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景気後退入りした日本経済
内閣府の景気動向指数研究会は前回の景気のピーク

を2018年10月と認定しました。消費増税、コロナ禍
よりかなり前に景気後退が始まっていたことが示され
ました。景気ウォッチャー調査の先⾏き判断指数はコ
ロナ前の⽔準を回復していますが、企業景況感の回復
は遅れています。輸出についても、中国向けは回復に
向かっているものの米欧向けは足踏みを続けています。
しかし、景気サイクルの観点からは4‐6月期を底に景
気は既に回復局⾯に⼊っている可能性があると考えて
います。

⾒通しにくい企業収益
5月に底を打った国内企業の収益リビジョン指数の

回復スピードは米欧中より緩慢です。来週から本格化
する4‐6月期の決算発表では大幅減益、赤字を発表す
る企業が続出すると予想されています。4‐6月期の数
字が悪いことは既に織り込まれており、市場の注目は
「通期の収益⾒通し」に集まりそうです。新型コロナ
感染の第2波を巡る不透明感が⾼まるなか、通期⾒通
しの発表が⾒送られるケースも想定されます。現時点
で将来に楽観的な⾒通しを持てる企業はほとんどない
と思われることから「4‐6月期決算で悪材料が出尽く
す」との⾒込みが現実になることは期待できません。

株式市場を取り巻く環境
一⽅、株式市場を取り巻く環境は冴えません。日本

はこれまで外国人投資家からコロナ対策の「優等生」
と評価されてきましたが、直近の感染再拡大や「Go
Toキャンペーン」を巡る政策の迷走によってその評
価は急速にしぼんでいる模様です。また、永田町では
年内解散・総選挙に向けた風が吹き始めました。秋以
降に政策より政局に焦点が向かい、経済政策がおろそ
かになる可能性が指摘されています。⾦融・財政政策
はこれまでに打ち出された政策の効果を⾒極める「様
⼦⾒」 の期間に⼊ってきたと考えています。

当面、一進一退の展開を予想
景気回復を先取りする株式市場と足元で低迷するマ

クロ経済の間で拡がってきた乖離は、6月以降の株価
低迷によって収斂に向かいつつあります。足元では新
型コロナ感染の第2波によって景気や企業収益の先⾏
きが読みにくくなっているため、株式市場は当⾯一進
一退の展開を続けると思われます。足元で楽観的な報
道が相次ぐワクチン開発についても保守的に⾒ていま
す。一⽅、10月以降の上期決算発表時にはより明確
な通期⾒通しが示され、3ヵ月程度では市場参加者の
焦点が来年度の業績に移り、米大統領選前の不透明感
も幾分和らぐと考えられることから、株価は徐々に上
値を追う展開に移⾏していくと予想しています。

本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したもので
はありません。■本資料に掲載されている市場見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、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。また、
将来予告なしに変更される場合があります。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、投資判断はお客様ご自身で行っていただき
ますようお願いします。

日経平均株価の推移

当面は一進一退ながら、その後は徐々に上値を追う展開へ

1

国内株式

（注）日経平均株価の期間は2016年1月〜2020年7月30日 （出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

TOPIXの一株当たり利益（EPS）

日本 7月30日 8-10月の予想レンジ

日経平均株価 22339.23円 20500円〜24500円
TOPIX 1539.47p 1400p〜1700p
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米国株式
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NYダウの推移

景気指標は悪化基調へ
6月下旬以降、時期尚早に経済を再開させた南⻄部

の州を中心に新型コロナ感染が拡大し、回復途上に
あった経済活動に打撃を与えています。実際に発表
された経済指標が事前予想を上回れば上昇し、下回
れば低下する経済サプライズ指数は4月30日を底に歴
史的な⽔準を大きく上回る⽔準まで急上昇した後、7
月16日にはこのような動きを受けてピークアウトし
ました。株式市場の勢い（モメンタム）を示すとも
考えられる経済サプライズ指数は当⾯、低下基調を
たどると予想しています。

⼤⼿銀⾏は景気の先⾏きに警戒的
既に本格化している4‐6月期の決算発表では事前の

市場予想を上回る発表がほぼ半分を占めています。
過去1ヵ月ほど上⽅修正が続いた市場の収益予想を更
に上回る数字が発表されたことで市場には幾分安心
感が広がりました。しかし、新型コロナ感染が止ま
らない環境で通期⾒通しには慎重にならざるを得ず、
今決算発表で市場が「悪材料出尽くし」になること
は難しいと考えています。大⼿銀⾏3⾏は合計で3兆
円ほどの貸倒引当⾦を計上し、景気の先⾏きに対し
て警戒感を強めています。

「財政の崖」に対する懸念
米国では失業給付の上乗せ、中小企業支援、個人

への現⾦給付などの政策がコロナ以降の個人消費を
下支えしてきたと考えられています。しかし、足元
ではこれらの時限措置が打ち切られた後に景気が悪
化すること（財政の崖）が懸念されています。議会
には⺠主党が3兆ドル、共和党が1兆ドルの追加刺激
策を提出していますが、両党とも大統領選を控えて
様々駆引きを繰り広げており、夏の休会前に法案の
擦合わせが可能になるかどうかは予断を許しません。

しばらく軟調でも秋以降は戻りを試す展開へ
11月3日の大統領選まで100日を切りました。市場

では当⾯の追加景気刺激策に加えて両候補の就任後
の経済政策に対する議論が始まりました。⺠主党の
バイデン候補優位が伝えられるなか、株式市場が懸
念し始めたのが「Democratic Sweep」です。この
⾔葉は⺠主党が大統領、上院、下院の全てを握るこ
とを示します。ビジネス寄りの共和党に対して増税、
規制強化、所得再分配を目指す⺠主党が左派寄りの
政策を打ち出せば、米国人の「アニマルスピリッ
ト」が後退してしまう可能性があります。

当⾯は業績⾒通しが定まらず、大統領選前に不透
明感が⾼まるとみられることから、株式市場はしば
らく軟調に推移すると考えています。しかし、大統
領選後が視野に⼊り、市場の焦点が来年の業績に移
る秋以降は戻りを試す展開になると予想しています。

⼤統領選前は不安定化するものの、中期的には戻りを試す展開へ

（注）NYダウの期間は2016年1月〜2020年7月30日 （出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

経済サプライズ指数（Citi）の推移

米国 7月30日 8-10月の予想レンジ

NYダウ 26313.65㌦ 23000㌦〜29000㌦
S&P500指数 3246.22p 2800p〜3500p
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欧州株式
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STOXXヨーロッパ600指数の推移 ドイツ、スペインの株式市場の推移

まだら模様の景気回復
欧州経済の回復はまだら模様です。財政が健全で企

業や個人向けの財政支援に積極的なドイツは一早く回
復軌道に乗りましたが、観光業への依存度が⾼い南欧
諸国の経済に対して楽観的な⾒通しは持てません。英
国がスペインからの帰国者に2週間の防疫措置を求め
たことに対してスペイン政府は反発の声を上げていま
す。株式市場でもスペイン株のパフォーマンスがドイ
ツ株を下回っています。セクター別にも旅⾏・レ
ジャーの株価が軟調に推移しています。

センチメントを改善させた「復興基⾦」
「倹約4ヵ国」の反対で議論が滞ってきた7500億

ユーロ規模の「復興基⾦」は、7月に⼊ってようやく
合意に達しました。これはEU共通債券を発⾏して調
達した資⾦でコロナで打撃を受けた国（主に南欧諸
国）に融資とともに返済義務のない補助⾦の形で支援
を⾏うメカニズムです。これまでユーロ圏では通貨と
⾦融政策が統合される一⽅、財政政策は各国に委ねら
れてきました。これまで⾦融市場はこの歪みに付け込
み、時としてユーロ圏の⾦融資産を売り浴びせてきま
した。今回の復興基⾦が財政統合への第一歩と捉えら
れ、ユーロが対ドルで上昇し、域内の南北格差が是正
されるとの観測からイタリアやスペイン国債の対独ス
プレッドは縮小に向かいました。復興基⾦の合意に加

えて、欧州の新型コロナ感染が米国より抑制されてい
ること、米国が選挙の季節を迎える一⽅で欧州域内で
は当⾯大きな選挙が予定されていないことも欧州の⾦
融資産の優位性になると思われます。

景気敏感株が優位に
このように「復興基⾦」の設⽴によって欧州の⾦融

資産全体への信頼感が⾼まりました。一⽅、株式市場
の観点からは、今後、世界の景気サイクルがコロナ禍
の後退から回復に転じれば、銀⾏、機械、エネルギー、
⾼級消費財などの景気敏感株を多く含む欧州株式は割
⾼な成⻑株を多く含む米国株式よりも魅⼒的だと判断
される可能性が⾼まると考えています。

景気回復が⾒通され、上値を追う展開へ
しかし、欧州の⾦融資産の常として過度な楽観は禁

物です。南欧諸国が復興基⾦の資⾦をばらまきでなく
経済の構造問題解決に有効活⽤できるか、英国がス
ムーズにEUから離脱できるかなどを⾒極める必要が
あります。新型コロナ感染が拡大し、景気回復の道筋
が危うくなれば、景気敏感株主体の欧州株式のパ
フォーマンスは悪化します。

欧州株式はしばらく米国株式に追随し軟調に推移す
ると考えられますが、3ヵ月程度を⾒通せば、年後半
の景気回復や企業業績の底⼊れが⾒通せるようになり、
上値を追う展開に移っていくと予想しています。

業績底入れが⾒通せるようになれば、上値を追う展開へ

（注）STOXXヨーロッパ600指数の期間は2016年1月〜2020年7月30日 （出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

欧州 7月30日 8-10月の予想レンジ

STOXXヨーロッパ600指数 359.52p 330p〜410p
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中国株式がアジア株式の上昇を牽引
7月のアジア株式は中国株式に牽引される形で続伸

しました。中国株式が急上昇した背景には北京にお
ける新型コロナの感染拡大が一段落し、企業景況感
が改善し、米国の経済制裁の企業収益への影響が軽
微にとどまるとの観測が⾼まったことがありました。
またマスコミに後押しされ、市場の勢い（モメンタ
ム）に乗ろうとする個人投資家が信⽤取引でハイテ
ク株を積極的に買い進めたと伝えられています。7月
中に香港のハイテク企業を集めたハンセンテック指
数や中国本土の新興企業が上場する科創板の株価指
数の算出が始まったことも後押ししたと思われます。

一足先に正常化に向かった中国経済
米国の4‐6月期実質GDP成⻑率は振れの大きい前期

⽐年率で‐32.9%となりましたが、中国の4‐6月期実
質 GDP 成 ⻑ 率 は 前 年 ⽐ で 1‐3 月 期 の ‐6.8% か ら
+3.2%に回復しました。しかし、これまでの景気回
復を先導してきたのは政策主導のインフラ投資、国
有企業の生産、住宅建設などで、共産党政権が本来
目標とする労働市場や個人消費の回復は相対的に遅
れています。年後半はこれまでに打ち出された企業
向け社会保障費の減免や減税、国有銀⾏による中小
企業向け融資の拡大、企業の利払い延期、新エネル

ギー⾞の購⼊補助⾦などが徐々に効果を発揮し、景
気が回復から拡大に転じると予想しています。

悪化の一途をたどる米中関係
米中関係については、問題の本質が貿易や知財窃

取などの「経済」から「価値観・イデオロギー」に
移り、新たな局⾯を迎えたと認識しています。米国
における対中強硬姿勢は超党派の流れで、仮に大統
領が変わってもこの流れは継続すると思われます。
トランプ以降の米国の対中政策は常にその時々の悲
観シナリオを辿ってきたことを考えれば、米中関係
の先⾏きを楽観視することは危険です。しかし、こ
れは⻑期的な潮流であり、向こう3‐6ヵ月ではテクノ
ロジー分断の直接的な影響を受ける産業・企業を除
けば、マクロ経済や企業収益への影響はそれほど大
きくならないと考えています。

3ヵ月程度では戻りを試す展開へ
中国株式には割⾼感が出てきましたが、技術覇権

を狙う政策や新インフラ投資の恩恵を受ける企業群
には上値が期待されます。アジア株式は先進国同様
に目先は上値の重い展開が続く可能性があります。
しかし、3ヵ月程度では企業収益の回復基調が確認さ
れ、戻りを試す展開に移⾏すると予想しています。

本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したもので
はありません。■本資料に掲載されている市場見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、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。また、
将来予告なしに変更される場合があります。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、投資判断はお客様ご自身で行っていただき
ますようお願いします。

アジア株式
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MSCIアジア (除く日本)指数の推移

企業収益の回復基調が確認され、戻りを試す展開に

（注）MSCIアジア（除く日本）指数の期間は2016年1月〜2020年7月30日。MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的
財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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。

（出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

アジア 7月30日 8-10月の予想レンジ

MSCI アジア(除く日本)指数 701.46p 630p〜740p

中国、アジア株式市場の推移



※上記の予想レンジや⾒通しは投資情報部の⾒解であり、ファンドの運⽤⽅針とは異なる場合があります。
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日本︓財政・⾦融のポリシーミックス
7月の日銀の⾦融政策決定会合では⾦融政策に変更

はなく、展望レポートの景気、物価⾒通しにも大き
なサプライズはありませんでした。会合後の記者会
⾒で⿊田総裁は不確実性を強調しつつも「モノの消
費や生産が底を打つなど足元で景気回復の兆候が⾒
られ、緩やかながらも景気は着実に回復していく」
との⾒⽅を示しました。一⽅、6月のコア消費者物価
指数は前年⽐0%と前月の‐0.2%からは改善したもの
の、依然としてデフレ脱却が⾒通せない状況です。
日銀は海外中銀の動きを睨みながら、しばらくはこ
れまでに実⾏された政策の効果を⾒極める姿勢を続
けると思われます。10年国債利回りは、国債が増発
されても日銀が引き受けるとの思惑から、当⾯0%を
挟むレンジ内で安定的に推移すると予想しています。

米国︓フォーワードガイダンスを検討
コロナ禍で急激に低下した物価は、新型コロナへ

の有効な治療薬やワクチンが普及し人々や企業の⾏
動様式がコロナ前に戻るまでは上がりにくい状況が
続くと考えています。FRB（連邦準備制度理事会）
の主要メンバーは2022年末までは現在のゼロ⾦利政
策を続けることを想定しています。また、景気低迷
が⻑期化した場合の対応策としてはマイナス⾦利や
イールドカーブ・コントロールではなく⻑期間利上

げを⾏わないことを表明する「フォーワードガイダ
ンス」が検討されています。⻑期的には経済活動が
平時に戻った後に物価が上がり始めると予想してい
ますが、それは数年先になると思われます。政府が
国債を追加発⾏してもFRBが引き受けるとの思惑が
働き、10年国債利回りは当⾯低⽔準で推移すると考
えています。FRBがQE（資産買取り）を終えれば⻑
期⾦利が上がりやすくなりますが、海外との⾦利格
差によって米国債の魅⼒は維持されそうです。一⽅、
財政赤字が戦後最悪の⽔準まで拡大しても、資⾦需
要が盛り上がらない⾦余りのなか「財政リスクプレ
ミアム」が拡大することも想定していません。

欧州︓復興基⾦に合意
EU各国は⻑い交渉の末に「復興基⾦」に合意しま

した。これはEU共通債券の発⾏を通して調達した資
⾦でコロナ禍で打撃を受けた国（主に南欧諸国）に
支援を⾏うメカニズムです。この制度によってコロ
ナ禍が⻑引いても南欧諸国が財政危機に陥ることが
避けられるとの思惑からイタリア、スペイン、ギリ
シャの⻑期⾦利の対独スプレッドは安定に向かいま
した。通貨ユーロに対する信頼も⾼まったことから
EUの盟主であるドイツの10年国債利回りはしばらく
マイナス圏で安定的に推移すると考えています。

本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したもので
はありません。■本資料に掲載されている市場見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、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。また、
将来予告なしに変更される場合があります。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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。■投資信託の取得の申込みに当たっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、投資判断はお客様ご自身で行っていただき
ますようお願いします。

内外債券｜長期金利
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日本10年国債利回りの推移 米国10年国債利回りの推移 ドイツ10年国債利回りの推移

財政・⾦融の調和が進み、日米欧⻑期⾦利は低位安定へ

（注）グラフの期間は2016年1月〜2020年7月30日 （出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

10年国債利回り 7月30日 8-10月の予想レンジ
日本 0.02％ ‐0.2%〜0.2%
米国 0.55％ 0.3％〜1.0％

ドイツ ‐0.54％ ‐0.70%〜‐0.10%



※上記の予想レンジや⾒通しは投資情報部の⾒解であり、ファンドの運⽤⽅針とは異なる場合があります。
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本資料は、投資環境に関する情報提供を目的として岡三アセットマネジメント株式会社が作成したものであり、特定のファンドの投資勧誘を目的として作成したもので
はありません。■本資料に掲載されている市場見通し等は、本資料作成時点での当社の見解であり、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。また、
将来予告なしに変更される場合があります。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に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
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外国為替
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ドル円相場はしばらくドル安が継続
ドル円相場は足元で1ドル104円台まで円⾼ドル安

が進みました。これは「円⾼」というよりも「ドル
安」の動きだと認識しています。米国でFRBがゼロ
⾦利政策の導⼊に加えて無制限QEに踏み切り、南⻄
部の州で新型コロナの感染が拡がったことがドル売
り材料になりました。インフレ連動国債の利回りで
示される米国の実質10年⾦利が2012年以来の低⽔準
で推移していることもドル資産の相対的な魅⼒を引
き下げています。米国で新型コロナの感染拡大が止
まらず、大統領選前に経済政策や景気の先⾏きに対
する不透明感が⾼まれば、リスクオフの円⾼が継続
することも考えられます。特に8月は円が強含むこと
で知られています。しかし、コロナ後の世界経済の
回復・拡大は米国が牽引し、米実質⾦利もいずれは
反転すると考えているため、中⻑期的には現在のド
ル安トレンドは反転に向かうと予想しています。

ユーロドル相場でもドル安ユーロ高を予想
ユーロドル相場でもドル安ユーロ⾼が進んでいま

すが、ここでは「ドル安」に加えて「ユーロ⾼」材
料も表⾯化してきました。7月に各国⾸脳が復興基⾦
に合意し、EUの「連帯」が確認されると、共通通貨
である「ユーロ」に対する信頼感が一気に⾼まりま
した。ユーロ圏での新型コロナ感染が米国よりも抑

制されていることや域内で当⾯主要な選挙が予定さ
れていないこともユーロ⾼要因になると考えていま
す。当⾯、ドル安ユーロ⾼が継続すると予想してい
ますが、⻑期的にはドル円相場同様、ドル⾼局⾯を
迎える可能性があると考えています。

新興国通貨はしばらく安定的に推移
7月以降の新興国通貨は低位で安定する米国⾦利や

ドル安の流れを受けて堅調に推移してきました。基
本線としては、今後もこの動きがしばらく継続する
と予想しています。しかし、一部の国では新型コロ
ナの感染拡大が続き、財政悪化に⻭止めがかからず
に国債が売られ、通貨にも売り圧⼒がかかる可能性
があります。その動きが新興国全体に波及すること
がリスク要因です。

中国人⺠元については、米中関係と中国のマクロ
経済が当⾯の焦点になると考えています。米中関係
については、これまでは関係改善は元⾼、関係悪化
は元安材料と考えられてきましたが、米中問題の本
質が経済から価値観やイデオロギーに変わってきた
現在、両国関係がドル人⺠元レートに与える影響を
ルール化することは難しくなってきました。マクロ
経済の観点からは、新型コロナの沈静化で先⾏した
中国は景気回復でも先⾏し、人⺠元は対ドルで底堅
く推移すると予想しています。

しばらくドル安基調が継続すると予想

（注）グラフの期間は2016年1月〜2020年7月30日 （出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

ユーロの対ドル相場米ドルの対円相場

外国為替 7月30日 8-10月の予想レンジ
ドル円 104.73円 102円〜110円

ユーロドル 1.18㌦ 1.10㌦〜1.22㌦
ユーロ円 124.07円 118円〜126円
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＜本資料に関するお問合わせ先＞
フリーダイヤル 0120-048-214 （9:00〜17:00 土・日・祝祭日・当社休業日を除く）

皆様の投資判断に関する留意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資し

ますので、基準価額は変動します。従って、投資元本が保証されているものではなく、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。

投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】

• 投資信託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。

• 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

• 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配

金の金額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われます

ので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を

超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における ファンドの収益率を示すものでは

ありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相

当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同

様です。

【お客様にご負担いただく費用】

 お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額×購入口数×上限3.85％（税抜3.5％）

 お客様が換金時に直接的に負担する費用

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内

 お客様が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担

：純資産総額×実質上限年率2.09％（税抜1.90％）

※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含め

た報酬のことをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の

実際の組入比率により変動します。

その他費用・手数料

監 査 費 用：純資産総額×上限年率0.0132％（税抜0.012％）

※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務

の処理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、

借入金の利息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。

（監査費用を除くその他費用･手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示す

ことはできません。）

●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計

金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

【岡三アセットマネジメント】

商 号：岡三アセットマネジメント株式会社

事 業 内 容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業

登 録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370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

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である岡三ア

セットマネジメント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個

別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、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」

の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。


