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ジャナス・バランス・ファンド 月次レポート

アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託

ファンドの主な特徴

ファンドの仕組み

ジャナス・バランス・ファンド

ファンドの概要

2001年11月27日 1口当たり純資産価格の騰落率
*2

234百万米ドル 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間 運用開始来

1口当たり純資産価格
*2 クラスA（米ドル）受益証券 2.79% 4.75% 10.21% -7.71% 26.77% 209.66%

309.66米ドル クラスA（円）受益証券 2.35% 3.47% 7.49% -11.09% 20.77% 116.64%

21,664円 【1口当たり純資産価格参照先】 SMBC信託銀行・ホームページ　（https://www.smbctb.co.jp）

1口当たり純資産価格の推移
*2

運用開始日前日（2001年11月26日） から 2023年3月31日まで

*2　1口当たり純資産価格は管理報酬およびその他の費用控除後の値であり、購入手数料は含まれていません。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 管理会社

商号等　 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号
加入協会 日本証券業協会

一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

2023年3月31日現在

当ファンドは、アンダーライイング・ファンドへの投資を通して、米国株式と米国債券を実質的な主要投資対象とします。

①　主に米国の株式と債券に分散投資を行います。

②　市場環境に応じて株式と債券の投資比率を機動的に変更し、長期的に安定したトータル・リターンの獲得を目指します。

③　株式と債券のアナリストのリサーチ力を融合し、個別企業の調査・分析に基づき、魅力的な投資機会を追求します。

運用開始日

純資産総額
*1

クラスA（米ドル）受益証券

当ファンドのアンダーライイング・ファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンドです。

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー

当ファンドは、直接的な投資先であるアンダーライイング・ファンドを通して値動きのある証券等に投資します（外国証券等に投資する場合には、この他に為替変動リスクもありま
す）ので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、当資料中の運
用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況の情
報提供を目的に、管理会社が作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。投資信託のリスクやお申込みメモの詳細については、販売会社よりお渡しする投資
信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

クラスA（円）受益証券

*1　純資産総額は、クラスA（米ドル・円）受益証券の純資産総額の合計です。

（注）2017年6月30日をもって全クラスB受益証券のクラスA受益証券への自動変換が完了したことに伴い、2017年7月31日時点の月次レポートより、
クラスB受益証券の1口当たり純資産価格および1口当たり純資産価格の騰落率は記載しておりません。
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ジャナス・セレクション

ジャナス・バランス・ファンド 月次レポート

アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託

ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド　ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド（アンダーライイング・ファンド）

ファンドの概要 資産別構成比率　対純資産総額 株式組入上位5業種
*1

　対組入株式時価総額

純資産総額 6,948百万米ドル 情報技術 25.30%

保有銘柄数 562銘柄 金融 15.90%

現預金等比率 0.70% ヘルスケア 15.16%

一般消費財・サービス 12.89%

資本財・サービス 11.08%

株式組入上位10銘柄　対組入株式時価総額

比　率
*2

8.32%

5.46%

3.71%

3.64%

3.30%

2.66%

2.46%

2.35%

2.23%

2.19%

36.31%

運用コメント

2023年3月31日現在

情報技術

情報技術

金融

コミュニケーション・サービス

業　種
*1

ラムリサーチ

合計

ヘルスケア

金融

資本財・サービス

情報技術

一般消費財・サービス

情報技術

当ファンドは、直接的な投資先であるアンダーライイング・ファンドを通して値動きのある証券等に投資します（外国証券等に投資する場合には、この他に為替変動リスクもありま
す）ので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、当資料中の運
用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況の
情報提供を目的に、管理会社が作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。投資信託のリスクやお申込みメモの詳細については、販売会社よりお渡しする投
資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

銘　柄

マイクロソフト

アップル

マスターカード

アルファベット

*2 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

上記運用コメントは、実質的な運用を行うアンダーライイング・ファンドに係る説明を含みます。当資料は作成時点の見解であり、将来の市場環境の変動等により、上記
運用方針が変更される場合があります。

ユナイテッドヘルス・グループ

プログレッシブ･コープ

ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）

エヌビディア

*1 業種は、GICS（世界産業分類基準）に基づきます。

マクドナルド

株式
60.34%

モーゲージ債等
19.18%

国債
10.34%

投資適格社債
7.69%

その他
1.19%

現預金等
0.70%

ハイイールド債
0.56%

【市場概況】 3月の米国株式市場は上昇しました。月初は堅調に推移したものの、月半ばにかけては、シリコンバレーバンクが経営破綻したことや、ク
レディ・スイスの経営悪化が表面化したことなどを受けて信用不安が広がり、大幅に下落しました。しかし金融当局が迅速な対応を行ったことから、月後
半は金融システムへの不安が後退して大きく反発しました。
米国10年国債利回りは、上旬はレンジ内で推移しましたが、中旬は、シリコンバレーバンクの経営破綻をきっかけに信用不安が広がったことから、安全
資産である国債が買われ、大きく低下しました。下旬は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で継続的な利上げに慎重な姿勢が示されたことから、利回り
は一段と低下しました。月末にかけては、金融不安が後退したことを受けて、米国10年国債利回りは若干上昇しました。

【運用概況】 当月の当ファンドのリターンは米ドルベースでプラスとなりました。株式部分では、情報技術やコミュニケーション・サービス・セクターなどが
プラスに寄与した一方、金融セクターなどがマイナスに影響しました。債券部分においては、国債やモーゲージ債などがプラスに寄与した一方、ハイ
イールド債はマイナスに影響しました。

【運用方針】 金融引き締めの影響で、一部で経営が圧迫されている企業も現れています。当月起こった一連の信用不安が市場にもたらす 終的な影
響はまだ明確になっておらず、米連邦準備制度理事会（FRB）は金融システムの健全性と持続的なインフレの双方に配慮する必要から、一段と複雑な
舵取りを迫られています。こうした中、銀行の融資基準が厳格化されることによって、景気後退を招く可能性があると見ています。
株式市場においては、当面ボラティリティが継続すると見られますが、在庫が適正な水準に落ち着いたこと、原材料費が低下したこと、アジアや欧州で
経済が正常化していることなど明るい材料も見られます。こうした中、当ファンドでは生産性向上やイノベーションに成功している企業に着目しています。
また、財務基盤の健全な企業は、景気が減速する中でも借り入れを増やすことなく成長分野に投資し、市場でのシェアを拡大することが出来ると考えて
います。
債券市場においては、信用スプレッドの拡大リスクを見極めつつ、景気サイクルが終盤へと進む中で慎重に投資機会を探っていきます。具体的には、
景気循環セクターなどを避ける一方、既に景気減速リスクを織り込んでいると見られる証券化商品を選好しています。また、今後金利が大幅に上昇する
可能性は低いと見て、年限別債券の組入比率を機動的に調整します。経済状況が不透明な中、これまで以上にリサーチ主導のアプローチが重要にな
ると考えています。今後も徹底的なボトムアップ・リサーチと柔軟な資産配分により、元本の保全とリスクに見合ったリターンの獲得を目指す方針です。
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ジャナス・セレクション

月次レポート

アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託 2023年3月31日現在

証券に投資することのリスク

為替リスク
●

●

過度または短期の取引

ハイイールド証券に関するリスク

流動性リスク

金利リスクおよび信用リスク
アンダーライイング・ファンドの投資先に債券が含まれている場合、そのパフォーマンスは主に金利リスク（金利の変動に対応してポートフォリオの価値が変動す
るリスク）および信用リスク（発行体が期日までに元本および利子を支払えないリスク）に左右されます。

業界リスク
ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドのアンダーライイング・ファンドは、ライフサイエンス関連業界へ投資を集中させます。その結果、ポートフォリオ
の企業が共通の特徴を有し、市場の動きに類似した反応をする可能性があることから、アンダーライイング・ファンドの収益は、特定業界の投資に集中している
度合いが低いポートフォリオよりも変動が大きくなることがあります。

エクイティREITおよびその他の不動産関連企業の株価は、REITまたは不動産関連企業が資産として保有する不動産評価額の変動ならびに資本市場および金
利の変化による影響を受けます。モーゲージREITおよびその他の不動産関連企業の株価は、その供与する貸付の質、保有するモーゲージの信用価値および
モーゲージの担保となる不動産評価額による影響を受けます。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは主に不動産関連の企業に投資する方針のため、証券市場関連リスクに加え
て、不動産を直接所有する場合と同様のリスクがあります。また、投資対象である特化型のREITまたは不動産関連企業は、ホテル、療養施設、倉庫等の特定
の不動産分野の成長性悪化に関連するリスクがある場合があります。

投資の集中に関するリスク
アンダーライイング・ファンドの中には、他のファンドと比べて分散性に欠けるものがあります。アンダーライイング・ファンドの投資が集中することにより、ある特
定の投資の価値が下落した場合、またはその他の悪影響を受けた場合に、相対的に大きな損害を被る可能性が高まります。

REITおよび不動産関連企業に関するリスク

アンダーライイング・ファンドの主なリスク

アンダーライイング・ファンドには、投資対象の 低格付基準が定められていないため、主要な格付機関により投資適格未満とされた証券に投資する場合があ
ります。この場合の投資は、高い格付を有する証券に対する投資と比べ、一般的に発行体の金利および元本の支払能力（すなわち信用リスク）に左右され、より
高い信用リスクを有するため、高い格付の証券への投資よりも投機的な投資であり、債務不履行の可能性が高いと考えられます。発行体が債務不履行となっ
た場合、投資家は大きな損失を被る可能性があります。

アンダーライイング・ファンドが投資する市場の中には、世界の主要な株式市場に比べ、流動性が低く変動性が高い市場があるため、受益証券の価格が大きく
変動することがあります。一定の証券は、売り手が売却したいと考える時点の時価で売却することが困難または不可能な場合があります。

小型証券に関連するリスク
小規模または新しい企業の証券は、大規模または歴史の古い企業の証券よりも、大きな損失を被る可能性があります。

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）の適用はありません。

リスクについて

投資信託のお申込みに際しては、投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえで、お客様
ご自身の判断と責任においてお取引ください。
ジャナス・セレクション各サブファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各サブファンド（以下、「アンダーライイング・ファンド」）への投資を通して
様々な証券に投資するため、1口当たりの純資産価格が変動し、取得時の価格を下回る場合もあります。従って、ジャナス・セレクション各サブファンドへの投資
は、下記のようなリスクが伴います。なお、ジャナス・セレクションのリスクは下記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）に
記載する「投資リスク」を十分お読みください。

当ファンド（ジャナス・セレクション）の主なリスク

当ファンド各サブファンドまたは各アンダーライイング・ファンドが、その投資目的を達成するという保証はありません。異なる国の企業および政府により発行され
た異なる通貨建ての証券への投資には一定のリスクがあり、受益証券の価格の下落という結果につながる場合があります。当ファンド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、投資元本を割り込む可能性があります。これらの運用または為替相場の変動による損益
は、すべて投資家に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。

当ファンド各サブファンドの米ドル建てクラス受益証券の価格は、アンダーライイング・ファンドが米ドル以外の通貨建ての証券または通貨を保有する場合、
米ドル以外の通貨価値の変動による影響を受ける可能性があります。

当ファンド各サブファンドのアンダーライイング・ファンドへの投資は米ドルで行われるため、各サブファンドの米ドル建て以外のクラスの受益証券の価格は、
米ドルの通貨価値の変動による影響を受ける可能性があります。また、各サブファンドの米ドル建て以外のクラスの受益証券の価格は、アンダーライイング・
ファンドが当該通貨以外の通貨建ての証券または通貨を保有する場合、当該通貨以外の通貨価値の変動による影響を受ける可能性があります。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA（円）受益証券（毎月分配型）を除き、各サブファンドの米ドル建て以外のクラスの受益証券は、米ドルの当該クラス
の通貨に対する通貨変動に対し為替ヘッジを行うことを基本としますが、これは為替リスクがなくなることを保証するものではありません。なお、各サブファン
ドの米ドル建て以外のクラスはかかるヘッジ手法に関連した費用を負担します。

当ファンド各サブファンドへの投資は長期的な投資を目的としています。投資家による過度または短期の取引は、ポートフォリオ投資戦略を混乱させ、費用を増
加させ、また他のすべての投資家の投資収益に悪影響を与える可能性があります。
管理会社は、事前の通知なく、またいかなる理由であっても、そのようなおそれのある購入申込み（スイッチングを含む）を拒否することができます。

その他の留意点

販売用資料
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アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託

上記の詳細については、SMBC信託銀行の国内各支店等にお問い合わせください。

お客様に直接ご負担いただく費用

10万米ドル未満 2.75%＊2 1,000万円未満 2.75%＊2

10万米ドル以上30万米ドル未満 2.20%＊2 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%＊2

30万米ドル以上100万米ドル未満 1.65%＊2 3,000万円以上1億円未満 1.65%＊2

100万米ドル以上 1.10%＊2 1億円以上 1.10%＊2

10万豪ドル未満 2.75%＊2 10万NZドル未満 2.75%＊2

10万豪ドル以上30万豪ドル未満 2.20%＊2 10万NZドル以上30万NZドル未満 2.20%＊2

30万豪ドル以上100万豪ドル未満 1.65%＊2 30万NZドル以上100万NZドル未満 1.65%＊2

100万豪ドル以上 1.10%＊2 100万NZドル以上 1.10%＊2

米ドル建て以外のクラスの受益証券は原則として為替ヘッジを行います。ただし、ジャナス・ハイイールド・ファンド（円建て、毎月分配型）は原則として為替ヘッジは行いません。

●

お客様に間接的にご負担いただく費用
管理報酬等* クラスA受益証券 管理報酬等*
年率1.20% ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド 年率1.53%
年率1.55% ジャナス・バランス・ファンド 年率1.85%
年率1.98% ジャナス・フォーティ・ファンド 年率1.98%
年率1.98% ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 年率1.98%

● その他の手数料等

① 保管受託会社の報酬

② 管理事務代行会社の報酬

③ 名義書換代理人の報酬

④ その他費用

⑤ アンダーライイング・ファンドの費用

*1
*2 上記は当資料作成時点の税率に基づくものです。なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。

上記手数料、報酬および費用等は、それぞれ算出方法が異なるほか、投資家の皆様がサブファンドを保有される期間に応じて異なるため、これらを合計した 料率もしく
は上限等を表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

保管受託会社としての業務の対価として、１サブファンドあたり年額7,500米ドルの報酬が支払われます。また、ファンドカスト
ディサービス業務の対価として、各サブファンドの純資産総額の年率0.002％、および証券取引毎に15米ドルの報酬が、該当す
るサブファンドの資産から支払われます。

ファンド管理、会計および当ファンドに関連するサービスの対価として、１サブファンドあたり年額24,000米ドル（上限）の合計額
相当の報酬が当ファンドの資産から支払われます。当該報酬は、各サブファンドの純資産総額に応じて比例配分されます。

投資家サービス業務および名義書換業務の対価として、１受益証券クラスにつき年額325ユーロおよび現地口座１名義につき
年額45ユーロの業務費、ならびに取引毎に15ユーロ（上限）のその他の費用が支払われます。

ブローカー費用および銀行費用、監査人および弁護士費用、年次報告書・半期報告書・目論見書・申請書類等の印刷費用なら
びに配布費用等が、当ファンドのサブファンドの資産から別途支払われます。

アンダーライイング・ファンドの管理事務代行会社の報酬、保管受託会社の報酬またはアンダーライイング・ファンドの設立、運
用について発生したその他の費用が実費ベースでアンダーライイング・ファンドの資産から支払われます。

ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド

ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

クラスA受益証券 * 管理報酬等は該当するサブファンドの純資産総額に対
し、左記の料率を上限として計算されます。
管理報酬等には、管理会社報酬、受益者サービス報酬、
代行協会員報酬のほか、アンダーライイング・ファンドの資
産から支払われる投資顧問報酬ならびにその他報酬およ
び費用等も含まれます。

ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド

クラスA受益証券 豪ドル建て（為替ヘッジあり）
＊1

NZドル建て（為替ヘッジあり）
＊1

申込手数料
（申込金額に対して右の料率を乗じて得た額）

原則としてかかりません。 原則としてかかりません。換金（買戻し）手数料

米ドル建て 円建て（為替ヘッジあり）
＊1

換金（買戻し）手数料 原則としてかかりません。 原則としてかかりません。

申込手数料
（申込金額に対して右の料率を乗じて得た額）

取扱日とは、ファンド営業日で、かつ販売会社または販売取扱会社の営業日（取扱除外日を除きます。）をいいます。
*2 ファンド営業日とは、ニューヨーク証券取引所の営業日をいいます。ただし、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされる日および投資顧問会

社が管理会社・名義書換代理人・管理事務代行会社・保管受託会社の同意を得た上で決定した日を除きます。

［米ドル建てのクラス受益証券］ 　100米ドル以上1米セント単位
［豪ドル建てのクラス受益証券］ 　100豪ドル以上1豪セント単位

［円建てのクラス受益証券］　　　 　1万円以上1円単位
［NZドル建てのクラス受益証券］ 　100NZドル以上1NZセント単位

原則として、取扱日
＊1

の午後3時（日本時間）までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付になります。ただし、販売会社また
は販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付が行われない日がある場合があります。

原則として、換金（買戻し）請求を受領したファンド営業日
＊2

に計算される受益証券１口当たりの純資産価格です。

1口以上1/1000口単位　　（全保有口数を売却する場合には、1/1000口以上1/1000口単位）

ジャナス・セレクション各サブファンドに係る費用

クラスA受益証券

［米ドル建てのクラス受益証券］ 　3,000米ドル以上1米セント単位
［豪ドル建てのクラス受益証券］ 　3,000豪ドル以上1豪セント単位

［円建てのクラス受益証券］　　　 　50万円以上1円単位
［NZドル建てのクラス受益証券］ 　3,000NZドル以上1NZセント単位

（注）販売取扱会社において、別途、当初購入単位（金額）を定める場合があります。

追加購入単位

換金（買戻し）受付

換金（買戻し）価格

換金（買戻し）単位

換金（買戻し）代金

*1

当初購入単位

販売会社または販売取扱会社が換金（買戻し）請求を受け付けた日から起算して10取扱日
＊1

以内に換金（買戻し）代金が支払われます。
※原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払われます。

課税関係
日本の課税上は、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、この取扱いについては税務当局により判断が示されておらず、これと異なる取
扱いとなる可能性もあります。また、将来における税制等の変更または税務当局の判断により、この取扱いが変更されることがあります。

ジャナス・ハイイールド・ファンド

米ドル建て、豪ドル建て、NZドル建てのクラス受益証券を円資金から米ドル、豪ドル、NZドルに交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円
（上限）かかります。

運用開始日

信託期間

2023年3月31日現在

お申込みメモ

2001年11月27日
（ただし、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの運用開始日は2003年9月30日、ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券
（毎月分配型）の運用開始日は2004年11月30日、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの運用開始日は2020年10月1日、ジャナス・フレキ
シブル・インカム・ファンド、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンド、ジャナス・フォーティ・ファンドのクラスＡ（豪ドル）受益証券及びクラスＡ（NZ
ドル）受益証券の運用開始日は2021年7月20日、ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドの運用開始日は2021年8月17日）

原則として無期限（2001年7月31日設定）

決算日

収益分配

購入受付

原則として毎年12月31日

ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスA（米ドル／円）受益証券（毎月分配型）は、原則として毎月分配を行います。ジャナス・グローバル・リアル
エステート・ファンド クラスA（米ドル／円）受益証券（四半期分配型）は、原則として四半期に一度分配を行います。ただし、将来の分配金の支払
いおよびその金額を保証するものではありません。その他のサブファンドにおいて、原則として分配は行いません。

原則として、取扱日
＊1

の午後3時（日本時間）までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付になります。ただし、販売会社また
は販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付が行われない日がある場合があります。

購入価格 原則として、申込みを受領したファンド営業日
＊2

に計算される受益証券１口当たりの純資産価格です。

販売用資料
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ジャナス・セレクション

月次レポート

アイルランド籍オープンエンド契約型外国投資信託 2023年3月31日現在

● 管理会社： ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエー
● 投資顧問会社： ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・インターナショナル・リミテッド
● 保管受託会社： Ｊ.Ｐ. モルガン・エスイー ダブリン支店
● 管理事務代行会社： Ｊ.Ｐ. モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド
● 名義書換代理人： インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービシズ（アイルランド）リミテッド
● 代行協会員： SMBC日興証券株式会社
● 販売取扱会社： 株式会社SMBC信託銀行
● アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社： ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）リミテッド*
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・UK・リミテッド*
*ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・エクイティ・インカム・ファンドのみ

●

●
●

また、非居住者およびＳＭＢＣ信託銀行への届出住所が日本国外のお客様についても同様となります。
●

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

1.

2.

YK-0423(58)0523 Japan PRE

管理会社およびその他の関係法人等

お申込みの際には「外国証券取引口座約款」に基づき外国証券取引口座を設定していただく必要があります。初めて外国証券をお買付けになるお客様は、
「外国証券取引口座約款」をお渡しいたしますので、よくお読みください。

ジャナス・セレクションの他のサブファンドとの間でスイッチングができます。
スイッチングは、受益者が保有するクラス受益証券の買戻しと他のクラス受益証券の申込みを一括して行う取引です。

スイッチングに関する留意事項

スイッチング手数料
スイッチング手数料はかかりません。
※スイッチングは、販売会社または販売取扱会社によって取扱いが異なりますので、詳細は販売会社また
は販売取扱会社にお問い合わせください。

SMBC信託銀行における投資信託取引に関する注意事項

投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
米国税法上の米国人(米国市民、米国居住者またはグリーンカード保有者)は、居住・非居住にかかわらず投資信託の取引申込みができません。

投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合
を除き、投資者保護基金の対象ではありません。

SMBC信託銀行の判断により、取扱いが停止となることがあります。くわしくは、SMBC信託銀行にお問合せください。

当資料は、管理会社が作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。ジャナス・セレクション各受益証券の取得の申込みにあたっては、投資
信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ詳細をご確認願います。

販売用資料
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