
平成 30 年 5 月 23 日 
 

【投資信託】新商品の取扱開始について 

株式会社 広島銀行（頭取 池田 晃治）では、投資信託新商品の取扱いを開始しますので、下記のとおり 

お知らせいたします。 

 

記 
 

１． 目的 

商品ラインナップを拡充することで、多様化する資産運用ニーズに積極的にお応えし、お客さまの中長期
的かつ安定的な資産形成を支援します。 

1 つのファンドで海外を含めた幅広い資産で運用を行う商品であり、『積立を中心とした時間分散による 
運用をしたい』というお客さまに、分散投資の一つとして選んでいただくためにラインナップへ追加します。 

 
２． 商品概要（詳細は別紙をご確認ください） 

商品名 商品の特色 

世界経済インデックスファンド 

（追加型/内外/資産複合） 

先進国を含む国内外の株式・債券に投資を行い、基本

組入比率を地域別のＧＤＰを参考として決定することで、

世界経済全体の発展を享受することができます。 

グローバル･ハイクオリティ成長株式ファンド

（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界』 

（追加型/内外/株式） 

高い成長性が期待できる「ハイクオリティ成長企業」の株

式に投資を行います。 

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド 

（資産成長型）『愛称：豪州力』 

（追加型/海外/資産複合） 

豪ドル建ての債券、株式、ＲＥＩＴに分散投資を行いま

す。「債券」と「株式・ＲＥＩＴ等」への投資比率は概ね均

等とします。 

【ネット専用】 

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

『愛称：ＴＨＥ ５Ｇ』 

（追加型/内外/株式） 

次世代通信関連企業の株式に投資を行います。 

【ネット専用】 

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり／為替

ヘッジなし） 

（追加型/内外/株式） 

ＡＩ（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待でき

る企業の株式に投資を行います。 

 ※「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド」については既存取扱いコース（毎月決算型）に、新しい運用

コース（資産成長型）を追加するものです。 

  

３． 取扱開始日 

平成 30 年 5 月 24 日（木） 

  

４．お申込み方法 

当行本支店及びインターネットバンキング 

※【ネット専用】商品につきましては、インターネットバンキングのみのお取扱となります。 
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【投資信託のリスク】 
●投資信託は、株式や債券等、有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格下落や、組入有価証券

の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。従って、ご

投資家の皆さま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、元本を

割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることが

あります。 
●投資信託の基準価額の変動要因としては、ファンドごとにさまざまな「リスク」があります。 

※ファンド毎にリスクは異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
【投資信託取引に係る諸費用】 
●投資信託のお申込時にはお申込手数料（基準価額に対し 大3.24％［税込／1万口あたり］）、運用期間 

中には信託報酬（信託財産の純資産総額に対し 大2.2312％［税込］）やその他費用を間接的にご負担 

いただくほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。 

また、換金に際して所定の手数料や信託財産留保額（換金時の基準価額に対し 大1.0％）などをご負担

いただく場合があります。 

※ファンド毎に手数料等は異なりますので、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧くださ

い。 
【その他の重要事項】 
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。 
●広島銀行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 
● お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、および総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められる場合

は、申込を受付することはできません。 
● お取引にあたっては、総合的な判断に基づき、申込を受付できない場合がございます。あらかじめご了承

ください。 
 

投資信託をご購入の際は、各ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」及び「投資信託のお申込みに

あたって」の内容をよくお読みください。 
 
【商号等】 
株式会社 広島銀行  登録金融機関 中国財務局長（登金）第５号 
【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 

※本資料は、情報提供を目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 アセットマネジメント部 

TEL（082）247－5151（代表） 



世界経済インデックスファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

株式投資信託　追加型投信／内外／資産複合

国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資を行います。

１．世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
　（1）世界の債券及び株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
　（2）各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数（インデックス）への連動を目指す運用を行います。
　（3）原則として、為替ヘッジは行いません。
２．世界経済全体の発展を享受します。
　（1）基本組入比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定します。

5,000億円

平成21年1月16日

無期限

購入申込不可日
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のいずれ
かに該当する場合

申込単位 1万円以上1円単位

購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額

購入手数料 1万円以上1千万円未満：1.62％（税込）、1千万円以上：1.08％（税込）

申込コース 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース）

申込単位

【窓口】
3,000円以上1,000円単位
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】
3,000円以上1,000円単位
※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000円以上1,000円単位

申込コース 累投コース（分配金再投資コース）のみ

純資産総額×年0.54％（税抜0.50％）

換金申込不可日
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のいずれ
かに該当する場合

換金単位 1口単位

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額

手数料 ありません。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額。

毎年１月20日（休業日の場合は翌営業日）

三井住友信託銀行株式会社

信託期間

信託報酬

決算日

受託銀行

購入時

積立
投信

換金時

信託金限度額

信託設定日

ファンド名

投信会社

商品分類

投資対象

商品特性



グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）『愛称：未来の世界』

アセットマネジメントOne株式会社

株式投資信託　追加型投信／内外／株式

主として世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）に実質的に投資を行います。

1.主として世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に実質的に投資を行い、信託財産の成長をめざして
　積極的な運用を行います。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき
　選定した質の高いと考えられる企業（「ハイクオリティ成長企業」といいます。）の中から、市場価格が理論価格より割安と
　判断される銘柄を厳選して投資を行います。

各5,000億円

平成28年9月30日

平成28年9月30日～平成38年9月4日

購入申込不可日 ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに該当する場合

申込単位 1万円以上1円単位

購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額

購入手数料 1万円以上1千万円未満：3.24％（税込）、1千万円以上1億円未満：2.16％（税込）、1億円以上：1.08％（税込）

申込コース 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース）

申込単位

【窓口】
3,000円以上1,000円単位
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】
3,000円以上1,000円単位
※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000円以上1,000円単位

申込コース 累投コース（分配金再投資コース）のみ

純資産総額×年1.836％（税抜1.70％）

換金申込不可日 ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに該当する場合

換金単位 1口単位

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額

手数料 ありません。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額。

毎年9月6日（休業日の場合は翌営業日）

みずほ信託銀行株式会社

決算日

受託銀行

信託設定日

信託期間

購入時

積立
投信

信託報酬

換金時

信託金限度額

ファンド名

投信会社

商品分類

投資対象

商品特性



ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（資産成長型）『愛称：豪州力』

ニッセイアセットマネジメント株式会社

株式投資信託　追加型投信／海外／資産複合

「豪ドル建ての公社債」、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「不動産投資信託を含む投資信託証券」に投
資を行います。

１．豪ドル建ての多様な利回り資産に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
２．「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等とすることを基本とします。
３．年2回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

3,000億円

平成30年5月2日

平成38年5月28日

購入申込不可日
申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所（半休日を含みます）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メル
ボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合に該当する日

申込単位 1万円以上1円単位

購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額

購入手数料 1万円以上1千万円未満：2.16％（税込）、1千万円以上：1.62％（税込）

申込コース 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース）

申込単位

【窓口】
3,000円以上1,000円単位
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】
3,000円以上1,000円単位
※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000円以上1,000円単位

申込コース 累投コース（分配金再投資コース）のみ

純資産総額×年1.6848％（税抜1.56％）

換金申込不可日
申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所（半休日を含みます）、シドニー先物取引所、シドニーの銀行、メル
ボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合に該当する日

換金単位 1口単位

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額

手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

毎年5月、11月の各28日（休業日の場合は翌営業日）

みずほ信託銀行株式会社

決算日

受託銀行

信託設定日

信託期間

購入時

積立
投信

信託報酬

換金時

信託金限度額

ファンド名

投信会社

商品分類

投資対象

商品特性



次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称 ： ＴＨＥ ５Ｇ』

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

株式投資信託　追加型投信／内外／株式

世界の次世代通信関連企業の株式に投資を行います。

１．世界の次世代通信関連企業
※

の株式に投資を行います。
※ファンドにおいて「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業を
　いいます。
２．主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や
　株価の割安度を検証したうえで選定します。

5,000億円

平成29年12月25日

平成29年12月25日～平成40年1月7日

購入申込不可日
ニューヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日のいずれかに
該当する場合

申込単位 1万円以上1円単位

購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額

購入手数料 1万円以上：3.24％（税込）

申込コース 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース）

申込単位

【窓口】
3,000円以上1,000円単位
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】
3,000円以上1,000円単位
※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000円以上1,000円単位

申込コース 累投コース（分配金再投資コース）のみ

純資産総額×年1.8264％（税抜1.74％）

換金申込不可日
ニューヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ロンドンの銀行休業日のいずれかに
該当する場合

換金単位 1口単位

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額

手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

毎年1月7日（休業日の場合は翌営業日）

三井住友信託銀行株式会社

決算日

受託銀行

信託設定日

信託期間

購入時

積立
投信

信託報酬

換金時

信託金限度額

ファンド名

投信会社

商品分類

投資対象

商品特性



グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり/なし）

三井住友アセットマネジメント株式会社

株式投資信託　追加型投信／内外／株式

世界の上場株式の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。

１．世界の上場株式の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。
２．AIに関連する企業の投資戦略に強みをもつ、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCが実質的な運用を行います。
３．対円での為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジなし）と（為替ヘッジあり）の2つのファンドからご選択いただけます。

各コースの合計で8,000億円

【為替ヘッジなし】
平成28年9月9日
【為替ヘッジあり】
平成29年2月10日

【為替ヘッジなし】
平成28年9月9日から平成38年9月25日まで
【為替ヘッジあり】
平成29年2月10日から平成38年9月25日まで

購入申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合

申込単位 1万円以上1円単位

購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額

購入手数料 1万円以上：3.24％（税込）

申込コース 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース）

申込単位

【窓口】
3,000円以上1,000円単位
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ】
3,000円以上1,000円単位
※ただし、電子交付サービス利用先は、1,000円以上1,000円単位

申込コース 累投コース（分配金再投資コース）のみ

純資産総額×年1.89％（税抜1.75％）

換金申込不可日 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日のいずれかに該当する場合

換金単位 1口単位

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額

手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

毎年9月25日（休業日の場合は翌営業日）

株式会社りそな銀行

信託金限度額

ファンド名

投信会社

商品分類

投資対象

商品特性

決算日

受託銀行

信託設定日

信託期間

購入時

積立
投信

信託報酬

換金時


