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海外株式
指数

ナスダック 総合指数 11,623.25  ポイント 12,144.66  ポイント 12,317.69  ポイント
（騰落率） ▲4.29  ％ ▲1.40  ％ ▲4.99  ％

S&P500 情報技術 2,364.58  ポイント 2,461.48  ポイント 2,481.20  ポイント
（騰落率） ▲3.94  ％ ▲0.79  ％ ▲4.93  ％

MSCIコクサイ・インデックス 2,760.64  ポイント 2,856.22  ポイント 2,881.92  ポイント
（騰落率） ▲3.35  ％ ▲0.89  ％ ▲2.97  ％

為替
指数

米ドル/円 130.03 円 130.78 円 130.52 円

（騰落率） ▲0.57  ％ 0.20  ％ 0.32  ％

5月10日終値 5月6日終値5月9日終値

5月9日終値 5月6日終値 5月5日終値

次頁のファンドの5月10日の基準価額は、5月9日から10日の相場変動の影響を受けます。
5月9日の米国株式市場は、米国のインフレ懸念の高まりを受け、FRB（米連邦準備制度理事会）による積極的な金
融引締めを警戒した売りが続きました。米長期金利が一時3.2％と2018年11月以来の水準に上昇し、相対的な割高
感が意識されやすい高PER（株価収益率）のハイテク株などに売りが膨らみ、大きく下落しました。
主な指数等の終値と騰落率（前営業日⽐）は以下の通りです。

受益者の皆様へ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社

2022年5月10日

弊社ファンドの基準価額下落について

1. 基準価額の変動要因等について

（5月10日の基準価額の変動要因についてのお知らせ）

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年5月10日、次頁のファンドの基準価額が前営業日⽐5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

これらの影響から次頁のファンドの基準価額は下落しました。

（出所）Bloomberg
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２. 基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

以上

基準価額（円） 前営業日⽐（円）
（2022年5月10日） （2022年5月9日⽐）

ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド 20,155 ▲2,130 ▲9.56%

ＵＳテクノロジー・イノベーターズ・ファンド（為替ヘッジあり） 12,872 ▲1,357 ▲9.54%

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型） 7,650 ▲655 ▲7.89%

バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（資産成長型） 7,858 ▲667 ▲7.82%

グローバルＡＩファンド 28,335 ▲2,212 ▲7.24%

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 19,706 ▲1,537 ▲7.24%

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 9,653 ▲723 ▲6.97%

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） 9,036 ▲672 ▲6.92%

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 7,827 ▲581 ▲6.91%

米国イノベーション・ファンド（年１回決算型） 15,925 ▲1,176 ▲6.88%

米国イノベーション・ファンド（年４回決算型） 10,967 ▲805 ▲6.84%

グローバルＤＸ関連株式ファンド（資産成長型） 8,969 ▲646 ▲6.72%

グローバルＤＸ関連株式ファンド（予想分配金提示型） 6,942 ▲498 ▲6.69%

イノベーション・インデックス・ＡＩ 17,955 ▲1,181 ▲6.17%

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド 10,855 ▲708 ▲6.12%

世界新時代株式ファンド（資産成長型） 9,869 ▲553 ▲5.31%

世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型） 8,506 ▲475 ▲5.29%

大和住銀ＤＣ外国株式ファンド 61,970 ▲3,299 ▲5.05%

大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 30,643 ▲1,623 ▲5.03%

インターナショナル株式アクティブファンド（ラップ専用） 16,430 ▲866 ▲5.01%
※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。

ファンド名 変動率
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【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】
●投資信託に係るリスクについて

投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあります。）の影響によ
り上下します。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。
運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資信託は預貯金とは異なり、投
資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。

●投資信託に係る費用について
ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費用・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）

・・・換金（解約）手数料 上限1.10%（税込）
・・・信託財産留保額 上限0.50％

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用・・・信託報酬 上限 年2.255％（税込）
◆その他費用・・・監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含

みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用等が信託財産から支払われます。また、投資信託によ
っては成功報酬が定められており当該成功報酬が信託財産から支払われます。投資信託証券を組み入れる場合
には、お客さまが間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の取引費
用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用の状況により
変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を具体的には記載できません。

※なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの保有期間に応じて異なる等の
理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

【ご注意】
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友
DSアセットマネジメントが運用するすべての投資信託における、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスク
や費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見
書）や契約締結前交付書面等を必ず事前にご覧ください。
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。
投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。

〔2022年3月31日現在〕

作成基準日：2022年5月10日

【重要な注意事項】

【委託会社】
三井住友DS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399号
加入協会：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

 当資料は、受益者の方への情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命
保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。

 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
 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。
 当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それら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。
 当資料は当社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。
 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。



（帳票 J-10-002 営業統括部 2020年 6月改定）

株式、債券、ファンド、上場ETF及び上場リートのご購入の際のご注意事項

当資料は、投資判断の参考となる情報提供のみを目的としており、個別の金融商品の投資勧誘を
目的として作成または提供するものではありません。当資料は、作成者が信頼できると判断した
情報源に基づいて作成されていますが、その情報の正確性や完全性を、または、将来の経済・
市況動向等を予測・保証するものではありません。また、当資料中の見解等は今後予告なく変更
される場合がありますので、投資に係る最終決定はご自身の判断でなさいますようお願い申し上
げます。金融商品等の手数料等及びリスクについては、当該商品等の上場有価証券等書面、契約
締結前交付書面、目論見書及びお客さま向け資料等に記載しておりますので、よくお読みくださ
い。

【お取引時の手数料について】（営業店でお取引の場合の手数料率、税込表示）
● 国内株式の売買取引には約定代金に対して最大1.155％の売買手数料（同手数料額が2,750円に満たない

場合は2,750円）をいただきます。マルチネット取引で売買いただく場合には対面取引の基本手数
料から20％割引（当該金額が2,200円に満たない場合には、一律2,200円）となります。又、外国
株式の売買取引には売買金額（現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合は加え、
売りの場合は差し引いた金額）に対して最大0.88％の委託手数料（同手数料額が2,750円に満たない場
合は2,750円）をいただきます。

● 非上場債券（国債、地方債、政府保証債、社債等）を当社が相手方となり、お買付けいただく場合

には、購入対価のみお支払いいただきます。
● ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

＜直接費用＞購入手数料（スイッチング手数料を含む）上限3.85%、換金手数料上限1.10%、信託財産留
保額上限0.50％が必要となります。マルチネット取引の場合は購入手数料（スイッチング手数料を
含む）、換金手数料について対面取引手数料の20％割引となります。

＜間接費用＞運用管理費用（信託報酬）上限2.50％、（注）その他の費用・手数料（監査費用、有価証券等
の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務に要する諸費用等）をご負担頂き
ます。（注）その他費用・手数料は、運用状況等により変動する為、料率の上限等を示すことができません。

● 外国株式、外国債券、外国投資信託を売買取引する際の円貨と外貨の交換レートには、約定代
金に応じて当社が決定する為替スプレッドがあります。

【リスクについて】
● ＜株式、上場ETF、債券のリスク＞株式や上場ETFの売買取引については、株価の変動により投資元本

を割り込むことがあります。債券は金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあり
ます。外国株式、外国債券及び外貨建て資産に投資する上場ETFは、為替相場の変動等により損失が生
じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に
より投資元本を割り込むことがあります。

● ＜為替リスク＞外貨建て商品の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動あ
るいは外貨交換の際の為替スプレッドにより、円換算ベースで投資元本を割り込み損失を被る場合があ
ります。

● ＜上場リートのリスク＞リートは、不動産などで運用を行う上場投資法人です。リート市場価格につい
ては、金融経済動向、不動産市況、災害（地震、火災等）等の影響を受け変動し損失が生じるおそれが
あります。分配金は不動産などからの収入に応じ変動します。金融商品取引所が定める基準に抵触し上
場廃止になった場合には、取引が著しく困難になる可能性があります。

● ＜ファンドのリスク＞ファンドは、主に国内外の株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有
価証券等（外貨建て資産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大きく変動します。
従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。また、「毎月分配型
」及び「通貨選択型」ファンドの“収益分配金に関する留意事項”及び“通貨選択型投資信託の収益イメー
ジ”は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書（交付目論見書）を
よくお読みください。

商号等

加入協会

ひろぎん証券株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号

日本証券業協会
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