
アイザワ・ファンド・セレクション

資産運用「ＡｔｏＺ」！
様々な投資商品でお客様の運用ニーズにお応えする、
アイザワ（ＡｉＺａｗａ）証券へ、是非、ご相談ください。
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アイザワ証券株式会社



☆☆☆　アイザワ・ファンド・セレクション　2022　☆☆☆　　　　　　　　　　2022年10月　　　　 　　　　　　　　　　　　　※お取引の際は、投資信託説明書（交付目論見書）等で諸条件をご確認ください。

対象

資産
銘柄名

決算

頻度
信託期間

当社

お申込手数料

※（税込）

【三井住友トラスト・アセットマネジメント】

☆脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（資産成長型） 年2回

☆脱炭素関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）
毎月

【東京海上アセットマネジメント】

☆東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジあり）（年1回決算型）

☆東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年1回決算型）
年1回

2030/2/4

まで

最大

3.3%

【三菱UFJ国際投信】

☆ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド

　《愛称：ポジティブ・チェンジ》
年1回

☆ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示型）

　《愛称：ポジティブ・チェンジ》 毎月

【ニッセイアセットマネジメント】

☆ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド　年２回決算型（為替ヘッジあり）

☆ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド　年２回決算型（為替ヘッジなし）
年2回

☆ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド　資産成長型   （為替ヘッジあり）

☆ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド　資産成長型　 （為替ヘッジなし） 年1回

【SOMPOアセットマネジメント】

☆スイス・グローバル・リーダー・ファンド

☆スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
年4回

2026/6/4

まで

最大

3.3%

【三菱UFJ国際投信】

☆モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）

☆モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
年1回

☆モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型

☆モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 毎月

【アライアンス・バーンスタイン】

☆アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Aコース（為替ヘッジあり）

☆アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Bコース（為替ヘッジなし）
年2回

☆アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Cコース

  　　　　　　　　　　　 　　　　　　 毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型

☆アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信・Dコース

  　　　　　　　　　　　　　　　      毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

毎月

【明治安田アセットマネジメント】

☆明治安田米国中小型成長株式ファンド 年2回
2032/1/30

まで

☆明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）

☆明治安田米国中小型成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） 毎月
2030/9/13

まで

【BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社】

☆米国製造業株式ファンド

　《愛称：USルネサンス》
年1回

2032/5/17

まで

最大

3.3％

【ファイブスター投信投資顧問】

☆ベトナム・ロータス・ファンド

　《愛称：ロータス》
年1回 無期限

最大

3.3%

ESG

SDGs

グリーン

2031/4/7

まで

最大

3.3％

2030/12/16

まで

最大

3.3%

2039/6/24

まで

最大

3.3%

海外

株式

2037/2/20

まで

最大

3.3%

2034/6/15

まで

最大

3.3%

最大

3.3%

※当社にてお申込み頂く場合の最大手数料率を掲載しています。
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信託報酬

（年率,税込）

（％）

信託財産

 留保額

（％）

換金代金の

お支払日

（営業日目）

特徴

1.877 無 7

・日本を含む世界の「がんの治療・診断・研修等に関する事業を行う企業」の株式に投資します。

・革新的な技術やアイディアを持ち、「がん治療」の進捗に多大な貢献（インパクト）を及ぼす可能性の高い企業に着目

　します。

・がん関連企業の株式等の実質的な運用は、「カンドリアム・ベルギー・エス・エー」が行います。

1.848 0.30 6

・主にスイス株式へ投資します。

・運用指図に関する権限をスイス・UBP社に委託します｡

・キャッシュフロー利益率が高く、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーを中心に集中投資します｡

2.090

2.068

1.870 0.30 6

・主として米国の製造業に関連した株式に投資します。

・実質的な運用は、BNYメロン・グループ傘下のニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが

　行います。

2.167 0.30 8
・主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域（日本を含む）の取引所に上場して

　いるベトナム関連企業の株式等に投資を行い、信託財産の成長を目指します。

1.848 無

1.584 無

・日本を含む世界各国の脱炭素関連企業の株式に投資します。

・実質的な運用は、米国本社のニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。

1.518 無 6

・好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投

　資を行います。

・実質的な運用は、英国のベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが行います。

6

1.980 無

無

1.727 無

5
・米国の成長性が高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とします。

・実質的な運用は、米国本社のアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。

6

・日本を含む世界各国の株式に投資します。

・SDGs（2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標）達成に貢献する事業を展開する企業の

　なかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。

5

・日本を含む世界各国からプレミアム企業（高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など競争優位の無形資産を

　裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業）を厳選して投資します。

・実質的な運用は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが行います。

5

・高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断される米国株式へ投資します｡

・「S&P500株価指数（※）」をベンチマークとします。

　※Aコース及びCコース：S&P500株価指数（配当込み、円ヘッジベース）

　※Bコース及びDコース：S&P500株価指数（配当込み、円ベース）

（2022年10月現在)　　3
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対象

資産
銘柄名

決算

頻度
信託期間

当社

お申込手数料

※（税込）

【アセットマネジメントOne】

☆ファンド”メガ・テック” 年2回 無期限
最大

3.3%

【アセットマネジメントOne】

☆ＭＨＡＭ新興成長株オープン

　《愛称：J-フロンティア》
年1回 無期限

最大

3.3%

【ファイブスター投信投資顧問】

☆MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回
2034/10/25

まで

最大

3.3%

【三井住友トラスト・アセットマネジメント】

☆J-REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） 年2回

☆J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）
毎月

【大和アセットマネジメント株式会社】

☆ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり

☆ダイワ・US-REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし
年1回

☆ダイワ・US-REIT・オープン（為替ヘッジなし/予想分配金提示型）
毎月

【東京海上アセットマネジメント】

☆東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン（毎月決算型）

☆東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）
毎月

☆東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン（年1回決算型）

☆東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン（為替ヘッジあり）（年1回決算型） 年1回

【アセットマネジメントOne】

☆投資のソムリエ 年2回 無期限
最大

2.2%

【BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン】

☆BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド

　《愛称：亜米利加》
年1回

☆BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド（予想分配金提示型）

　《愛称：亜米利加（予想分配金提示型）》 毎月

【三井住友トラスト・アセットマネジメント】

☆次世代通信関連　世界株式戦略ファンド

　《愛称：THE　5G》
年1回

☆次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）

　《愛称：THE　5G（予想分配金提示型）》 毎月

【三菱UFJ国際投信】

☆サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）

☆サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
年1回

☆サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型

☆サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 毎月

【ニッセイアセットマネジメント】

☆ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）

☆ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年2回決算型・為替ヘッジなし）

　《愛称：スペース革命》

年2回

☆ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）

☆ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）

　《愛称：スペース革命》
年1回

国内

株式

REIT

無期限
最大

3.3%

2028/9/15

まで

最大

3.3％

2025/10/17

まで

最大

3.3％

注目

テーマ

2028/1/7

まで

最大

3.3%

2032/6/4

まで

最大

3.3%

バランス

2028/5/17

まで

最大

3.3％

※当社にてお申込み頂く場合の最大手数料率を掲載しています。

2028/10/25

まで

最大

3.3％
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信託報酬

（年率,税込）

（％）

信託財産

 留保額

（％）

換金代金の

お支払日

（営業日目）

特徴

1.650 無 4

・日本及び海外の上場株式から、高成長が期待できる産業を選定し、特に優れた技術と競争優位を保持できる企業に

　投資します｡

・当面は｢情報通信産業｣を中心とし、マクロ・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせます｡

1.870 無 4
・主としてわが国の高成長が期待できる新興企業（取得時に創業25年以下もしくは上場後10年以下）の株式を中

　心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。

1.859 無 5

・運用担当者名がファンド名です。

・国内株全セクターを投資対象とし、かつ1,000以上の銘柄群から厳選して機動的に運用します。

・中長期投資を主眼としますが、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れています。

1.540 無 5

・主に国内外の公社債､株式およびリートへ投資します｡

・変動リスクを年率4%程度に抑えた安定的運用と機動的配分戦略による投資環境の急変への対応を目指します｡

・外貨建資産は弾力的な対円為替ヘッジを行います｡

1.100 0.30 5
・主として日本の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。

・安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

・日本を含む世界のヘルスケア関連の不動産投資信託（ヘルスケアREIT（※））に投資します。

　※主として高齢者向け施設、医療用ビル、病院、看護施設およびライフサイエンス等に投資するREIT。

　※ヘルスケア関連施設への投資割合が高いまたは今後のヘルスケア関連の成長を享受することが期待できるREIT。

・実質的な運用は、BNYメロン・グループ傘下のニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが

　行います。

1.606 無 5
・米国のリートに投資します。

・リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行います。

1.749 無 6

・主として米国の製造業に関連した株式に投資します。

・株価指数先物取引および為替先渡取引等を用いて、実質的な米国株式の組入比率を-50％～+150％の範囲内で

　調整します。

・実質的な運用は、BNYメロン・グループ傘下のニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが

　行います。

1.848 無 6
・日本を含む世界各国の次世代通信を担う関連企業の株式に投資します。

・実質的な運用は、米国本社のニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが行います。

2.035 0.30 6

（2022年10月現在)　　5

1.870 無 5
・日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資します。

・実質的な運用は、米国本社のヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが行います。

1.8975 無 6

・日本を含む世界各国の宇宙関連企業の株式に投資します。

・ファンドはTCWインベストメント・マネジメント・カンパニーから提供される助言を活用し、ニッセイアセットマネジメント株

　式会社が運用を行います。



■金融商品取引法に基づく表示事項■

■本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等■
商号等：アイザワ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
当社が契約する特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関：
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（略称：FINMAC）

■投資信託の主なリスク■
投資信託の基準価額は、組み入れている有価証券等の価格や為替の変動の影響を受けます。
したがって、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。

■お客様にご負担いただく手数料等について■
一般的な投資信託に係る費用には、お客様が直接的に負担する費用として購入時手数料及び
信託財産留保額、間接的に負担する費用として運用管理費用（信託報酬）及びその他費用・手数料
がかかります。
外国証券の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社
が決定した為替レートによるものとします。

■投資信託定時買付サービスについて■
自動積立申込日の2営業日前に、残高不足等により自動積立が行なわれなかった場合は、当該月
の自動積立サービスの利用はできません。（残高参照日にご注意ください。）
自動積立申込日の前営業日に自動積立相当額を振込いただいた場合でも、当該月の自動積立は
できません。
残高不足等により自動積立が3ヶ月連続して行われなかった場合は、自動積立サービスを停止いた
します。
NISA口座を開設している場合には、自動積立はNISA口座での買付として発注されます。
毎月の自動積立の際に、商品ごとに定められている手数料等がかかります。お客さまが指定された
買付金額から手数料等を差引いた金額で投資信託を自動積立いたします。

※『定時買付サービス』とは、毎月決まった金額で、決まった投資信託を自動的に購入できる
サービスです。リスクを分散しながら長期で投資を行えるので、短期的な相場変動を気に
することなく、安定した積立運用が期待できます。 詳しくは約款をご確認ください。

■お取引の際は、投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みください。

お問合せ、お申込みは・・・

アイザワ証券株式会社

TEL 03-6852-7700（代表） URL https://www.aizawa.co.jp/ 2022.10
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