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販売用資料
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健全な地球環境を維持し、持続可能な社会へ

※上記のデータは過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

近年、人類は科学技術の進歩と急激な人口増加により大きく経済発展を遂げた一方、その代償として、地球環境を破壊し、その
影響が地球温暖化による大規模な自然災害の多発につながっています。
この危機的状況に早急に対応しなければ、わずか数十年後には人類の生存環境を脅やかす状況までに至っています。

1.健全な地球環境
2.持続可能な社会

2000年
世界人口
約61億人

（注）世界の漁獲量は海面漁獲量。
（出所）国連、国連食糧農業機関（FAO）、

総務省統計局、経済産業省、一般財
団法人日本原子力文化財団

負のインパクトが大きいとされる
上位5リスク（今後2年）

1 生活費の危機
2 自然災害と極端な異常気象
3 地政学上の対立
4 気候変動緩和策の失敗
5 社会的結束の浸食と二極化

環境・社会リスクが世界リスクの上位
世界経済フォーラムでも、環境・社会リスクは負
のインパクトが大きいリスクと認識されています。

2000年以降、急激な人口増加と新興国の目覚ましい経済成長により、莫大な資源が消費され、環境汚染が深刻化しています。

人口増加に伴う資源枯渇・生物多様性の喪失

世界の一次エネルギー消費量

1965年と2020年の比較
約3.6倍に増加

世界の取水量

1950年と2010年の比較
約3.2倍に増加

世界の漁獲量

1950年と2020年の比較
約4.7倍に増加

1950年にわずか16億炭素トンだったCO2排出量は、2010年には91億炭素トンと、地球が吸収可能な量の約3倍まで上昇しました。

化石燃料等からのCO2排出量（1850～2010年）
（単位：億炭素トン）

（注）CO2排出量は炭素重量に換算。
（出所）World Economic Forum 2023、一般財団法人日本原子力文化財団、気象庁

（年）

地球が吸収可能なCO2のライン

2010年
91

31

約3倍 自然吸収量を超過した分の
CO2は大気中に留まります。
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※上記のデータは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

※イラストはイメージです。

環境省が発表した、「2100年未来の天気予
報」（新作版）では、東京の気温が43℃に
なっている可能性が指摘されています。

現在の記録的高温が将来の日常に？

2100年未来の天気予報

札幌 41℃
東京 43℃
名古屋 44℃
大阪 43℃
福岡 42℃
那覇 39℃

※イラストはイメージです。

2100年の
年間最高気温

2100年
世界人口

約104億人

2050年
世界人口
約97億人

2050年には、世界の人口増加により食糧需要が2000年の約1.6倍になると予測
されており、供給不足から、世界的な食糧危機が発生する可能性があります。

2017年
世界人口
約75億人

最近では、地球環境にも重大な変化が生じ、世界各国で異常気象や大規模な自然災害が多発、甚大な被害が発生しています。

異常気象による被害額（1980年代の平均 ⇒2008～2017年の平均）の比較
暴風雨 山火事

約14.4倍 約4.3倍
洪水

約8.5倍
43億米ドル
⇒363億米ドル

49億米ドル
⇒708億米ドル

9億米ドル
⇒38億米ドル

※写真はイメージです。

（注1）気温上昇のデータは、IPCC第6次評価報告書による、温室効果ガスの排出量が非常に多く、最も気温上昇が大きくなる「SSP5-8.5」シナリオの
場合。平均気温の上昇幅は、1850-1900年の平均と2081-2100年の平均との比較。

（注2）2050年、2100年の世界人口は国連の予想。
（出所）国連、IPCC第6次評価報告書、環境省「Cool Choice」、The Emergency Events Database - Université catholique de Louvain 

（UCL） - CRED, D. Guha-Sapir - www.emdat.be, Brussels, Belgium、各種資料

2081-2100年までの
平均気温が
3.3℃から5.7℃上昇
する可能性も

CO2の排出を抑制しない状態が続くと、2100年には、地球の気温が最大で5.7℃
上昇し、生物の生存環境が著しく破壊される可能性があるとの指摘もあります。
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安全に管理されたトイレ
基本的なトイレ
限定的なトイレ
改善されていないトイレ
屋外排泄

74%

16%

4%
5% 2%安全に管理された飲み水

基本的な飲み水
限定的な飲み水
改善されていない水源
地表水

貧困に苦しむ国々では、生後1ヵ月未満で命を落とす割合は、日本の約50倍です。

世界では安全な水や衛生的なトイレを使用することができるのは一部の国・地域に限られています。

（注1）飲用水、トイレに関するデータは2020年現在。四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。
（注2）新生児死亡率は2021年推計の中央値。2021年の総人口数が10万人未満の国は除く。
（出所）国連児童基金（UNICEF）、厚生労働省検疫所、各種資料
※上記のデータは過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

世界の5歳未満児の死亡原因のうち、肺炎・下
痢・マラリア（寄生虫感染症の一種）の3つが
全体の約3割を占めています（2018年現在）。
しかし、先進国を中心とした長年の取組みにより、
同死亡率は緩やかながらも低下していることから、
今後も様々な課題に対しては国・企業が協働し
改善していくことが重要といえます。

危機的課題は山積みされる一方、
様々な努力により改善に向かっている例も

世界では、いまだ約6.5億人の人々が、極度な貧困状態での生活を余儀なくされており、それらの地域では、劣悪な環境や予防医
療の遅れから新生児や幼年時の死亡率が高い状態が続いています。さらに、健康的な生活を送るための必要条件である安全な水
やトイレを使用することができない人々は、数十億人にのぼります。これらの貧困は、紛争やテロの温床となり移民・難民問題にもつ
ながるため、国際的な取組みが必要となっています。

生命の存続に関わる基礎的ニーズを満たす

5歳未満児の死亡率（年次）
（2000～2021年）（人）

（年）

世界

日本

新生児の死亡率が低い国・高い国（2021年）

出
生
千
人
あ
た
り
の
死
亡
数

国名 割合
1 シンガポール 1,339人に1人
2 日本 1,227人に1人
3 ベラルーシ 1,145人に1人

低い国

国名 割合
1 南スーダン 25.2人に1人
2 パキスタン 25.4人に1人
3 ソマリア 27.8人に1人

高い国

世界の21億人が
安全に管理された

飲み水を利用できない。

世界の35億人が
安全に管理された

トイレを利用できない。

飲用水 トイレ

6億4,800万人
世界の貧困者数（2019年）

8.4％
世界全体の貧困率*（2019年）

＊国際貧困ラインに基づく、1日2.15米ドル未満で
生活する人の比率

（注）各年の数値は国連の推定値。

3.基礎的ニーズ
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下位25％の生徒の得点 上位25%の生徒の得点

機会の平等と強固な社会基盤の形成

（注1）得点差のデータはOECDが3年ごとに実施している学習到達度調査の2018年データを使用。社会経済文化的背景指標値とは、保護者の教育的背景（学歴）、家庭の社会経済的背景（職業）、家庭
の所有物に関する指標から構成された指標であり、この値が高いほど、生徒の社会経済文化的水準が高いことを示す。

（注2）新興国におけるセクター別インフラ需要の予測のうち、2014年推定値および年間の必要投資額（2015-2030年）は各々の最大額を使用。
（出所）OECD、各種資料
※上記のデータは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

近年、保護者の経済状況等を原因とする子どもの「教育格差」が将来の「所得格差」につながるとして社会問題化しており、
この他にも、男女間の格差や世界的なインフラ不足など、国・企業が取り組むべき社会的課題は山積みとなっています。

社会経済文化的背景指標値が高い生徒と
低い生徒との得点差（読解力）

（点） （％）

上場企業の取締役における
女性の比率（2021年）

OECD
平均

上位25％ 下位25％ 差
534点 445点 89点

OECD平均 日本
28％ 13％

新興国におけるセクター別
インフラ需要の予測
（2014-2030年）

社会経済文化的背景指標値が

4.平等と機会
5.強固な社会基盤

（億米ドル）

インフラ整備には莫大な資金と労力が必要なた
め、当初は国・政府が主導する一方、実際の開
発は企業の協力が必要不可欠となります。
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SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

GOALS

2030年に向けて世界が一つに

 2015年9月、危機的な環境・社会的脅威に対して先進国・新興国問わず世界全体が一丸となり、SDGsの奇跡的な合意に至りました。
 SDGsでは、“誰一人取り残さない”を理念として掲げており、その課題解決には公的セクターだけでなく、民間企業や市民社会などあらゆる

ステークホルダーが連携することが求められています。

2015年9月 SDGsを国連全加盟国（193ヵ国）が全会一致で採択

 2015年9月の国連サミットで採択された、2016年から2030年までの国際目標です。
 持続可能な世界（あらゆる形の貧困を解消・不平等の撲滅・気候変動の改善など）を実現するための17の
目標・169のターゲットから構成されています。

 各国は以後15年間、すべての人に普遍的に適用されるこれら新たな目標の達成を目指し、あらゆる形態の貧
困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処しながら、誰一人取り残さないための取組みに向け、力を
合わせていくことになります。

SDGs（持続可能な開発目標）とは

2030年までの間に世界で年間5～7兆米ドルの投資が必要となるだろう。
（UNCTAD（国連貿易開発会議）による試算）

SDGsの達成が今後の世界的経済成長の鍵となるだろう。
（PRI（責任投資原則））

SDGsの達成のためには、公的セクターのみならず、
民間企業が有する資金や技術を社会課題の解決に効果的に役立てていくことが必要。
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※個別銘柄に言及していますが、例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資するとは限りません。また、個別銘柄を推奨するものではありません。
※上記のデータは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

海洋プラスチックごみ問題

高い耐久性から便利な素材として世界中に普及したプラスチックが、生態系に悪
影響をもたらしています。特にマイクロプラスチックと呼ばれる大きさ５ｍｍ以下の
ものは有害物質を吸着しやすく、魚や貝、鳥などが誤って食べてしまうことにより、
生物の食物連鎖の中にプラスチックが取り込まれ、重大な被害につながる恐れが
指摘されています。また、年間1,270万トンのプラスチックごみが海に流れ出てお
り、このままのペースで増えた場合、2050年には、海洋プラスチックごみの量が海
にいる魚の量を超えるとの予測もあります。

PETボトルリサイクル率
（20年度、21年度）

日本：86.0％（21年度）
欧州：42.7％（21年度）
米国：18.0％（20年度）

プラスチック製食器が自然に
分解するのに要する時間

100～1,000年

SDGs達成に向け、民間企業には様々な取組みが求められています

新興国では深刻な食糧不足により、約8億人が食糧を十分に確保できずに、飢
餓に苦しんでいるなか、世界の食糧業界では口に入ることなく廃棄されている食
糧が3分の１にも及んでいます。
また、食糧生産のためには、貴重な水を消費するだけでなく、温室効果ガスも大
量に排出されることになります。この観点から、政府・企業全体で食品の廃棄や
食品ロスの削減を目指す取組みが始まっています。

約1/3
年間13億トン

世界全体で
生産される食糧の

ロベコ・グループ
が

注目する分野

食品ロス問題

（出所）PETボトルリサイクル推進協議会、環境省、国連食糧農業機関（FAO）、Business & Sustainable Development Commission 「Better Business, Better World」、各種資料

SDGs達成に向け
成長が期待される60の市場

市場価値の合計

年間12兆米ドル

※イラスト、写真はイメージです。※写真はイメージです。

スターバックス

2018年7月、プラスチック製の使い捨
てストローの使用を2020年までに世
界中の店舗で全廃すると発表。
2020年から紙製のストローを段階的
に導入開始。

廃棄される食糧をつくるために・・・

日本の面積の
約37倍の
土地を使い
（14億ha）

33億二酸化
炭素トンの
CO2を排出
しています。

2017年10月、2025年までに食品
廃棄物半減（2015年度比）を目
指し、廃棄物を堆肥としてリサイクルし、
直営農場で農産物を育て、店舗で
販売する「食品資源循環モデル」を構
築すると発表。

エネルギー 水 素材 食物 健康

廃棄される
食糧

改善に取り組む
企業例

イオン

改善に取り組む
企業例

琵琶湖の
約9倍の水を

使い
（250km3）



9

販売用資料資産運用の世界的潮流であるESG投資
 2006年、世界の機関投資家と国連が共同で、「投資判断にESGを組み込む」など、ESG投資に関する6つの原則からなる「責任投資原則（PRI）」

を提唱し、ESG投資の拡大を後押ししました。
 ESG投資は世界で拡大しており、投資額は2020年には35.3兆米ドル（約3,831兆円）まで増加しています。

国連による責任投資原則（PRI）公表

グローバル

日本

責任投資原則（PRI）をはじめとしたESG投資の促進

2014年

2015年

世界の証券取引所の約4割がESG情報開示を要求
「日本版スチュワードシップ・コード」制定

「コーポレートガバナンス・コード」制定

責任投資原則（PRI（Principles for Responsible Investment））とは、2006年
4月にアナン元国連事務総長により金融業界に対して提唱された投資原則です。
PRIでは、投資の意思決定にESGの考え方を組み込み、受益者のために長期的な投資成
果を向上させることを目的としています。

国際取引所連合（WFE）が世界の証券取引所向けに実施した調査で、世界の証券取
引所のうち約4割が上場企業に対し、コーポレート・ガバナンスに加えて少なくとも何らかの
ESG関連情報の開示を求めていることが明らかになりました。

スチュワードシップ・コードとは、企業の持続的成長を
促す「責任ある機関投資家」としての諸原則をまとめ
たものです。

2017年、株主総会の個別議案ごとに議決権行使
の開示を求めるなど、より厳しく改訂されました。

コーポレートガバナンス・コードとは、中長期的な企業
価値の向上に向け、経営者が取り組むべき指針です。

2021年の改定指針では、取締役会における独立
社外取締役の拡充、中核人材における女性や外国
人等の登用、サステナビリティを巡る課題への取組み
などを求めています。

2006年

2015年

2017年
PRIは「Blueprint for Responsible Investment」において
SDGsをPRIの使命・原則の序文の中心に据えることを決定

PRIが「Climate Action 100+」を発足
他の機関投資家団体とともに、気候変動対応を世界規模で推進するための新たな5ヵ年イ
ニシアチブ「Climate Action 100+」を発足。温室効果ガスの排出量が多い企業100社
以上に排出量を抑制、気候関連の財務情報の開示、気候変動に関するガバナンスの改善
などを働きかけていく。
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GPIFが日本株ESG投資を開始

※上記のデータは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

年金基金や機関投資家を中心に、“ESG評価が低い、改善がみられない企業には一切投資しない”という機運が高まっています

運用資産残高約190兆円*、世界最大の機関投
資家GPIF（年金積立金管理運用独立行政法
人）は2017年度、国内株式において3つのESG指
数を選定し、ESG投資を開始しました。

さらに2017年10月からは株式にとどまらず、債券な
どすべての資産でESGの要素を考慮した投資を進め
ています。

（注1）世界のESG投資額のデータは各年の前年末、ただし2016年と2020年の日本は各年3月末。円換算は各年のデータと同月末の為替レートで計算。
（注2）オランダ公務員年金基金、ノルウェー政府年金基金の運用資産残高および換算為替レートは2022年12月末現在。
（出所）Morningstar、Global Sustainable Investment Review 2020、Bloomberg、各種資料

*2022年12月末現在

オランダ公務員年金基金（ABP）

運用資産残高約64兆円のオランダ公務員年金基
金は、2016年より全ての投資判断にESG関連の
項目を追加し、ESGの評価が低い企業を投資対
象から除外しています。
再生可能エネルギーやSDGs関連等に投資するな
どして、2050年までに環境に中立なポートフォリオ
の構築を目指しています。

ノルウェー政府年金基金

運用資産残高約166兆円と、GPIFに次ぐ世界第
２位の規模を誇るノルウェー政府年金基金は、
2015年にはESG評価の低い企業を投資対象から
除外し、73社から投資引揚げ（ダイベストメント）
を実施しています。
その一方、ESG評価の高い企業であれば、中小型
株にも積極的に投資しています。

2018年
2017年

PRIが署名機関の最低履行要件を設定
PRIに署名しているアセットオーナーと運用機関に対し、運用資産の50％以上に適用する責
任投資ポリシーの策定等を最低履行要件に設定。2020年までに履行しない機関はPRIか
ら除名される。

ロックフェラー

石油事業で財を成した米国を代表する資産家、
ロックフェラー家が関連する基金「ロックフェラー・ファミ
リー・ファンド」は2016年、化石燃料関連への投資
を中止すると発表しました。
ロックフェラー財団は、経済的利益と社会・環境にも
配慮した「インパクト投資」の名付け親としても知ら
れています。

※ 化石燃料の燃焼は、地球温暖化の原因である温室
効果ガスの排出につながるといわれています。

世界のESG投資の残高が3,800兆円を突破
世界のESG投資額の推移

2020年
3,831兆円
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環境・社会への配慮が業績につながっている事例

再生可能エネルギー比率と
CO2削減量の推移

（2018年1Q～2020年4Q）

（注）CO2削減量は、シュナイダーエレクトリックのソリューションを採用した顧客におけるCO2削減量。
（出所）シュナイダーエレクトリック、各種資料
※上記は例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資するとは限りません。また、個別銘柄を推奨するものではありません。
※上記のデータは過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。

ESG投資のパフォーマンスは堅調

（ポイント）

344

337

S&Pグローバル1200指数

S&Pグローバル1200
ESG指数

※2010年5月末を100として指数化

（年/月）

ESGグローバル株式指数とグローバル株式指数のパフォーマンス比較

（注1）データは2010年5月末～2023年2月末、月次。
（注2）S&Pグローバル1200ESG指数（米ドルベース）、S&Pグローバル1200指数ともに配当込み。
（出所）Bloomberg

シュナイダーエレクトリック（フランス）

 近年、環境問題等への消費者の関心は高まっており、いち早くESGに配慮した商品・サービスを提供してきた企業は、既存商品のシェア
を奪い、売上げを大きく伸ばしています。

 過去、ESG評価の高い企業への投資は、世界株式を上回るパフォーマンスとなっています。

中長期投資におけるESG投資の重要性

 2018年には持続可能性に向けた積極的な取組計画である「シュナイ
ダー・サステナビリティ・インパクト2018-2020」を発表。

 CO2削減につながるソリューション等の提供により、持続可能な社会の実
現に貢献するとともに、業績を拡大させています。

売上高に占めるエコデザイン製品、
サービス、ソリューションの比率（％）

（2018年1月～2020年4Q）

（年/四半期）

（％）（100万トン）

CO2削減量
（左軸）

再生可能エネルギー
比率（右軸）
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300
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10/5 12/5 14/5 16/5 18/5 20/5 22/5
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ESG投資に対するロベコ・グループの考え

※上記のデータは例示を目的としたものであり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、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もありません。
（出所）Clark, G., Feiner, A. and Viehs, M., From the Stockholder to the Stakeholder – How Sustainability Can drive Financial Outperformance, 2014、ロベコ・スイス

複数の研究結果によりESG投資の
有効性が示されています

株主リターンの向上

企業業績の向上

資本コストの低減

88％

80％

90％

全体の80％で相対的に
高いリターンを確認

全体の88％で相対的に
高いリターンを確認

全体の90％で相対的に
コストの低減を確認

（ロベコ・スイス 「The truth about sustainability investing（サステナビリティ投資の真実）」より抜粋）

過去数年間に発表された、企業の「付加価値」を検証
する研究の幾つかは、特に注目に値します。

 オックスフォード大学とアラベスク・パートナーズが発表
した研究では、学術研究、業界レポートなど200件
以上の情報ソースを分析した結果、検証した文献の
80％で、良識あるサステナビリティの実践は投資パ
フォーマンスにプラスの影響をもたらすことが示され
ていると結論付けています。

 ドイツ銀行の資産運用部門がハンブルク大学と協働
で実施した調査では、大半の企業でESGによる企
業業績の改善がみられるという結論が得られました。

 ハーバード・ビジネス・スクールによる2016年の調査
では、重要なESG課題における企業の実績や開示
状況が、その企業の株価と直接関係していることが
示されました。

 ESG投資には、「企業がESGに取り組むにはコストが発生するため、運用パフォーマンスを悪化させる」という見解が存在しますが、実際には、企業や投資家がESG原則を
導入することで、パフォーマンス向上につながると様々な実証結果が示しています。

 企業にとって、ESGに取り組むことは先々のコスト削減と収益拡大につながり、それが、ステークホルダーの長期的なリターンにつながっていくのです。
 だからこそ、ロベコ・グループはESG投資の効力を強く確信しており、株式、債券のファンダメンタルズ運用、クオンツ運用にわたり、ESG分析を投資プロセスに統合しています。

※上記の結果は研究データに基づくものであり、全ての企業に
該当するとは限りません。
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投資家の皆様へ

SDGsの達成には、企業が重要な役割を担っています。
これからの企業経営は、従来の利益至上主義から脱却し、利益と社会貢献との調和を図ってい
く必要があります。

投資する側にも、SDGsに貢献する企業への投資には中長期的な視点が不可欠です。

当ファンドを通じ、SDGsに貢献し、ESGに取り組む企業に中長期的な視点で投資を行っていくこ
とで、子や孫、未来の子供たちへ、豊かな地球・社会を残すことにつなげていきたいと願っています。

※写真はイメージです。
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実質的な運用会社のご紹介

ロベコの概要

（注1）2022年12月末現在。
（注2）ロベコの拠点、従業員数、運用資産残高はロベコ・オランダおよびグループ運用会社の合計。
（注3）運用資産残高のデータは同時点の為替レート（1ユーロ＝140.82円、1米ドル＝131.95円）

で円換算。
（出所）ロベコ・スイス

 ロベコは、1929年にオランダ・ロッテルダムで設立されたグローバルな資産運用会社です。
 ロベコは、オランダの大手資産運用グループであるオリックス・コーポレーション・ヨーロッパが100％出資する法人です。
 実質的な運用は、ロベコ・オランダの運用チームおよびリサーチ・チームと密接に連携して、ロベコ・スイスが行います。

運用プロセス

ロベコ・グループのカバー銘柄
約5,000銘柄

投資対象ユニバースの構築
約850銘柄

ポートフォリオ
50～80銘柄

投資候補銘柄の選定
約300銘柄

ロベコ・グループの
カバー銘柄から「SDGs
貢献度評価」による選別

個別企業の
ファンダメンタルズ分析

投資銘柄の選別

特色 1995年に自社初のサステナブル投資商品を設定
以来、サステナブル投資を最前線でリード

拠点 世界に16拠点を展開

従業員数 1,052名（うち運用プロフェッショナル306名）

運用資産残高 約24兆円（約1,710億ユーロ）

SDGsに貢献できる企業を評価、選別

競争優位性と堅固な財務基盤
を有する銘柄を選別

※ 上記の運用プロセスは2023年2月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

ロベコ・スイスの概要

設立 1995年

拠点 スイス（チューリッヒ）

運用資産残高 約1.6兆円（約119億米ドル）

確信度の高い投資アイデアの
反映とSDGs項目の分散を図る

投資銘柄のSDGs
インパクトの計測・管理
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基準価額および純資産総額の推移

※上記は過去の実績であり、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26ページをご覧ください。

（注1）基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後。
（注2）当ファンドは、2023年2月28日現在において分配を行っておりません。

2023年2月28日現在

基準価額
15,603円

純資産総額
約308億円

（円）

（億円）

（年/月）

2019年1⽉28日（設定日）～2023年2⽉28日
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8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
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純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
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大型株
83.6

中型株
10.1

小型株
1.1

現金等
5.2

ポートフォリオ（2023年2⽉末現在）

（注1）SDGsの目標別構成比率は、1銘柄で複数の目標に該当するケースが存在するため、合計が100％にはなりません。
（注2）国・地域別、業種別、規模別の構成比率は当ファンドの純資産総額を100％として計算しています。四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。
（注3）業種別構成比率はGICS（世界産業分類基準）による分類、規模別構成比率はロベコ・スイスによる分類で、時価総額が大型株は100億米ドル以上、中型株は20億米ドル以上100億米ドル未満、小型株は20億米ドル未満。
（注4）世界株式はMSCIワールド・インデックス。
（出所）ロベコ・スイス

SDGsの目標別構成比率（%） 業種別構成比率（％）国・地域別構成比率（％）

※上記は2023年2月末現在の当ファンドのポートフォリオ概要であり、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。

規模別構成比率（％） バリュエーション

項目 ポートフォリオ 世界株式

予想PER
（12ヵ月） 14.3倍 16.1倍

PBR 2.2倍 2.7倍

※PER・・・株価収益率。株価÷一株当たり利益（EPS）で算出。
※PBR・・・株価純資産倍率。株価÷一株当たり純資産（BPS）

で算出。0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

3.0

4.0

4.4

4.5

6.4

8.7

9.7

21.7

29.0

43.2

44.4

46.4

17:パートナーシップで目標を達成しよう

15:陸の豊かさも守ろう

13:気候変動に具体的な対策を

10:人や国の不平等をなくそう

4:質の高い教育をみんなに

14:海の豊かさを守ろう

2:飢餓をゼロに

6:安全な水とトイレを世界中に

1:貧困をなくそう

12:つくる責任つかう責任

7:エネルギーをみんなにそしてクリーンに

16:平和と公正をすべての人に

11:住み続けられるまちづくりを

3:すべての人に健康と福祉を

9:産業と技術革新の基盤をつくろう

8:働きがいも経済成長も

5:ジェンダー平等を実現しよう

情報技術
24.2

ヘルスケア
17.3

金融 14.8

資本財・サービス 11.1

一般消費財・
サービス

10.2

生活必需品
8.3

コミュニケーション・
サービス 4.5

素材 3.4 その他
0.9

現金等 5.2

米国
51.0

英国 9.9

日本 6.7

アイルランド
5.1

ドイツ 4.2

オランダ 4.2
韓国 3.6
スイス 2.5
英ヴァージン諸島 2.5 その他 5.0

現金等 5.2
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組入銘柄のご紹介①

（注1）業種はGICS（世界産業分類基準）による分類。SDGs項目はロベコ・スイスによる分類。
（注2）SDGs貢献度評価はロベコ・スイスによる評価で、+3（最高）～－3（最低）の7段階評価。
（注3）グラフのデータは、株価は2017年6月末～2023年2月末の月次、EPSは2018年6月期～2025年6月期の年間値。EPSの2023年6月期以降は、2023年2月末現在のBloomberg予想。
（出所）ロベコ・スイス、Bloomberg、各種資料

順
位 銘柄 国・地域 業種 SDGs

項目
SDGs
貢献度
評価

比率
（％）

1 マイクロソフト 米国 情報技術 5・8・9 +2 4.6

2 アストラゼネカ 英国 ヘルスケア 3・5 +2 3.9

3 リンデ アイルランド 素材 12 +2 3.4

4 PNCファイナンシャル・
サービシーズ 米国 金融 5・8・9 +2 3.1

5 VISA 米国 情報技術 5・8・9 +2 2.8

6 オン・セミコンダクター 米国 情報技術 7・8・9 +2 2.6

7 セコム 日本 資本財・
サービス 11・16 +2 2.5

8 KBフィナンシャル・グループ 韓国 金融 8・9・11 +2 2.5

9 KPN オランダ コミュニケーショ
ン・サービス 5・8・9・16 +2 2.5

10 ノマド・フーズ 英ヴァージン
諸島 生活必需品 2・3・14 +2 2.5

組入上位10銘柄（組入銘柄数：50）（2023年2月末現在）

※上記は組入銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運用成果および当該銘柄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。

※写真はイメージです。

株価とEPS

業種：情報技術

 世界最大級のソフトウェアメーカー。
 ソフトウェア製品の開発、販売はもとより、近年は
クラウド・コンピューティングに注力。

マイクロソフト（米国）

ロベコ・スイスのSDGs貢献度評価：+2

 個人や法人が所有するストレージ（記憶装置）がクラウド・コンピューティング等の
サービスに置き換わることにより、世界のエネルギー効率の改善に寄与。

 同社の製品およびライセンスは、情報技術における革新性を高め、経済的繁栄を支
える信頼性の高いインフラ開発を可能とする。職場での男女平等の推進も評価。

（年/月）

（米ドル） （米ドル）

予想
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組入銘柄のご紹介②

（注1）業種はGICS（世界産業分類基準）による分類、SDGs貢献度評価はロベコ・スイスによる評価で、+3（最高）～－3（最低）の7段階評価。
（注2）グラフのデータは、株価は2017年12月末～2023年2月末の月次、EPSは2018年12月期～2025年12月期の年間値。EPSの2023年12月期以降は、2023年2月末現在のBloomberg予想。
（出所）ロベコ・スイス、Bloomberg、各種資料

業種：素材

 産業用ガスおよびエンジニアリング事業を行う企
業グループ。

 グリーン水素分野において世界的先駆者。

リンデ（アイルランド）

ロベコ・スイスのSDGs貢献度評価：+2

 クリーンエネルギーへの移行に重要な役割を果たし、脱炭素化製品への対応など同
社の製品は積極的に貢献。

 非農業用化学物質に関するSDGsの枠組みでは、環境への副作用を最小限に抑え
る取組みやCO2削減などの検討状況等を評価。

※上記は組入銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運用成果および当該銘柄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。

株価とEPS

（年/月）

（英ポンド） （英ポンド）

予想

※写真はイメージです。

業種：ヘルスケア

 英国に本社を置くグローバル製薬企業。
 がん、循環器系、消化器系、呼吸器系など広
範な治療分野に注力し製品を開発・提供。

アストラゼネカ（英国）

ロベコ・スイスのSDGs貢献度評価：+2

 様々な疾患を治療するための医療ソリューションの製造と販売に全面的に取り組んで
いる。

 役員や上級管理職に占める女性の割合も非常に高く、企業全体として女性を公平
に待遇することで男女共同参画を推進。

（年/月）

株価とEPS（米ドル） （米ドル）

予想
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業種：金融

 本社を米国ペンシルべニア州に置き、北東部の
州を中心に支店を展開する米国の地方銀行。

 BBVA*の米国銀行部門を2021年に買収し、
米国内での地域的な事業基盤を拡大。
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EPS（右軸）
株価（左軸）

組入銘柄のご紹介③

（注1）業種はGICS（世界産業分類基準）による分類、SDGs貢献度評価はロベコ・スイスによる評価で、+3（最高）～－3（最低）の7段階評価。
（注2）左グラフのデータは、株価は2017年12月末～2023年2月末の月次、EPSは2018年12月期～2025年12月期の年間値。EPSの2023年12月期以降は、2023年2月末現在のBloomberg予想。

右グラフのデータは、株価は2017年9月末～2023年2月末の月次、EPSは2018年9月期～2025年9月期の年間値。EPSの2023年9月期以降は、2023年2月末現在のBloomberg予想。
（出所）ロベコ・スイス、Bloomberg、各種資料

業種：情報技術

 デジタル決済で世界大手の一角をなすクレジット
カード企業。

 様々なモバイル端末に対応した決済を提供し多
くの国・地域において商取引を促進。

VISA（米国）

ロベコ・スイスのSDGs貢献度評価：+2

 安全な決済ネットワークはバリューチェーンと市場の統合を促進し、経済成長に貢献。
 役員における女性比率が高水準。広範な有給育児休暇も提供。

※上記は組入銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運用成果および当該銘柄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。

株価とEPS

（年/月）

（米ドル） （米ドル）

予想

※写真はイメージです。

PNCファイナンシャル・サービシーズ（米国）

ロベコ・スイスのSDGs貢献度評価：+2

 中小企業向け融資残高割合が高水準。また、低・中所得者層や有色人種など個
人やコミュニティの経済的機会を強化するために、多額の財政支援を発表、人々の
生活改善や経済成長に貢献。

 女性従業員の管理職登用などダイバーシティ・ジェンダー平等の推進も評価。

＊ ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行

（年/月）

株価とEPS（米ドル） （米ドル）

予想
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（ご参考）SDGsの17目標について
貧困をなくそう
あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符
を打つ

飢餓をゼロに
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養
状態の改善を達成するとともに、持続可能な農
業を推進する

すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を
確保し、福祉を推進する

質の高い教育をみんなに
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教
育を提供し、生涯学習の機会を促進する

ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児
のエンパワーメントを図る

安全な水とトイレを世界中に
すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可
能な管理を確保する

エネルギーをみんなにそしてクリーンに
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能か
つ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する

働きがいも経済成長も
すべての人々のための持続的、包摂的かつ持
続可能な経済成長、生産的な完全雇用およ
びディーセント・ワークを推進する

産業と技術革新の基盤をつくろう
レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続
可能な産業化を推進するとともに、イノベーショ
ンの拡大を図る

人や国の不平等をなくそう
国内および国家間の不平等を是正する

住み続けられるまちづくりを
都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエ
ントかつ持続可能にする

つくる責任つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する

気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対
策を取る

海の豊かさを守ろう
海洋と海洋資源を持続可能な開発にて保全し、
持続可能な形で利用する

陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復および持続可能な
利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠
化への対処、土地劣化の阻止および逆転、なら
びに生物多様性損失の阻止を図る

平和と公正をすべての人に
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社
会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを
提供するとともに、あらゆるレベルにおいて効果
的で責任ある包摂的な制度を構築する

パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化する

（出所）各種資料



販売用資料

21

ファンドの特色

※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。

 「SDGs（エスディージーズ：Sustainable Development Goals = 持続可能な開発目標）」とは、2015年9月の国連サミットで採択さ
れた、2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界（あらゆる形の貧困を解消・不平等の撲滅・気候変動の改善など）を
実現するための17の目標・169のターゲットから構成されています。

 SDGsへの貢献度に加え、企業の収益性やバリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行います。またSDGs各分野への分散等を
考慮してポートフォリオを構築します。

 運用の指図に関する権限の一部をロベコ・スイスに委託します。

 ロべコ・スイスは、投資候補銘柄選定、ポートフォリオ構築に関する権限の一部をロベコ・オランダに再委託します。

 「ESG投資」とは、投資判断の際に企業の環境（Environment） 、社会（Social） 、ガバナンス（Governance）への取組みを考慮
する投資手法です。

SDGsへの貢献が期待される企業の株式に投資を行います。

実質的な運用は、資産運用の世界的な潮流である「ESG投資」の手法を活用して、
ロベコ・グループが行います。

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

1

2

3

※不動産投資信託（REIT）、DR（預託証書）等にも投資することがあります。
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ファンドのしくみ

投
資
者
（
受
益
者
）

グローバルSDGs
株式ファンド

ファンド

グローバルSDGs
エクイティ・
マザーファンド

世界の
SDGs

関連企業の
株式等

投資対象資産マザーファンド

申込金

分配金
解約金
償還金

投資

損益

投資

損益

 ファミリーファンド方式で運用を行います。

ロベコ・スイスに、マザーファンドの運用指図に
関する権限の一部*を委託します。

＊ ロベコ・スイスは、投資候補銘柄選定、ポートフォリオ構築に関する権限の一部をロベコ・オランダに再委託します。
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ファンドのリスクおよび留意点
基準価額の変動要因
 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者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。

 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
 当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■価格変動リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財
務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

●株式市場リスク…株価の下落は、基準価額の下落要因です

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が
下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■為替変動リスク…円高は基準価額の下落要因です
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、
円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等
の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、
通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■カントリーリスク…投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です

■流動性リスク・・・市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です

その他の留意点
■投資信託に関する留意点
 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、
当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

 ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
 ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能
性等があります。

■信用リスク…債務不履行の発生等は、基準価額の下落要因です
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分配方針および分配金に関する留意事項
分配方針
 年1回（原則として毎年2月7日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。
 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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、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。
 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。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

購 入 ・ 換 金 の
申 込 受 付 日 原則として、申込不可日を除きいつでも購入・換金のお申込みができます。

購 入 単 位 ＜分配金受取りコース＞ （新規申込）10万口以上1万口単位 （追加申込）1万口単位
＜分配金再投資コース＞ （新規申込）10万円以上1円単位 （追加申込）1万円以上1円単位

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 単 位 ＜分配金受取りコース＞ 1万口単位
＜分配金再投資コース＞ 1万円以上1円単位 または 1口単位

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申 込 不 可 日 以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。
●ニューヨークの取引所の休業日 ●ロンドンの取引所の休業日 ●ニューヨークの銀行の休業日 ●ロンドンの銀行の休業日

決 算 お よ び 分 配

年1回（毎年2月7日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配方針に基づき分配金額を決定します。
＜分配金受取りコース＞ 原則として、分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。
＜分配金再投資コース＞ 原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資いたします。

再投資を停止し、分配金のお受取りを希望される場合はお申し出ください。
※なお、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

信 託 期 間 2029年2月7日まで（2019年1月28日設定）

繰 上 償 還
以下の場合には、繰上償還をすることがあります。
●繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき ●残存口数が10億口を下回ることとなったとき
●その他やむを得ない事情が発生したとき

課 税 関 係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用
対象です。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※2024年以降、ジュニアNISAで新規の購入ができなくなります。なお、今後NISA制度は見直しされる予定です。
※上記は作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。
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ファンドの費用等（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

■ ファンドの費用
①投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料

購入時手数料は、お申込代金／お申込金額に応じて、下記のように変わります。

お申込代金＝購入価額×購入申込口数
お申込金額＝（購入価額×購入申込口数）＋購入時手数料（税込み）
※分配金再投資コースの場合、分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

信 託 財 産 留 保 額 ありません。

委 託 会 社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図等を行います。）
受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理等を行います。）
販 売 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（ファンドの募集・販売の取扱い等を行います。）

投 資 顧 問 会 社
ロベコ・スイス・エージー（マザーファンドの運用指図に関する権限の一部委託を受け、投資信託財産の運用を行います。）
ロベコ・インスティチューショナル・アセット・マネジメント・ビー・ヴィ
（ロベコ・スイス・エージーより、同社が委託を受けた運用指図に関する権限のうち、投資候補銘柄選定、ポートフォリオ構築に関する権限の
一部の再委託を受け、投資信託財産の運用を行います。）

お申込代金／お申込金額 1億円未満 1億円以上5億円未満 5億円以上10億円未満 10億円以上
分配金受取りコース お申込代金に応じて 3.30％

（税抜き3.00％）
1.65％

（税抜き1.50％）
0.825％

（税抜き0.75％）
0.55％

（税抜き0.50％）分配金再投資コース お申込金額に応じて

②投資者が信託財産で間接的に負担する費用

■委託会社、その他の関係法人等

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの純資産総額に年1.694％（税抜き1.54％）の率を乗じた額。
※マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬（年0.45％（税抜き））が含まれております。

そ の 他 の 費 用 ・
手 数 料

以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に支払われるファンドの監査費用 ●有価証券の売買時に発生する売買委託手数料
●資産を外国で保管する場合の費用 等
※上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有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。
※購入・換金単位および購入時手数料については、ＳＭＢＣ日興証券が別に定める場合はこの限りではありません。
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重要な注意事項

作成基準日：2023年2月末

■当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセット
マネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰
属します。

■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績
は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金
融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補
完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在
した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書
面等は販売会社にご請求ください。

■当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ご不明な点は下記にお問い合わせください。
＜コールセンター＞0120-88-2976 受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）
＜ホームページ＞https://www.smd-am.co.jp
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