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株式会社東京スター銀行（東京都港区：代表執行役頭取 CEO タッド・バッジ）は、2008 年 5 月 19 日

（月）より、ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社の『BNP パリバ・ロシア株式ファンド

（愛称：ロシアのいぶき）』と、HSBC 投信株式会社の『HSBC ブラジル オープン』の 2 ファンドを同時発

売いたしますのでお知らせいたします。  

 

東京スター銀行では、中長期的に高い成長が見込まれるロシアとブラジルの株式投資信託を含む、

BRICｓ4 ヵ国すべての単一国株式ファンドを取り揃えることで、お客さまのご関心や将来設計に合わせ

た柔軟な資産運用をご提案することが可能となりました。 

 

ロシアは、世界トップクラスの生産量を誇る天然ガスや原油などの天然資源を中心とした好調な輸

出により、経常収支および貿易収支が拡大を続けています。また、外貨準備高も 2007 年には 5,000 億

ドルに迫る水準となり、さらなる経済成長が期待されています。 

ブラジルも同様に、豊富な天然資源や農産物、工業製品の世界各国向け輸出増大を背景として、貿

易収支が改善し外貨準備も拡大するなど、諸外国からの経済的信用度も向上しています。 

こうした潜在的成長を背景に、ロシア、ブラジル両国の株式市場は上昇基調にありながら、株価収

益率（PER）の面においては主要新興国の中でも相対的に割安な水準※にあり、将来的に成長が期待

されています。  

※2008 年 1 月末現在。ビー・エヌ・ピーパリバ アセットマネジメント株式会社調べ。 
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なお、商品詳細につきましては、次ページ以降の商品説明書をご参照ください。 

 
中中長長期期的的にに高高いい経経済済成成長長がが見見込込ままれれるるロロシシアアととブブララジジルルのの  

株株式式投投資資信信託託、、22 フファァンンドドをを同同時時発発売売！！  
～～BBRRIICCｓｓ44 ヵヵ国国すすべべててのの株株式式フファァンンドドをを取取りり揃揃ええるるここととにによよりり柔柔軟軟なな組組みみ合合わわせせがが可可能能にに！！～～  

年次 GDP 推移（前年比、実質成長率％）

出所:IMF ※2008 年以降は IMF による予測値

 

国際通貨基金（IMF）の見通し

によると、主要新興国であるロ

シアとブラジルは、2008 年以

降も前年比で高い経済成長が

見込まれています。 



販売用資料 
2008年5月 

● 投資信託説明書（目論見書）のご請求・お申込みは ● 設定・運用は 

商　　号　　等　ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 
　　　　　　　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第378号 
加　入　協　会　社団法人 投資信託協会 
　　　　　　　　社団法人 日本証券投資顧問業協会 

商　　号　　等　株式会社東京スター銀行 
　　　　　　　　登録金融機関　関東財務局長（登金）第579号 
加　入　協　会　日本証券業協会 

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。 

BNPパリバ・ロシア株式ファンド 

追加型株式投資信託／国際株式型（欧州型） 

愛称： 



当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ロシアに本社を置く企業、もし
くはロシア国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式（ADR（米国預託証券）、
GDR（グローバル預託証券）等を含みます）等を主な投資対象とします。 
当ファンドは、ADR、GDRおよび米ドル建株式等にも投資することがあるため、投資対象国以外の通貨の為替リスクが発生するこ
とがあります。 
※DR・・・預託証券。ある国の発行会社の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として
　　　　 海外で発行される証券のことをいい、株式と同様に取引所等で取引されます。 

保有する実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原
則行いません。 
当ファンドは、外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則行いませんので、為替相場の変動で基準価額が変
動いたします。 

ビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスにマザーファンドの運用
指図に関する権限を委託します。 
運用に当たっては、独自の調査に基づくファンダメンタル・アプローチおよびボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行い、
ポートフォリオを構築します。 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受
益者の皆様の資金をまとめてベビーファンド（BNPパリバ・ロシア株式ファンド）とし、ベ
ビーファンドの資金の全部または一部をマザーファンド（BNPパリバ・ロシア株式マザー
ファンド）に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 

1.

2.

3.

BNPパリバは、フランスの大手金融グループです。世界85以上の
国と地域で金融サービスを提供しており、2007年6月末現在の
総資産は、1兆6,636億ユーロ（約272兆4,644億円）です。 

格付けは、2008年1月末現在、Aa1（ムーディーズ）、AA+
（S&P）です。 

BNPパリバ グループは、包括的な資産運用サービスを提供してい
ます。資産運用部門における運用資産総額は、2007年12月末現
在3,440億ユーロ（約56兆720億円）です。 

ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社は、BNPパ
リバ グループの日本における資産運用拠点として、1998年に設
立されました。 

BNPパリバ・ロシア株式ファンド 

BNPパリバ グループについて 

ファンドの特色 



当ファンドは、主にマザーファンドへの投資を通じて、外国の株式など値動きのある有価証券に投資し
ますので、組入れた有価証券の値動きや為替相場の変動などの影響により、基準価額は変動します。
したがって、当ファンドは金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、
当ファンドは、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属することとなります。 

ファンドのリスクについて 

価格変動リスク 
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主にロシアの株式など値動きのある有価
証券に投資しますので、ロシアの経済や市場動向等により株価が下落した場合、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。 

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて外貨建資産に投資しますので為替変動リ
スクを伴います。原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受け、
円高局面では当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 

投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、株式等の価値は下落し、投資した資
金が回収できなくなることがあります。その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。 

信用リスク 

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国
の政治・経済および社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、当ファ
ンドの基準価額に大きな変動をもたらす可能性があります。 

カントリーリスク 

市場規模や取引量が少ない場合など、機動的に組入銘柄を売却できないことがあります。
その結果、売却価格が大きく低下し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 流動性リスク 

ファンドの追加設定および一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受け
る可能性があります。大量の追加設定もしくは一部解約が行われた場合、株式の売買手
数料や市況もしくは取引量の影響等による市場実勢から乖離した価格での株式の組入
れおよび売却を行う必要が生じると、当ファンドの基準価額はその影響を受けます。 

追加設定・一部解約 
による資金流出入に 

伴うリスク 

当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・一部解約による資金の流出
入が生じ、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合は、当ファンドの基
準価額が影響を受けることがあります。 

ファミリーファンド 
方式にかかる留意点 

ファンドが主に実質的に投資するロシアの証券市場などの先進国以外の国の証券市場は、
欧米等の先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、
先進国に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定され
る投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きく
なる傾向が考えられます。またそれらの国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱で
ある可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高の好転や悪
化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替
市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府
当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の
変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。上記のような投資環境
変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。 

その他のリスク 

当ファンドは、お申込日がロシアの取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、
パリ証券取引所の休業日またはフランスの銀行休業日のいずれかに該当する場合には、
原則として売買のお申込みはできません。また、取引所における取引の停止、外国為替取
引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、売買のお申込みの
受付けが取消しまたは中止されることがあります。 

権利行使の制限 

詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。 

 



　豊富な天然資源を誇るロシア。資源価格の上昇を伴い成長を後押し。 

広大な国土を誇る世界の大国  ロシアの概要 

GDP（国内総生産）、経常収支などが年々拡大し、堅調な経済発展が持続。 

● 面積 1,707万km2（日本の約45倍、米国の約2倍） 
● 人口 1億4,200万人（2007年12月） 
● 首都 モスクワ 
● 公用語 ロシア語 
● 通貨 ルーブル（1ルーブル=4.54円/2007年12月末現在） 
出所 ： 外務省、通貨ルーブルのレートはブルームバーグ 

● 実質GDP 24兆6835億ルーブル（約112兆円）　 
● 1人当たりGDP 17万3,702ルーブル(約79万円）　 
● 実質GDP成長率 7.0% 
● 失業率 6.1% 
出所 ： IMF（2007年予想）、失業率はブルームバーグ 

石油安定化基金とは 
原油価格の下落に備えるため2004
年設立。原油が基準価格（27米ドル/
バレル）を超えた場合の輸出関税及び
天然資源採掘税の一部が財源。2007
年12月の残高は約3.7兆ルーブル（約
17兆円）。2008年、「準備基金」（原
油価格下落への備え）と「国民福祉基金」
（年金、ハイテク振興等、国民生活向上
と経済発展に出資）に分割される。　
　　　　　　　　　　　

 

経常収支と貿易収支（2000年～2006年） GDP成長率と1人当たりGDP（2000年～2008年） 

天然ガス埋蔵量第1位　世界シェア26.3% 原油埋蔵量第7位　世界シェア6.6%

生産量  世界シェア（2006年） 

第3位 カナダ　6.5% 
 

第3位 米国　8.0%

第2位 米国　18.5%

天然ガス 

 

※2007年、2008年はIMF予想 
出所 ： IMFのデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント株式会社作成 

出所 ： ブルームバーグのデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント
　　　 株式会社作成 

出所 ： BPのデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント株式会社作成 

出所 ： ロシア財務省およびブルームバーグのデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント株式会社作成 

生産量  世界シェア（2006年） 

第1位 サウジアラビア　13.1%

原油 

0

5

10

15

0

40

80

120

160

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

（千ルーブル） （%） 

１人当たりGDP（左軸） 
 GDP成長率（右軸） 

0

20

40

60

80

100

120

140

160 経常収支 
貿易収支 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(10億米ドル） 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2004 2005 2006 2007 2008

（10億米ドル） （米ドル／バレル） 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100石油安定化基金残高（左軸） 
WTI原油価格（右軸） パリクラブ債務の返済 

IMF債務の完済 

＊ 拡大を続けるロシア経済 

＊ 豊富な天然資源 

 
＊ 拡大を続けるロシア経済 
＊ 豊富な天然資源 
＊ 更なる成長期待 

66.6%
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ロシア投資の魅力 … 
 

出所 ： 外務省 



個人消費の拡大やインフラ整備など社会資本投資が更なる経済成長を牽引。 

増加する社会資本整備のための投資 
近年、ロシア国内における社会資本整備のため
の投資が大幅に増加しています。今後も投資額
の増大が見込まれており、更なる経済の活性化
が期待されています。 

拡大する消費 
堅調な経済成長を背景に、ロシア国内における個人所得は大幅に上昇、個人消費が拡大しております。 
更なる個人消費の拡大が今後のロシア経済を牽引するものと思われます。 

産業構造の変化 
ロシアの産業構造は、エネルギー関連ビジネスの比重が高いため対策として、「特別経済区」等の制度が制定
されました。これは、国内産業の育成・発展を目的としており、今後、産業構造の多様化による一層の経済発展
と安定が期待されます。 
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特別経済区 
2005年に国内産業の育成・発展や地方開発のため税制、関税及び行政上の優遇措置を定めた連邦法「特別経済区について」が成立。 
これまでに「技術導入特別経済区」（4ヶ所）、「工業生産特別経済区」（2ヶ所）及び「観光・レクリエーション特別経済区」（7ヶ所）を指定。ま
た2007年11月には連邦法の改正により、「港湾特別経済区」の設立が決定しました。 

新車販売台数（2004年～2010年） 1人当たりの平均年収と年間家計消費支出（2000年～2006年） 

固定資本投資（2000年～2006年） 

出所 ： ロシア統計局のデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント 
　　  株式会社作成 出所 ： IAA Autostatのデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ  

　　  アセットマネジメント株式会社作成 

※2007年以降はIAA予想 

出所 ： ロシア統計局のデータをもとにビー･エヌ･ピー･パリバ 
　　  アセットマネジメント株式会社作成 

（万台） 
 

工業生産特別経済区 

技術導入特別経済区 

＊ 更なる成長期待 

モスクワ市ゼレノグラード区 
・ マイクロエレクトロニクス 
 

サンクトペテルブルグ市 
・ IT、計測・分析機器 

出所：ロシアNIS経済研究所の資料をもとにビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント株式会社作成 

トムスク州トムスク市 
・新素材、ナノテク、バイオ、核技術 

モスクワ州ドゥブナ市 
・ 核技術、物理学、プログラミング 

リペツク州グリャジ地区 
・ 家電生産、家具生産 
 

タタールスタン共和国 
エラブーガ地区 
・ 自動車部品、石油科学分野の高度技術製品 



継続申込期間 平成20年3月28日～平成21年6月10日 
 ※継続申込期間は有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

信託設定日 平成20年3月28日 

信託期間 無期限 

お申込単位 1万円以上1円単位 

お申込価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額 

お申込・換金の受付 原則として、毎営業日に受付けます。（ロシアの取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、 
 パリ証券取引所の休業日またはフランスの銀行休業日のいずれかに該当する場合を除く。） 

換金単位 1万口以上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 

換金代金の支払開始日 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目以降に支払います。 

決算日 毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配方針 原則として、決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 
 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合もあります。 

委託会社 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 
 信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。 
 マザーファンドの運用の指図に関する権限をビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスに委託します。 
 
投資顧問会社 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス 
 マザーファンドに関して、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図等を行います。 
 
受託会社 住友信託銀行株式会社　（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 
 信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部を委託することができます。 
 
販売会社 株式会社東京スター銀行 
 募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付け、収益分配金、一部解約金および償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資 
 事務等を行います。投資信託説明書（目論見書）は上記販売会社にご請求ください。 

本資料は、「BNPパリバ・ロシア株式ファンド（愛称：ロシアのいぶき）」に関する説明を行うために、ビー･エヌ･ピー･パリバ アセットマネジメント株式会
社が2008年5月に作成したもので、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得のお申込みに当たっては、販売会社から必ず投資信託
説明書（目論見書）をあらかじめ、または同時にお受取りいただき、その内容をご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。本資料における統計等は、
当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。本資料中の数値、図
表、見解や予測などは本資料作成時点でのものであり、予告なく変更する場合があります。尚、本資料中の過去の実績に関する数値、図表、見解や
予測などを含むいかなる内容も将来の運用成績を保証するものではありません。 
投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。投資信託は預金ではありません。投資信託は預
金保険の対象とはなりません。投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います
（販売会社は販売の窓口となります）。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。銀行等の登録
金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償対象とはなりません。 

お申し込みメモ 

ファンドの関係法人 

2008.5

●お申込み時に直接ご負担いただく費用 
　お申込手数料3.15％（税抜3.0％） 

●保有期間中に間接的にご負担いただく費用  
　信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率1.89%（税抜 1.80%） 
　その他の費用 ファンドの組入有価証券売買手数料、外国における資産の保管料（カストディーフィー）、信託財産にかかる監査費用等 
　 ※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。 
　※当該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。 
 

詳しくは投資信託説明書（目論見書）をご覧ください。 
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HSBC投信株式会社�

販売用資料�

2007年12月版�

HSBC投信株式会社�
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第308号�
加入協会／（社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会�

株式会社東京スター銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第579号
加入協会／日本証券業協会



HSBC ブラジル オープンの特色

■ベンチマークはMSCIブラジル10/40指数＊（円ベース）
MSCIブラジル10/40指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的に当該インデックスを上回る投
資成果を目指します。
＊MSCIブラジル10/40指数とは、ブラジルの証券取引所に上場する企業を対象とした一般的な指数であるMSCIブラジル指数に対し、
投資信託に合わせた調整（時価総額が大きな銘柄で一銘柄毎の構成比率の上限を10%以下となるようにする、５%を超える銘柄グルー
プの合計が上限40%を超えないようにする等の規制）を加えた浮動株調整後時価総額加重平均を算出した指数をいいます。
なお、当該指数は、MSCIが開発、計算した指数で、同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利はMSCIに帰属します。また
MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

■運用はブラジル株式の運用チーム（HSBC バンク ブラジル エス エイ-Banco Múltiplo）
が行います
運用委託契約に基づいてHSBC バンク ブラジル エス エイ-Banco Múltiploにマザーファンドの運用
指図に関する権限を委託します。

■原則として為替ヘッジは行いません
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

■ファミリーファンド方式で運用
ファミリーファンド方式とは受益者の投資資金をベビーファンド（当ファンド）としてまとめ、その
資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用を行う方式です（ベビーファン
ドがマザーファンドに投資する際のコストはかかりません。）。

HSBCインベストメンツの投資プロセス� 【マザーファンドの投資プロセス】�

トップダウンのアプローチ�
世界経済、政治情勢、諸制度の変化等 の分析�

予想される変化で、優位なセクター、不利なセクターの決定�

セクター配分の決定�

ボトムアップのアプローチ�
財務諸表によるスクリーニング、会社の経営陣との面談、先進国等
との関係が深い業種（企業）においては、他の地域との比較分析�
（他国、他地域の企業）�

銘柄の選定�

ポートフォリオ�

・流動性を鑑みて銘柄を絞り込む一方、社内エコノミストの
見方からマクロ（世界経済、ブラジル経済等）を考察。�
�
・マネジメント、コーポレート・ガバナンス、バランス・シート
の質などから更に銘柄に絞込む。�

�
・絞り込まれた銘柄をアナリストチームが深く調査し、�
　各種投資指標から適正価格を求めて分析。�
�
・期待収益率、バリュエーションから銘柄選択して、�
　ポートフォリオ構築。�
�

ポートフォリオ�
�
※運用体制は本資料作成時現在のものであり、今後変更とな
る可能性があります。�

■ブラジル連邦共和国の証券取引所に上場している株式に投資
HSBC ブラジル マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じ、
主としてブラジル連邦共和国の証券取引所に上場する株式を投資対象とします（その他の取引所または
取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります。）。

■景気サイクルの分析（トップダウン）と企業分析（ボトムアップ）を併用した投資決定のプロセス
株価は企業の業績やマクロ経済の動向等様々な要因で変動します。そのためHSBCインベストメンツで
は1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析（トップダウン）と徹底した企業分析
（ボトムアップ）を併用しています。

新興国市場の有価証券は一般的に値動きが大きいため、基準価額の下落により損失が
生じ、投資元本を割り込むことがあります。

為替レートの変動により基準価額は変動します。
投資対象資産の通貨に対し円高になった場合、基準価額が下落する要因となります。



■ブラジルの魅力：
・南米大陸の約半分を占める広大な国土－約850万‡

・約1.8億人の豊かな人的資源

・鉄鉱石、石油など豊かな天然資源

・コーヒー、大豆など国際競争力が高い農産物

・航空機、自動車など拡大する工業品輸出

・世界一のバイオエネルギー（エタノール）生産国

■超インフレを克服し、成長軌道に乗った経済：

豊富な人口と資源を持つ南米経済の大国：ブラジル
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世界に広がるＨＳＢＣのネットワーク

■ HSBCグループ

● HSBCグループは、ロンドンを本拠地とし、世界83の国と地域に10,000を超える拠点を有し31.2万人を超え

る従業員を擁する総合金融グループです。

● HSBCグループの持株会社は、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、バミューダの各市場に上場されています。

■ HSBCインベストメンツ

● HSBCインベストメンツは、HSBCグループに属する資産運用会社です。

●ロンドン、パリ、ニューヨーク、サンパウロ、香港、シンガポール、ムンバイ、東京等、世界22の国と地域の主

要都市に拠点を有しています。

● HSBC投信株式会社は、HSBCインベストメンツの一員です。
※上記は、本資料作成時現在知りうる情報であり、今後変更となることがあります。

販売会社に関するお問い合わせは

HSBC投信株式会社　電話番号：03-6254-5600 ホームページ：http://www.hsbc.co.jp/
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時、年末年始などわが国の金融商品取引所が半日立会いの場合は午前9時～正午）

当ファンドの関係法人の名称および関係業務は以下のとおりです。

1．委託会社 ：HSBC投信株式会社
当ファンドの委託会社として投資信託財産の運用指図等を行います。

2．投資顧問会社 ：HSBC バンクブラジルエスエイ- Banco Múltiplo
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて投資

判断、発注を行います。

3．受託会社 ：三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの受託会社として投資信託財産の保管、管理、計算、その他の

付随業務を行います。

4．販売会社 ：販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収
益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、一部解約金および償還金

の支払等を行います。販売会社につきましては、以下の照会先までお問い

合わせください。

－委託会社、その他の関係法人－



当ファンドは実質的に海外の株式を投資対象としています。当ファンドの基準価額は、実
質的な組入株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより
投資元本を割り込むおそれがあります。
以下は、当ファンド（マザーファンドを含みます。）に関する投資リスク（基準価額に影響
を及ぼすリスク）の一部要約であり、すべてのリスクを網羅するものではありません。
当ファンドのリスクの詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧く
ださい。

1．株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
株価は短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式市場には株価の上
昇と下落の波があり、これが繰り返される傾向にあります。現時点で価格が上昇傾向
であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。

2．信用リスク
株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産時に陥った場合には、
投資資金が回収できなくなる可能性があります。債券等への投資を行う場合には、発
行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。

3．解約資金の流出に伴うリスク
短期間に大量の解約申込があった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証
券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。

4．為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為
替レートの変動の影響を受けます。

5．流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く
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は、
機動的に有価証券等を売買できないことがあります。

6．カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、
または資本取引に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に
沿った運用が困難になることがあります。

＊当ファンドのお申込みに関しては、上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はお客
様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。

当ファンドの主なリスクについて

当資料はHSBC投信株式会社が作成した販売用資料（販売会社固有情報部分を除きます。当該情報の詳細について
は販売会社にお問い合わせください。）です。当資料は信頼に足ると判断する情報に基づき作成しておりますが、情報の
正確性、完全性を保証するものではありません。当資料の記載内容等は作成時点のものであり今後変更されることが
あります。またデータ等は過去の実績を示したものであり将来の成果を示唆するものではありません。投資信託はリスク
を含む商品であり、株式、公社債及び投資信託証券等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投
資しますので、基準価額は組入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがって元本が保証されるもの
ではありません。投資信託の運用成果（損益）は全て投資家の皆様に帰属します。投資信託は、預金または保険契約
ではなく、預金保険機構または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投
資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。取得申込に当たっては「投資信託説明書（交付目論見書）」
を必ずお受け取りの上、内容をご確認いただきご自身でご判断下さい。



お申込みに関する要項

■信　託　期　間 原則として、無期限（設定日：平成18年3月31日）
なお、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等は、信託を終了させる場合があります。

■申　込　単　位 販売会社が個別に定める単位とします。
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。
申込単位および取扱いコース、また各コースの名称は販売会社によって取扱いが異なります。

■申　込　価　額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額

■収　益　分　配 年1回の決算時（原則として、3月30日。休業日の場合には翌営業日）に決算を行い、収益分
配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合が
あります。

■解　約 単　位 販売会社が個別に定める単位とします。

■解　約　価　額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額

■解約代金支払日 解約申込受付日から起算して7営業日目以降

■信託財産留保額 ありません。

■課　税　関　係 原則として、収益分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に対して課税され
ます。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■申込受付不可日 国内の営業日であっても、サンパウロ証券取引所が休場日の場合には、取得および一部解
約の申込受付は行いません。

■申 込 受 付 時 間 午後3時まで（年末年始など、わが国の金融商品取引所が半日立会いの場合には、午前11
時まで）とします。受付時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

■販 売 会 社 販売会社固有情報（金融商品取引業者（登録番号）、加入協会等）については、表紙の左
下の「■お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は…」をご覧ください。販売
会社は、投資信託説明書（交付目論見書）の提供場所になります。なお、お申込みの詳細
については、各販売会社にお問い合わせください。

■申 込 手 数 料 申込価額に3.675％（税抜3.5％）を上限として、販売会社が個別に定める手数料率を乗じ
て得た額

■信　託　報　酬 純資産総額に対して年1.995％（税抜年1.90％）

■そ の 他 費 用 A有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要
する費用／投資信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立
替えた立替金利息等

B投資信託振替制度に係る手数料および費用／法定書類の作成、印刷、交付および届
出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用／法定書面の作成、
印刷、交付に係る費用／監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用
等（Bの項目については純資産総額に対し上限年0.2％としてファンドより支払われます。）

（上限額については、事後的に発生するものがある為表記できません。）

※お客様にご負担いただく費用総額は、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動する為表記でき
ません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【お申込メモ】

【ファンドに係る費用】

お申込みの際には「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください
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