
月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】
（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

4コースの分配金再投資基準価額の推移
(円)

*

期間別騰落率(税引前)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
安定 (2015年9月25日設定） 0.9% 5.4% -2.8% -0.8% 0.9% 6.4%
安定成長 (2015年9月25日設定） 1.1% 8.6% -5.3% -1.9% 0.7% 9.2%
成長 (2015年9月25日設定） 0.9% 12.0% -8.7% -3.6% 1.0% 14.4%
インカム (2018年4月11日設定） 1.1% 10.3% -6.5% -0.2% - 0.8%

* 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています。

4コースの運用実績 (2020年6月30日現在)

安定 安定成長 成長 インカム
1万口当たり基準価額 (円) 10,306 10,560 11,197 9,542
前月末基準価額との変化幅 （円） 91 115 97 105
* 基準価額は信託報酬控除後のものです。変化幅は、月末基準価額（当月分配金込み）で計算しています。

4コースの税引前分配金の推移（１万口当たり）

分配金（円）
決算期 安定 安定成長 成長 決算期 インカム

第1期（16年8月19日） 100 100 100 第9期（19年10月21日） 57
第2期（17年8月21日） 105 110 115 第10期（19年12月19日） 52
第3期（18年8月20日） 60 70 10 第11期（20年2月19日） 49
第4期（19年8月19日） 70 80 10 第12期（20年4月20日） 38

- - - - 第13期（20年6月19日） 45
設定来累計 335 360 235 設定来累計 537

*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照く
ださい。また、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）」を必ずご覧ください。

分配金再投資基準価額は、信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後の基準価額に税引
前分配金を再投資したものとして計算しています。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

将来の分配金は、運用状況によって変化します。分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあり
ます。
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

市場動向 (前月比)

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

今後の見通し

☀

☀

☁

☂

☀

☁

☁

☁

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

先進国国債

欧州株式

新興国株式

経済活動の段階的再開に伴う景気回復期待から強気な見
方

新興国の多くは新型コロナウイルスへの対応策に限界あ
り。新興国ではアジア市場をより有望視

経済活動の段階的再開に伴う景気回復期待から強気な見
方

経済活動の段階的再開に伴う景気回復期待から上昇

経済活動の段階的再開に伴う景気回復期待から上昇

新興国における新型コロナウイルスの経済への悪影響を
軽減するための政策対応を受けて上昇

弱気な見方。ただし、市場のボラティリティ上昇時はポート
フォリオの耐性を高める効果が期待できる

世界経済は新型コロナウイルスの影響を受けて足元で低迷しているものの、
2020年下半期以降は緩やかな回復に向かうと予想

概観

債券

主要国による金融緩和の継続を背景に底堅く推移

株式

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

債券

他資産と比べ期待収益率が高い。ただし多くの国では新型
コロナウイルスへの対応策に限界あり、財政の悪化も懸念
材料

米ドル建新興国債券
バリュエーションは改善。ただし多くの国では新型コロナウ
イルスへの対応策に限界あり。財政の悪化も懸念材料

景気回復期待、バリュエーションの改善はプラス要因。ただ
し格付けの引き下げやデフォルト率の上昇による下振れリ
スクあり

現地通貨建新興国債券

世界社債 景気回復期待、バリュエーションの改善から強気な見方

ハイ・イールド債券

株式

米国株式

世界社債

新興国の相次ぐ利下げを背景に堅調

米国株式

欧州株式

新興国株式

先進国国債

新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債、ハイ・イールド債券市場は、景気回復期待を受
けて、いずれも堅調

2/17



月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

目標リスク水準

安定 安定成長 成長 インカム

年率
5％
程度

年率
5％～8％

程度

年率
8％～11％

程度

年率
8％～11％

程度

参考利回り

安定 安定成長 成長 インカム

1.7% 1.7% 1.5% 3.6%

信託財産の構成 (2020年6月30日現在)

*
※

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

注) 参考利回りは各コースの投資先ファンドの分配金利回りを保有割合で加重平均したものです。従って、実
際のファンドの利回りとは異なります。また、作成基準日時点で知りうる直近のデータを表示しております。

世界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社
債は世界、欧州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。

キャッシュ等 5.7% キャッシュ等 7.8% キャッシュ等 6.3% キャッシュ等 4.4%

インフラ 4.6%不動産・その他※ 4.2%
不動産・その他※ 8.2%

不動産・その他※ 7.0% 不動産・その他※ 4.1%ABS 3.8%

ABS 2.5%
ABS 1.3% ABS 2.9%

新興国債券 7.2%

新興国債券 11.0%
新興国債券 15.1% 新興国債券 15.1%ハイ・イールド債券 3.5%

ハイ・イールド債券

5.0%

ハイ・イールド債券

6.8%

ハイ・イールド債券

12.7%
世界社債※ 28.0%

世界社債※ 18.7%
世界社債※ 7.4%

世界社債※ 16.2%

世界国債 33.6%

世界国債 19.5%

世界国債 3.8%

世界国債 3.7%

世界配当株式 36.4%

新興国株式※ 1.6%

新興国株式※ 3.1%

新興国株式※ 6.7%

世界株式※ 12.5%

世界株式※ 24.2%

世界株式※ 45.6%

安定 安定成長 成長 インカム

3/17



月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2020年6月30日現在)

基準価額と純資産総額の推移

(円) (億円)

*

商品概要 税引前分配金の推移（１万口当たり）

設定日 2015年9月25日 決算期 分配金（円）

信託期間 設定日から2035年8月17日まで 第1期（16年8月19日） 100

決算日 原則、8月19日/年1回決算 第2期（17年8月21日） 105

第3期（18年8月20日） 60

基準価額等 (2020年6月30日現在) 第4期（19年8月19日） 70

1万口当たり基準価額 (円) 10,306 - -

設定来高値（2020年2月21日） 10,781 - -

設定来安値（2020年3月24日） 9,494 設定来累計 335

純資産総額 (億円) 270.5 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2020年6月30日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界株式※ -0.05% 1.9% -1.2% -0.1% 1.1% 3.9%

新興国株式※ 0.1% 0.3% -0.3% -0.1% 0.04% 0.4%

世界国債 0.1% -0.04% 1.3% 1.6% 2.8% 3.8%

世界社債※ 0.5% 1.6% 0.05% 0.7% 1.6% 3.5%

ハイ・イールド債券 0.05% 0.3% -0.1% -0.03% 0.1% 1.3%

新興国債券 0.2% 1.1% -0.8% -0.5% -0.3% 0.4%

ABS（資産担保証券） 0.04% 0.3% -0.2% -0.1% -0.1% -0.1%

不動産・その他※ 0.1% 0.3% -1.0% -0.8% -0.4% -0.5%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.7% -1.3% -3.9% -6.2%

合計 0.9% 5.4% -2.8% -0.8% 0.9% 6.4%
*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (安定コース) 【愛称 : ゆめラップ】

基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配金再投資基準価
額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

将来の分配金は、運用状況によって変化します。分配
対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
ります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

上記は、税引前分配金を再投資したものとして計算した期間別騰落率を、主要項目別に分解した変動の概算値です。※世
界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社債は世界、欧
州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。信託報酬は、実質的な負担(後掲の「当ファンドの
費用」をご参照ください）を表示しています。
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2020年6月30日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (安定コース) 【愛称 : ゆめラップ】

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

世界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社債は世界、
欧州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。

基本配分比率は、当コースの運用を行う際の基本(基準)となる資産配分比率です。各資産の長期の投資収益率とリスク水
準を基に、長期の視点に立ち策定された配分比率です。目標配分比率は、足元の市場動向や今後の見通し(当資料2ペー
ジを参照)を考慮した、現状の投資方針を示します。この配分比率を目標として、ポートフォリオを構築します。また、目標配
分は投資戦略上の配分比率であり、実際の組入比率とは異なることがあります。尚、将来の市場環境の変動等により、当
該運用方針が変更される場合があります。

キャッシュ等
不動産・その他※

ABS（資産担保証券）
新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債※

世界国債

新興国株式※

世界株式※
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不動産・その他

ABS（資産担保証券）

現地通貨建新興国債券

米ドル建新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債

先進国国債

株式

基本配分比率 目標配分比率

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋0.9％

- 基本配分比率を変更

- 株式：強気な見方。組入比率を引き上げ

- 先進国国債：弱気な見方。組入比率を引き下げ

- 社債/ハイ・イールド債券：景気回復期待、バリュエーション

の改善から組入比率を引き上げ

- 新興国債券：現地通貨建債券、米ドル建債券ともに、他の

資産とのバランスを考慮し、組入比率を引き下げ

【今後の投資戦略のポイント】

- 先行き不透明な市場環境を踏まえ、当面は慎重な投資

姿勢を取る方針。ただし、長期の戦略的視点では、引き

続き世界株式を含むリスク資産を選好
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2020年6月30日現在)

基準価額と純資産総額の推移

(円) (億円)

*

商品概要 税引前分配金の推移（１万口当たり）

設定日 2015年9月25日 決算期 分配金（円）

信託期間 設定日から2035年8月17日まで 第1期（16年8月19日） 100

決算日 原則、8月19日/年1回決算 第2期（17年8月21日） 110

第3期（18年8月20日） 70

基準価額等 (2020年6月30日現在) 第4期（19年8月19日） 80

1万口当たり基準価額 (円) 10,560 - -

設定来高値 (2020年2月21日) 11,364 - -

設定来安値 (2020年3月24日) 9,292 設定来累計 360

純資産総額 (億円) 418.8 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2020年6月30日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界株式※ -0.1% 3.7% -2.3% -0.2% 2.4% 6.3%

新興国株式※ 0.2% 0.5% -0.4% -0.1% 0.00% 0.7%

世界国債 0.1% 0.00% 0.4% 0.4% 0.8% 1.3%

世界社債※ 0.7% 2.4% 0.1% 0.9% 2.4% 5.3%

ハイ・イールド債券 0.05% 0.3% -0.1% -0.03% 0.1% 1.3%

新興国債券 0.2% 1.3% -0.9% -0.5% -0.4% 0.7%

ABS（資産担保証券） 0.04% 0.3% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

不動産・その他※ 0.1% 0.5% -1.3% -0.9% -0.5% -0.2%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.7% -1.3% -3.9% -6.2%

合計 1.1% 8.6% -5.3% -1.9% 0.7% 9.2%
*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (安定成長コース) 【愛称 : ゆめラップ】

基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配金再投資基準価
額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

将来の分配金は、運用状況によって変化します。分配
対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
ります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

上記は、税引前分配金を再投資したものとして計算した期間別騰落率を、主要項目別に分解した変動の概算値です。※世
界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社債は世界、欧
州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。信託報酬は、実質的な負担(後掲の「当ファンドの
費用」をご参照ください）を表示しています。
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純資産総額 (右軸) 分配金再投資基準価額 (左軸) 基準価額 (左軸)
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2020年6月30日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (安定成長コース) 【愛称 : ゆめラップ】

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

世界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社債は世界、
欧州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。

基本配分比率は、当コースの運用を行う際の基本(基準)となる資産配分比率です。各資産の長期の投資収益率とリスク水
準を基に、長期の視点に立ち策定された配分比率です。目標配分比率は、足元の市場動向や今後の見通し(当資料2ペー
ジを参照)を考慮した、現状の投資方針を示します。この配分比率を目標として、ポートフォリオを構築します。また、目標配
分は投資戦略上の配分比率であり、実際の組入比率とは異なることがあります。尚、将来の市場環境の変動等により、当
該運用方針が変更される場合があります。

キャッシュ等
不動産・その他※

ABS（資産担保証券）
新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債※

世界国債
新興国株式※

世界株式※
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キャッシュ

不動産・その他

ABS（資産担保証券）

現地通貨建新興国債券

米ドル建新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債

先進国国債

株式

基本配分比率 目標配分比率

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋1.1％

- 基本配分比率を変更

- 株式：強気な見方。組入比率を引き上げ

- 先進国国債：弱気な見方。ただし、ポートフォリオのリスク

のバランスを考慮し、組入比率を引き上げ

- 社債/ハイ・イールド債券：ハイ・イールド債券は組入比率

を引き上げ、社債は組入比率を引き下げ

- 新興国債券：現地通貨建債券、米ドル建債券ともに、

他の資産とのバランスを考慮し、組入比率を引き下げ

【今後の投資戦略のポイント】

- 先行き不透明な市場環境を踏まえ、当面は慎重な投資

姿勢を取る方針。ただし、長期の戦略的視点では、引き

続き世界株式を含むリスク資産を選好
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2020年6月30日現在)

基準価額と純資産総額の推移

(円) (億円)

*

商品概要 税引前分配金の推移（１万口当たり）

設定日 2015年9月25日 決算期 分配金（円）

信託期間 設定日から2035年8月17日まで 第1期（16年8月19日） 100

決算日 原則、8月19日/年1回決算 第2期（17年8月21日） 115

第3期（18年8月20日） 10

基準価額等 (2020年6月30日現在) 第4期（19年8月19日） 10

1万口当たり基準価額 (円) 11,197 - -

設定来高値 (2020年2月21日) 12,517 - -

設定来安値 (2020年3月24日) 9,330 設定来累計 235

純資産総額 (億円) 186.2 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2020年6月30日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界株式※ -0.1% 7.9% -4.8% -0.6% 4.9% 15.7%

新興国株式※ 0.5% 1.2% -0.9% -0.3% 0.03% 1.1%

世界国債 0.03% -0.01% 0.2% 0.2% 0.5% 0.6%

世界社債※ 0.2% 0.6% -0.01% 0.2% 0.6% 2.4%

ハイ・イールド債券 0.1% 0.6% -0.2% -0.04% 0.3% 1.6%

新興国債券 0.2% 1.3% -0.8% -0.5% -0.4% 0.4%

ABS（資産担保証券） 0.03% 0.2% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

不動産・その他※ 0.1% 0.4% -1.4% -1.2% -0.8% -1.1%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.7% -1.3% -3.9% -6.2%

合計 0.9% 12.0% -8.7% -3.6% 1.0% 14.4%
*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配金再投資基準価
額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

将来の分配金は、運用状況によって変化します。分配
対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
ります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

上記は、税引前分配金を再投資したものとして計算した期間別騰落率を、主要項目別に分解した変動の概算値です。※世
界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社債は世界、欧
州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。信託報酬は、実質的な負担(後掲の「当ファンドの
費用」をご参照ください）を表示しています。

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (成長コース) 【愛称 : ゆめラップ】
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2020年6月30日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (成長コース) 【愛称 : ゆめラップ】

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

世界株式は世界、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの株式、新興国株式は新興国、中国の株式、世界社債は世界、
欧州の社債、不動産・その他は不動産、複合資産、代替資産の合計です。

基本配分比率は、当コースの運用を行う際の基本(基準)となる資産配分比率です。各資産の長期の投資収益率とリスク水
準を基に、長期の視点に立ち策定された配分比率です。目標配分比率は、足元の市場動向や今後の見通し(当資料2ペー
ジを参照)を考慮した、現状の投資方針を示します。この配分比率を目標として、ポートフォリオを構築します。また、目標配
分は投資戦略上の配分比率であり、実際の組入比率とは異なることがあります。尚、将来の市場環境の変動等により、当
該運用方針が変更される場合があります。

キャッシュ等
不動産・その他※

ABS（資産担保証券）新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債※

世界国債

新興国株式※

世界株式※
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キャッシュ

不動産・その他

ABS（資産担保証券）

現地通貨建新興国債券

米ドル建新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債

先進国国債

株式

基本配分比率 目標配分比率

【今後の投資戦略のポイント】

- 先行き不透明な市場環境を踏まえ、当面は慎重な投資

姿勢を取る方針。ただし、長期の戦略的視点では、引き

続き世界株式を含むリスク資産を選好

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋0.9％

- 基本配分比率を変更

- 株式：強気な見方。組入比率を引き上げ

- 先進国国債：弱気な見方。組入比率を引き下げ

- 社債/ハイ・イールド債券：組入比率を引き下げ

- 新興国債券：現地通貨建債券、米ドル建債券ともに

組入比率を引き上げ
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2020年6月30日現在)

基準価額と純資産総額の推移

(円) (億円)

*

商品概要 税引前分配金の推移（１万口当たり）

設定日 2018年4月11日 決算期 分配金（円）

信託期間 設定日から2035年8月17日まで 第8期（19年8月19日） 42

決算日 原則、偶数月の19日/年6回決算 第9期（19年10月21日） 57

第10期（19年12月19日） 52

基準価額等 (2020年6月30日現在) 第11期（20年2月19日） 49

1万口当たり基準価額 (円) 9,542 第12期（20年4月20日） 38

設定来高値 (2020年2月21日) 10,545 第13期（20年6月19日） 45

設定来安値 (2020年3月24日) 8,052 設定来累計 537

純資産総額 (億円) 52.1 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2020年6月30日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界配当株式 0.4% 5.7% -3.3% 1.3% - 1.7%

世界国債 0.01% 0.00% 0.2% 0.2% - 0.3%

世界社債 0.4% 1.4% 0.2% 0.6% - 1.5%

ハイ・イールド債券 0.2% 1.4% -0.3% -0.03% - 0.3%

新興国債券 0.1% 1.4% -1.1% -0.6% - -0.5%

ABS（資産担保証券） 0.02% 0.1% -0.1% -0.1% - -0.03%

不動産 0.1% 0.4% -0.8% -0.5% - -0.1%

インフラファンド -0.1% 0.2% -0.7% 0.1% - 0.4%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.7% -1.3% - -2.9%

合計 1.1% 10.3% -6.5% -0.2% - 0.8%
*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (インカムコース) 【愛称 : ゆめラップ】

基準価額は信託報酬（後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）控除後のものです。分配金再投資基準価
額は税引前分配金を再投資したものです。将来の分配金は、運用状況によって変化します。

将来の分配金は、運用状況によって変化します。分配
対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
ります。

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

上記は、税引前分配金を再投資したものとして計算した期間別騰落率を、主要項目別に分解した変動の概算
値です。信託報酬は、実質的な負担(後掲の「当ファンドの費用」をご参照ください）を表示しています。
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2020年6月30日)

*

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション (インカムコース) 【愛称 : ゆめラップ】

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

基本配分比率は、当コースの運用を行う際の基本(基準)となる資産配分比率です。各資産の長期の投資収益率とリスク水
準を基に、長期の視点に立ち策定された配分比率です。目標配分比率は、足元の市場動向や今後の見通し(当資料2ペー
ジを参照)を考慮した、現状の投資方針を示します。この配分比率を目標として、ポートフォリオを構築します。また、目標配
分は投資戦略上の配分比率であり、実際の組入比率とは異なることがあります。尚、将来の市場環境の変動等により、当
該運用方針が変更される場合があります。

キャッシュ等
インフラ
不動産

ABS（資産担保証券）

新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債

世界国債

世界配当株式

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18/04 18/07 18/10 19/01 19/04 19/07 19/10 20/01 20/04

4.0 

9.0 

3.0 

12.0 

3.0 

12.5 

16.5 

3.5 

36.5 

5.0 

7.0 

5.0 

10.0 

5.0 

12.5 

16.5 

3.5 

35.5 

キャッシュ

不動産・その他

ABS（資産担保証券）

現地通貨建新興国債券

米ドル建新興国債券

ハイ・イールド債券

世界社債

先進国国債

株式

基本配分比率 目標配分比率

【今後の投資戦略のポイント】

- 先行き不透明な市場環境を踏まえ、当面は慎重な投資

姿勢を取る方針。ただし、長期の戦略的視点では、引き

続き世界株式を含むリスク資産を選好

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋1.1％

- 株式：強気な見方。組入比率を高めに維持

- 先進国国債：弱気な見方。組入比率を低めに維持

- 社債/ハイ・イールド債券：社債、ハイ・イールド債券

ともに組入比率を高めに維持

- 新興国債券：現地通貨建債券、米ドル建債券ともに

組入比率を高めに維持

- 不動産、インフラは組入比率を高めに維持
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

＜ご参考＞ 投資対象ファンドの保有比率

成長 インカム

- - - 36.4%

8.1% 15.0% 29.5% -

1.9% 4.2% 7.0% -

0.8% 1.8% 3.0% -

1.1% 2.3% 3.9% -

0.5% 1.0% 2.1% -

1.6% 3.1% 6.7% -

株式合計 14.1% 27.3% 52.3% 36.4%

22.2% 11.1% 2.0% 3.7%

4.1% 3.1% - -

7.3% 5.3% 1.8% -

28.0% 18.7% 7.4% 16.2%

2.0% 2.0% 3.0% 4.1%

1.5% 3.0% 3.8% 8.6%

4.0% 6.3% 8.6% 11.6%

3.2% 4.7% 6.5% 3.0%

- - - 0.5%

3.8% 2.5% 1.3% 2.9%

債券合計 76.0% 56.7% 34.3% 50.5%

1.3% 5.2% 4.1% 4.1%

- - - 1.3%

- - - 1.3%

- - - 2.0%

1.1% 1.2% - -

1.8% 1.8% 2.9% -

その他合計 4.2% 8.2% 7.0% 8.7%
キャッシュ等 5.7% 7.8% 6.3% 4.4%

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

HSBC GIF グローバル・配当株

米国株式 HSBC アメリカン・インデックス・ファンド

欧州株式

日本株式 HSBC 日本・インデックス・ファンド

HSBC ヨーロピアン・インデックス・ファンド

欧州株式 HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

アジア・パシ
フィック株式

iシェアーズ コア MSCI パシフィック（除く日本）UCITS
ETF

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

種類別 ファンド名
ファンド比率

安定 安定成長

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

ABS（資産担
保証券）

HSBC GIF グローバル・インベストメント・グレード・セ
キュリタイズド・クレジット・ボンド

インフラ HICL インフラストラクチャー PLC

※ HSBC GIFはHSBC グローバル・インベストメント・ファンズの略称です。ファンド比率は当コース内の基準日時点で保有し
ているクラスの比率を表示しています。表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

不動産 HSBC GIF グローバル・リアルエステート・エクイティ

インフラ GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ

インフラ
BILFINGER BERGER グローバル・インフラストラク
チャー

複合資産 HSBC GIF マルチアセット・スタイル・ファクターズ

Goldman Sachs クロス・アセット・トレンド

債券

その
他

株式

新興国株式

新興国債券

世界配当株式

代替資産

iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF

HSBC GIF グローバル ショートデュレーション ハイ・
イールド・ボンド

ハイ・イールド
債券

HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド

新興国債券
HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・
マーケッツ

ハイ・イールド
債券

HSBC GIF インディア・フィックスト・インカム

世界国債 HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド

新興国債券
HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボ
ンド

世界社債 HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド

世界国債 HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド

世界国債 HSBC GIF グローバル・ショートデュレーション・ボンド
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

注) Morningstar Award “Fund of the Year 2019”受賞ファンドは、当ファンドの成長コースのみとなります。

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社
当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングス
ターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一
切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託
を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。バランス
（成長）型 部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド814本の中から選考されました。

当ファンドの特色

市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができないことがあります。

 投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」
およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行います。

※ 投資対象資産は、将来、追加・変更される場合があります。

 投資対象資産について、それぞれに対応する投資対象ファンド（投資信託証券）を指定した中から選定します。
※ 投資対象ファンドの詳細については、当ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」に「＜追加的記載事項＞投資対象ファンドの概

要」を記載しておりますので、ご覧ください。

世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資を行います。

ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが運用を行います。

外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行います。

 運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドに、当ファンドの資産配分および
外国為替予約取引の運用の指図に関する権限を委託します。
※ 運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。

 HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。

 当ファンドは世界の様々な資産に分散投資を行っており、一部為替ヘッジを行わない部分があります。

＜安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース＞
中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応

じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、信託財産の中長期的な成長を目指します。

中長期的な市場見通しに基づき世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資し、定期的にかつ必要に応

じて資産配分の見直しを行うことでファンドのリスクをコントロールし、インカムゲインの獲得と信託財産の中長期

的な成長を目指します。

 運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得すること
を目指して、投資比率を決定します。

投資比率は適宜見直します。

＜インカムコース＞

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

 ただし、当ファンドは世界の様々な資産に分散投資を行っており、一部為替ヘッジを行わない部分があります。

年6回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。

 決算日は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各19日（休業日の場合は翌営業日）です。

年1回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。

 決算日は、毎年8月19日（休業日の場合は翌営業日）です。
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

当資料のお取扱いにつきましては、後掲の「留意点」をご参照ください。また、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）」を必ずご覧ください。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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

投資信託の
純資産

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支

払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

また、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。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金
です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※ 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

10,550円

前期決算日

*分配対象額
500円

期中収益
(①+②)

50円

当期決算日
(分配前)

*50円を
取崩し

分配金
100円

当期決算日
(分配後)

*分配対象額
450円

*50円
*500円
(③+④)

10,500円

10,450円

*450円
(③+④)

当期決算日
(分配前)

*80円を
取崩し

当期決算日
(分配後)

*分配対象額
420円

*500円
(③+④)

10,500円

*80円

10,400円
配当等収益
①20円

分配金
100円

*420円
(③+④)

10,300円

前期決算日

*分配対象額
500円

投資者のファンド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。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※元本払戻金（特別分配金）
は実質的に元本の一部払
戻しとみなされ、その金額だ
け個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分
配金）部分は、非課税扱い
となります。

投資者の
購入価額

(当初個別元本)

分配金
支払後

基準価額

個別元本

普通分配金

元本払戻金
(特別分配金)

分配金
支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金
(特別分配金)

投資者の
購入価額

(当初個別元本)

普通分配金 ： 当初個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金 ：
(特別分配金) 

当初個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

(注)普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

＜収益分配金に関する留意事項＞
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

設定・運用：ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

 (2020年7月17日現在)

当ファンドの主なリスク

投資信託は元本保証のない金融商品です。また、投資信託は預貯金とは異なることにご注意ください。
当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格
変動あるいは外国為替の相場変動次第では、当ファンドの基準価額が下落し、投資者の皆さまの投資元本
を割り込むことがあります。当ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

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、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。

金利変動リスク
債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落し
ます。なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。

そ の 他 資 産 の
リ ス ク

不動産に関連する資産に投資する場合、市場金利の変動、景気動向等の影響を受けるリスクがありま
す。不動産以外のその他資産に投資する場合、当該資産の属性に応じたリスクがあります。

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、倒産等に陥った場合には、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。

為替変動リスク

為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。円金利が
ヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、これらの金利差相当分のヘッジコストが発生します。為替ヘッ
ジを行っていない部分の外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の為替ヘッジを行っていない通貨に対
する為替レートの変動の影響を受けます。

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。

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
引等に関する規制や税制の変更、新たな規制が設けられた場合には、基準価額が影響を受けることや
投資方針に沿った運用が困難になることがあります。

 当資料はＨＳＢＣ投信株式会社が作成した販売用資料です。当資料は信頼に足ると判断した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
タ等は過去の実績あるいは予想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、主に値動きのある有価証券（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。したがいまして、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）はすべて投資者の皆さまに帰属します。

 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。当ファンドの購入のお申込みに関しては、金融商品取引法第37
条の6の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。

 購入のお申込みにあたりましては、投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面（目論見書補完書面等）を販売会社
からお受取りの上、十分にその内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

【留意点】

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。

委託会社、その他関係法人

委 託 会 社 ： ＨＳＢＣ投信株式会社

投資顧問会社
（ 運 用 委 託 先 ）

： ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド

受 託 会 社 ： 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

販 売 会 社 ： 株式会社ゆうちょ銀行※

※ 登録金融機関 関東財務局長(登金)第611号 加入協会／日本証券業協会
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。

＜照会先＞ 電話番号 03-3548-5690
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ
www.assetmanagement.hsbc.co.jp
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月次レポート 作成基準日：2020年6月30日

（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

お申込みに関する要項

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

設定・運用：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／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、日本証券業協会

当ファンドの費用

お申込みメモ
購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。

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 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降に販売会社でお支払いします。

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。

申 込 受 付 不 可 日

日本国内の営業日であっても、次のいずれかに該当する場合には、購入および換金の申込受付は行いません。
・ ロンドン、ニューヨーク、ルクセンブルグの証券取引所または銀行の休業日
・ ルクセンブルグのイースター・マンデーの前週の月曜日
・ クリスマス（12月25日）から4営業日※前となる日 ※ロンドンの証券取引所または銀行の営業日を指します。

信 託 期 間
安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース： 2015年9月25日（信託設定日）から2035年8月17日（償還日）まで
インカムコース： 2018年4月11日（信託設定日）から2035年8月17日（償還日）まで
（委託会社は、約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。）

繰 上 償 還 各ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、各ファンドの信託を終了させる場合があります。

決 算 日
安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース： 毎年8月19日（休業日の場合は翌営業日）
インカムコース： 毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の各19日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース： 年1回の決算時に収益分配方針に基づき分配します。
インカムコース： 年6回の決算時に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等には分配を行わないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と
分配金を再投資する「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。

課 税 関 係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、収益分配金、換金時および償還時の差益に対して課税されます。公募
株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

そ の 他

安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース／インカムコースの各コース間でスイッチングが可能です。各コースを換金した受取金額を
もって別の各コースの購入の申込みを行うことができます。販売会社によっては、一部のコースのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取
扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
基準価額（1万口当たり）は、翌日の日本経済新聞朝刊に「ワーセレ安定」「ワーセレ安成」「ワーセレ成長」「ワーセレイン」の略称で掲
載されます。委託会社の判断により購入申込の受付を中止した場合等において、販売会社が定める定時定額による受付を継続する
ことがあります。

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料
購入金額に、1.65％（税抜1.50％）を上限として、販売会社が個別に定める率を乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。（購入
時手数料は、商品内容の説明ならびに購入手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。）
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信 託 財 産 留 保 額 ありません。

投資者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 ）

年1.243％（税抜年1.13％）

各ファンド（コース）とも、ファンドの日々の純資産総額に対して信託報酬率を乗じて得た額。
安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コース

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。

インカムコース
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期
末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。

（ 委 託 会 社 ） 税抜年0.55％ ファンドの運用等の対価（運用委託先への報酬が含まれます。）

（ 販 売 会 社 ） 税抜年0.55％ 分配金・換金代金の支払い、運用報告書等の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

（ 受 託 会 社 ） 税抜年0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする
投 資 信 託 証 券

年0.06％程度 投資対象とする投資信託証券の実質投資比率を勘案した運用管理費用

実 質 的 な 負 担 年1.303％（税抜年1.19％）程度
投資対象とする投資信託証券の運用管理費用を加味して、投資者が実質的に負担する運用
管理費用について算出したものです。

そ の 他 費 用 ・
手 数 料

ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。
・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要す

る費用等
・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う監

査報酬等（純資産総額に対し上限年0.20％として日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、インカムコースについ
ては毎年2月および8月に到来する計算期末または信託終了のとき、安定コース ／ 安定成長コース ／ 成長コースについては毎計
算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき、ファンドから支払われます。）

・ 投資先投資信託証券における売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、監査報酬等
※その他費用・手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率等を記載することができません。

※ファンドの費用の総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。
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（安定コース) ／ (安定成長コース) ／ (成長コース）／ (インカムコース）

追加型投信／内外／資産複合

ゆうちょ銀行からのお知らせ

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

設定・運用：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／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、日本証券業協会

投資信託に係るリスクや費用等は、それぞれの投資信託により異なりますので、投資にあたっては、

事前に投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等をよくご覧ください。

投資信託に関するリスク

○一般的に投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の

価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。

投資信託に関する手数料等

○投資信託のご購入、換金等にあたっては各種手数料等（購入時手数料（申込手数料）、運用管理費

（信託報酬）、信託財産留保額等）が必要となります。また、その他費用として監査報酬、有価証券

売買手数料、組入れ資産の保管費用等がかかります。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを

足し合わせた金額となります。これらの手数料等は各投資信託およびその購入金額等により異なる

ため、具体的な金額・計算方法を表示することはできません。

投資信託に関する留意事項

○投資信託は預金・貯金ではありません。

○日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融

商品仲介行為）を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀

行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。

○当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたって

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うえご自身でご判断く

ださい。

○投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口

にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）はイ

ンターネットによる電子交付となります。

商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号 加入協会 日本証券業協会

日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第325号
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