率良くリターンの積み上げを目指します。

2

世界の債券、株式、商品、通貨等の幅広い資産・地域に分散投資する
リスク・パリティ戦略と、多数の低相関の資産を
フレキシブルにロングショートする戦略により、投資機会を捉え、
信託財産の成長を目指します。
■実際の運用は、投資先債券発行会社により発行された、パフォーマンス・リンク債を通じて行います。
■投資先債券は、ブリッジウォーター・アソシエイツ・エルピーの運用戦略をもとに計算される指数値に連動します。

１

3 「米ドル建クラス」、「円建（ヘッジなし）クラス」、「円建（ヘッジあり）クラス」から
お選びいただけます。
■「円建（ヘッジなし）クラス」は、為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。円高時には為替差損
が、円安時には為替差益が生じる可能性があります。
■「円建（ヘッジあり）クラス」については、原則として米ドル売り円買いの為替ヘッジ（注）を行い、対円での為替変動リス
クを低減します。

（注）為替ヘッジは、ファンドのレベルではなく、円建（ヘッジあり）クラスが連動する指数値のレベルで行われます。

※一般的にヘッジファンドは商品特性上、情報開示が限定的かつ開示時期が遅くなります。
※当ファンドに関する運用状況等の情報につきましては、競合他社の模倣防止や関連する戦略を採用する投資家間の情報の同時性・公平性維
持の観点等から、開示内容は限定的かつ開示時期が遅くなる傾向があります。ご理解をお願い致します。

※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。

ファンドの仕組み

ファンド 投資対象とする
連動債券

投
資
者

円建（ヘッジなし）
クラス

投資

損益

投資

損益

パフォー
マンスを
参照申込代金

換金（買戻）
代金・償還金

米ドル建クラス グローバル・
マクロ戦略

＜投資運用会社＞
ブリッジウォーター・
アソシエイツ・
エルピー

世界の債券、
株式、商品、
通貨など

担保付連動債券

円建（ヘッジあり）
クラス

円建（ヘッジなし）
クラス

米ドル建クラス

円建（ヘッジあり）
クラス

＜管理会社＞
SMBC日興インベストメント・
ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
＜投資運用会社＞

ウェイストーン・アセット・
マネジメント（IE）リミテッド

＜発行体＞
ルミニスⅡ・リミテッド＊

ブリッジウォーター・
マクロ戦略ファンド

（ケイマン籍外国投資信託）

グローバル・マクロ戦略の投資成果を反映したリターンを享受します。

参照戦略 実質的な
投資対象資産

＊ルミニスⅡ・リミテッドは投資対象とする連動債券の発行を行う特別目的会社（SPC）。
※投資対象とする連動債券の価格および最終償還額は、ブリッジウォーター・アソシエイツ・エルピーが運用を行う「グローバル・マクロ戦略」

のファンドのパフォーマンスを基にゴールドマン・サックス・インターナショナルによって計算される指数に連動します。指数によるリターン
（損益）は、同戦略に関する費用等を控除したものとなります。投資対象の連動債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

※最終ページに「参照ファンド、参照ファンドの運用会社からのお知らせ」を記載しております。必ずご確認ください。

ファンドの特色
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投資リスク
■リスク要因
受益証券への投資には、国際金融市場におけるすべての投資に共通する大きなリスクが伴います。投資を行おうとす
る方は、受益証券に投資するメリットおよび妥当性を評価する際に、特に以下の要因を入念に検討するべきです。受
益証券の価格は、上昇する場合もあれば下落する場合もあるため、投資者は当初の投資額を回収することができな
い可能性があります。したがって、ファンドへの投資は、投下資本をすべて失うリスクを負担できる方のみが行うべき
です。ファンドは、収益水準に関係なく各種の報酬と費用を支払う責任を負います。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のものが挙げられますが、これらに限定さ
れるものではありません。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。投資信託は預貯金と異なります。詳細については、投資信託説明書
（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

ファンドのリスク

▪価格変動リスク
ファンドは、投資先債券に投資します。投資先債券は、ＭＡ ＢＷＳＰグローバル・マクロ・リミテッド（以下「ＭＡファ
ンド」といいます。）のパフォーマンスに連動します。投資先債券およびＭＡファンドの価値は市場金利の変動等を受
けて変動する場合があります。ＭＡファンドの価値は、とりわけ、その投資対象の価格変動または使用する投資技法
により変動する場合があります。このため、また、ＭＡファンドに対する投資先債券のエクスポージャーにはレバレッ
ジがかかっているため、受益証券の価格は大きく変動する場合があります。この結果、純資産価額が下落し、受益者
に損失が生じるおそれがあります。

▪為替変動リスク
米ドル建クラス受益証券は、米ドル建てであるため、表示通貨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。
円建（ヘッジなし）クラス受益証券は、円建てである一方、その発行手取金は米ドル建ての投資先債券に投資される
ので、日本円と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。円高時には為替差損が、円安時には為替差益が生じる可
能性があります。
円建（ヘッジあり）クラス受益証券についてはＭＡファンドのレベルで為替ヘッジが行われ、対円での為替変動リスク
が低減されますが、為替変動リスクを完全に排除することはできません。

▪信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合も
しくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がな
くなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行になること等をいいます。ファンドは、投資先
債券発行会社の信用リスクを負います。また、投資先債券発行会社は、連動する指数のリターンを獲得するために、
ゴールドマン・サックス・インターナショナル（以下「GSI」といいます。）とスワップ契約を締結しますので、GSIの信
用力が業績悪化・経営不振などにより著しく低下した場合、または倒産等した場合にも、純資産価額が下落し損失を
被ることがあります。

▪流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、ファンドはそのリス
クを伴います。例えば、ファンドは流動性がなくなることのある投資先債券に投資するため、ポジションを清算するこ
とが不可能になるかまたはそのための費用が高くなることがあり、その結果、多額の取引費用が生ずる場合があり、
純資産価額が下落し損失を被ることがあります。

■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）は適用されません。

■リスクの管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであるこ
とをチェックします。また、リスク管理部門が、ファンドの法令、投資制限、ガイドラインの遵守状況を確認します。
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お申込みメモ

ご購入の申込期間

2022年３月28日（月曜日）から2023年7月31日（月曜日）まで
（注1） ファンドは米国の居住者または法人、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地を有する方（ケイマン諸

島で設立された免税会社または通常の非居住会社を除きます。）に該当しない方に限り、申込みを行
うことができます。

（注2） 申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

ご購入（お申込）単位 500口以上1口単位。または管理会社および日本における販売会社が別途合意する場合には、それに
従うものとします。

ご購入（お申込）価格

発行日における受益証券1口当たり純資産価格
（通常、関連する発行日の翌営業日の日本における翌営業日に公表されます。）
（注）「発行日」とは、毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。

「評価日」とは、毎営業日または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
「営業日」とは、ルクセンブルグ、ケイマン諸島、ロンドン、ニューヨークおよびダブリンの銀行が営業し
ている日で、ニューヨークの証券取引所が営業している日で、かつ日本において銀行および金融商品取
引業者が営業している日（土曜日、日曜日または12月24日を除きます。）、またはファンドに関して管理
会社が随時決定するその他の日をいいます。

ご購入（お申込）代金

日本における約定日（日本における販売会社が注文の成立を確認した日（通常、発行日の翌営業
日の日本における翌営業日））から起算して日本における5営業日目までに申込金額および申込
手数料をお支払ください。
（注） ご購入代金は、米ドル建クラスについては米ドルにより、円建（ヘッジなし）クラスおよび円建（ヘッ

ジあり）クラスについては日本円により、支払うものとします。

お申込締切時間 日本における申込受付時間は、原則として、午後4時（日本時間）までとします。
上記時刻以降の申込みは、日本における翌営業日の申込みとして取り扱われます。

ご換金（買戻）単位 1口以上1口単位

ご換金（買戻）価格
買戻日における受益証券1口当たり純資産価格
（通常、関連する買戻日の翌営業日の日本における翌営業日に公表されます。）
（注） ｢買戻日」とは、毎評価日または管理会社が随時決定するその他の日をいいます。

ご換金（買戻）代金

買戻代金の支払は、通常、日本における約定日（通常、買戻日の翌営業日の日本における翌営業
日）から起算して日本における5営業日目に行われます。

（注） ご換金代金は、米ドル建クラスについては米ドルにより、円建（ヘッジなし）クラスおよび円建（ヘッジあ
り）クラスについては日本円により、支払うものとします。

ご換金請求締切時間 日本におけるご換金請求受付時間は、原則として、午後4時（日本時間）までとします。

ご換金（買戻）制限

いずれかの買戻日におけるファンドに関する買戻請求通知の合計が100億円（もしくは100億
円相当額）、または、管理会社がその絶対的な裁量により決定したファンドの純資産に対する割
合を超える場合、管理会社は、投資運用会社と協議の上、管理会社が当該買戻請求通知に関す
る買戻代金の支払要件を充足するために十分な資産を換金するまで、当該買戻日および／また
はファンドの純資産価額の計算を延期することができます。疑義を避けるために付言すると、買
戻日が延期された場合、管理会社は買戻代金の支払い要件を満たすに十分な資産を現金化し、
できる限り速やかに買戻代金を支払うよう努力します。
純資産価額の算定が一時停止されている期間中は、受益証券の買戻しは行われません。
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ご購入・買戻し
申込受付の停止

受託会社または管理会社は、ファンドに関する受益証券1口当たり純資産価格の計算（および評価
日の決定）、受益証券の発行、買戻し（または買戻日の決定）および買戻代金の支払い（仮に評価
日または買戻日が延期または一時停止されない場合であっても）の全部または一部を、下記状況
を含むあらゆる理由においてその単独の裁量により、延期または一時停止することができます。

① その時点でファンドの大部分の直接または間接の投資対象が上場されている証券取引所が通
常の週末および休日以外の理由で閉鎖している期間、または取引が制限され、もしくは停止
している期間。

② 緊急事態に該当すると受託会社または管理会社が判断する事態またはその他の事情が存在
する結果として、ファンドによる投資対象の評価もしくは処分を合理的に実施することができ
ないか、または評価もしくは処分をすれば受益者の利益が大幅に損なわれる期間。

③ ファンドの直接または間接の投資対象の価額もしくは証券市場の最新価格を算定するために
通常使用している通信手段が故障している期間、またはその他の理由でファンドが直接また
は間接に所有する投資対象の価額が合理的に迅速かつ正確に確認できない期間。

④ 投資対象の取得または処分に伴う資金の送金が通常の為替レートで実行することができな
いと受託会社が管理会社と協議した上で判断する期間。

⑤ ファンド、管理会社またはそれらの関連会社、子会社もしくは関係者またはファンドのその他
の業務提供者に関連して、受託会社、管理会社または管理事務代行会社に適用あるマネー・
ロンダリング防止規則を遵守するために必要であると受託会社または受託会社の代理人とし
ての管理事務代行会社が判断する期間。

信託期間 ファンドは、後記「繰上償還」に定める一定の状況下で早期に終了しない限り、2032年1月31
日（または、当該日が営業日でない場合は直前の営業日）に終了する予定です。

繰上償還

ファンド（または場合によりトラスト）は、以下のいずれかの事項が最初に発生した時に終了します。
① ファンド（または場合によりトラスト）の存続もしくは他の法域への移転が違法になる場合、

または受託会社または管理会社の合理的な見解により非現実的もしくは不適切になる場
合。

② 受益者が、ファンド決議（または場合により受益者決議）により終了を決定した場合。
③ 基本信託証書の締結日（2009年3月18日）に開始し、同日の149年後に終了する期間が

経過した時。
④  受託会社が退任の意思を書面により通知した場合、または受託会社が強制的もしくは任意

的清算を開始した場合であって、管理会社が、当該通知の受領または清算の開始後90日以
内に、受託会社の後任として受託会社の業務を承継する用意のある他の会社を任命しまた
は任命を手配することができない場合。

⑤ 管理会社が退任の意思を書面により通知した場合、または管理会社が強制的もしくは任意
的清算を開始した場合であって、受託会社が、当該通知の受領または清算の開始後90日以
内に、管理会社の後任として管理会社の業務を承継する用意のある他の会社を任命しまた
は任命を手配することができない場合。

⑥ 受託会社または管理会社が、その絶対的な裁量により終了を決定する場合。
また、ファンドの純資産価額が10,000,000米ドルまたは管理会社および受託会社が販売会社
と協議の上で決定するその他の金額を下回った場合、償還されることがあります。

決算日 毎年1月31日（初回の決算日は2023年1月31日）

収益分配 ファンドは各受益者に対し分配できますが、現時点において分配を実施する予定はありません。

信託金の限度額 ファンドについて、信託金の限度額は定められていません。

運用報告書

管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの計算期間終了後、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（全体版）および交付運用報告書を作成し、遅
滞なく、金融庁長官に提出しなければなりません。ファンドの交付運用報告書は、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。

お申込みメモ
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課税関係 課税上は、公募外国株式投資信託として取り扱われます。

その他

受益証券の取得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」およびその他所定
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。

信託証書の一方当事者である管理会社は、ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de 
Surveillance du Secteur Financier）の規制を受けていますが、ファンドは、ルクセンブルグ
の投資信託ではなく、ルクセンブルグの法律に服しておらず、ルクセンブルグ大公国におけるまた
はルクセンブルグ大公国からの販売のための登録を行っていません。ファンドは、ルクセンブルグ
大公国の監督官庁による認可を受けておらず、ルクセンブルグ当局の監督に服していません。ファ
ンドの受益証券は、欧州連合に所在するいかなるタイプの投資家に対しても販売されません。ル
クセンブルグ大公国の監督官庁を通じて行われる規制された投資信託の投資者の保護は、ファン
ドの投資者には提供されません。

外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて
外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異なる外貨間での交換を
する際には、外国為替市場の動向に応じて日本における販売会社が決定した為替レートによるも
のとします。
ただし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、米ドル建クラス受益証券の売買に関し、米ドルでのお取扱い
のみを行います。

お申込みメモ

管理会社

SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
ファンド資産の運営・管理、受益証券の発行、買戻しを行います。
1992年2月27日にルクセンブルグにおいて設立されました。
資本金は、5,446,220ユーロ（約6億9,935万円）（2021年11月末日現在）です。
（注） ユーロの円貨換算は、2021年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1

ユーロ＝128.41円）によります。
2021年11月末日現在、６本の投資信託を運営および管理しており、その純資産総額は4,256,505,456
米ドル、2,791,678ユーロ、1,502,952,293,723円および23,221,339豪ドルの合計額です。

投資運用会社 ウェイストーン・アセット・マネジメント（ＩＥ）リミテッド
投資運用業務を行います。

受託会社 ワールド・ファンド・リミテッド
ファンドの受託業務を行います。

サービス
支援会社

三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
ファンドに関する一定のマーケティングその他のサービスを提供します。

保管会社／
管理事務代行会社

SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
ファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。

代行協会員／
日本における

販売会社

SMBC日興証券株式会社
日本における代行協会員業務および受益証券の販売・買戻業務を行います。

（注） ブリッジウォーター・マクロ戦略ファンドは、アンブレラ・ファンドである日興ワールド・トラストのサブ・ファンドです。なお、アンブレラと
は、1つの投資信託の下で1つまたは複数の投資信託（サブ・ファンド）を設定できる仕組みのものを指します。本書の中で用いるその他の
用語の定義につきましては投資信託説明書（請求目論見書）をご参照ください。

ファンド（注）の関係法人
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

ご購入（お申込）
手数料

申込口数 申込手数料
1万口未満 3.30％（税抜3.00％）

1万口以上5万口未満 1.65％（税抜1.50％）
5万口以上10万口未満 0.825％（税抜0.75％）

10万口以上 0.55％（税抜0.50％）

お申込手数料は、お申込金額（お申込口数×1口当たり純資産価格）に、お申込手数料率を乗じて次のように計算されます。
お申込手数料（税込）=お申込口数×1口当たり純資産価格×お申込手数料率（税込）。

（注1） 管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、
上記と異なる取扱いをすることができます。

（注2） 上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示します。
（注3） 上記申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務手続

の対価です。

ご換金（買戻）
手数料 買戻手数料は課されません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ファンドに係る報酬・費用等
ファンドの純資産価額に対して、年率0.80％（ただし、管理事務代行報酬と保管報酬の最低報酬額として合計年間15,500
ユーロおよび投資運用報酬の最低報酬額として年間55,000米ドル（１年目については年間30,000米ドル）がかかります。）
および下記の受託報酬の合計額、ならびにその他の費用・手数料がファンドの資産より控除されます。

（内訳）

手数料等 報酬料率 対価とする役務の内容 支払時期

管理報酬 純資産価額の年率0.03%
ファンドの設定・継続開示にかかる手続、資料
作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管理、
その他運営管理全般にかかる業務

各評価日に発生し
かつ計算され、毎月
後払いされます。

管理事務代行報酬 純資産価額の年率0.06%
（最低で年間12,500ユーロ）

ファンドの購入・換金（買戻し）等の受付、信託
財産の評価、純資産価額の計算、会計書類作
成およびこれらに付随する業務

保管報酬 純資産価額の年率0.04%
（最低で年間3,000ユーロ）

ファンド信託財産の保管、入出金の処理、信託
財産の決済およびこれらに付随する業務

代行協会員報酬 純資産価額の年率0.10%
目論見書、運用報告書等の販売会社への送付、
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

販売報酬 純資産価額の年率0.40%
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

サービス支援報酬 純資産価額の年率0.12% 日本におけるサービス支援業務

投資運用報酬

純資産価額の年率0.05%
（最低で年間55,000米ドル
（１年目については最低で年間
30,000米ドル））

ファンドに対する投資運用業務

受託報酬
純資産価額の年率0.01%
（最低で年間15,000米ドル、
最高で年間30,000米ドル）

ファンドに対する受託業務
四半期ごとに後払い
されます。

その他の費用・
手数料

設立費用、仲介手数料、その他の運営費用（監査人および法律顧問の報酬、保管料、適用法令に基づいて
作成する報告書または書類を作成し、配布する費用等）がファンドにより支払われます。これらは運用状況
等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことはできません。
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ファンドの費用
投資先債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用
指数値は、ＭＡファンドのパフォーマンスに連動する部分（以下「ＭＡファンド連動部分」といいます。）からポジション構
築や維持に関わる費用を減じることにより計算されます。また指数値はその算出に関わる費用が控除され、算出されま
す。ＭＡファンド連動部分の水準を算出する際の要素であるＭＡファンドの基準価額は、ＭＡファンドの運営にかかる費用
を控除して計算されます。これらの費用等につきましては、請求目論見書をご参照ください。

※上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される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。

重要な注意事項
本資料は法令に基づく開示書類ではありません。本資料はブリッジウォーターの情報をもとにＳＭＢＣ日興証券株式
会社が作成したものです。本資料に記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものでは
ありません。本資料に記載された市場やポートフォリオの見通し等は本資料作成時点でのブリッジウォーターの見解で
あり、将来の市場の動向等を保証するものではありません。また、将来、予告無しに変更される場合もあります。騰落率
は実際の投資家利回りとは異なります。外国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。外国投資信託は、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。
また銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません
 作成基準：2022年10月29日

※ファンドをお申込の際には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、
必ず詳細をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断下さい。

参照ファンド、参照ファンドの運用会社、それらの関連会社またはそれらのメンバー、マネージャー、パートナー、取締
役、役員もしくは従業員（以下、本項目において「対象当事者」といいます。）は、本書の内容の正確性や完全性、本書
における表明、またはファンドのパフォーマンスについて、いかなる責任も負わないものとします。対象当事者は、本書
および／またはファンドに関して投資者や第三者に生じた、いかなる直接的、間接的、結果的、または他の損失や利益
の損失を含む損害についての責任からも免責されます。対象当事者は、ファンドの受益証券についてのマーケティン
グ、勧誘または販売について責任を負うことも関与することもなければ、ファンドの販売に関する法令または規制の遵
守について責任を負うこともなく、さらに、マーケティング、販売、売買に関する対象当事者の商品やサービスについ
て、意見を述べることを許された第三者もおりません。

参照ファンド、参照ファンドの運用会社からのお知らせ
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