
 

  平成１９年１０月１７日 
 
各 位 

株 式 会 社  り そ な 銀 行 
 

グループ専用投資信託「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」、 
「りそな 世界高金利通貨オープン」の取扱開始、 

ならびに「りそな秋の外債ファンドキャンペーン」の実施について 
 
  りそなグループのりそな銀行（社長 水田 廣行）は、平成 19年 10月 17日（水）より、大和証
券投資信託委託株式会社が設定･運用する「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」、
ならびに日興アセットマネジメント株式会社が設定・運用する「りそな 世界高金利通貨オープン」
の取扱いを開始いたします。また、当ファンドの取扱開始にあわせて、プレゼントキャンペーン（平
成 19年 10月 17日～平成 19年 11月 30日）を実施します。 
 
「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」は、高格付の外貨建債券への投資と

いうクオリティにこだわった商品です。また「りそな 世界高金利通貨オープン」は投資信託の新し
いカテゴリーとして注目される高金利通貨建ての短期債券への投資をポイントとした商品です。 

 
１．「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の主な特徴 

（１）海外のソブリン債券等に投資(※)  

      国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債などに投資しま  
す。(※ 海外のソブリン債等への投資は、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」を

通じて行います。) 

（２）ドル通貨圏と欧州通貨圏に５０％程度ずつ投資 

米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧

通貨等を欧州通貨圏とし、２通貨圏への投資割合をそれぞれマザーファンドの純資産総額の

５０％程度ずつとします。ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を５０％程度、欧州通貨圏

ではユーロへの投資割合を５０％程度とします。 

（３）毎月分配型 

原則、毎月９日に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配金が支払われます。 
      ※分配金が少額の場合など運用状況によって分配金が支払われないことがあります。 
 

２．「りそな 世界高金利通貨オープン」の主な特徴 

（１）原則として、高金利の１０通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等に投資(※)  

投資対象は経済協力開発機構(ＯＥＣＤ)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債

券などとし、原則として相対的に高金利の１０通貨に均等分散投資します。安全性を重視し
た資産に投資し、安定した運用を目指すとともに、短期債券市場を中心に投資することで、

金利変動に伴う債券の価格変動リスクの低減を目指します。 

      (※ 本ファンドは、上記投資対象に投資する外国投資信託等に投資するファンド・オブ・ファ
ンズです。) 

（２）毎月分配型 

原則、毎月１２日に決算を行い、安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。 
※分配金が少額の場合など運用状況によって分配金が支払われないことがあります。 

 

なお、当ファンドの取扱開始にあわせて実施するプレゼントキャンペーン（平成 19年 10 月 17

日～平成 19 年 11 月 30 日）の詳細は別紙をご覧ください。 

商品概要商品概要商品概要商品概要につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては【【【【別紙別紙別紙別紙】】】】をごをごをごをご参照参照参照参照くくくくだだだださいさいさいさい    
 

 



【別紙】 
１．商品概要 

(１) 「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」 

ファンド名称 「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」 
申込単位 【自動けいぞく投資コース／定期引出あり】１万円以上１円単位 

【一般コース】１万口以上１万口単位 
※販売会社により取扱コースが異なりますので、詳しくは販売会社にお問合せく
ださい。 

申込期間   平成19年 10月 17日～平成20年 6月 3日 
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって期間は更新されます。 

信託設定日  平成18年 6月 12日 
信託期間  無期限 
決算日 毎月9日(休日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配し

ます。 
お申込み・ご換金 原則、いつでもお申込み・ご換金が可能です。ただし、ファンド休業日にあたる

場合はお申込み・ご換金できません。 
費用費用費用費用    

    
    

このこのこのこの投資信託投資信託投資信託投資信託をををを購入購入購入購入・・・・保有保有保有保有・・・・換金換金換金換金されるにあたってされるにあたってされるにあたってされるにあたって必要必要必要必要なななな費用費用費用費用はははは次次次次のののの①①①①～～～～③③③③のののの合合合合
計計計計となりますとなりますとなりますとなります。。。。なおなおなおなお②②②②のののの信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬についてはについてはについてはについては、、、、保有日数保有日数保有日数保有日数にににに応応応応じてじてじてじて、、、、ごごごご負担負担負担負担いただいただいただいただ
きますきますきますきます。。。。    
①①①①おおおお申込申込申込申込みみみみ時時時時にににに直接直接直接直接ごごごご負負負負担担担担いただくいただくいただくいただく費用費用費用費用    
申込手数料申込手数料申込手数料申込手数料 :  :  :  : 申込受付日申込受付日申込受付日申込受付日のののの翌営業日翌営業日翌営業日翌営業日のののの基準価額基準価額基準価額基準価額にににに最大最大最大最大 2.1%(2.1%(2.1%(2.1%(税込税込税込税込))))をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得

たたたた金額金額金額金額。。。。    
②②②②保有期間中保有期間中保有期間中保有期間中にににに間接的間接的間接的間接的にごにごにごにご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく費用費用費用費用    
信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬 :  :  :  : 信託財産信託財産信託財産信託財産のののの純資産総額純資産総額純資産総額純資産総額にににに対対対対してしてしてして年率年率年率年率 1.3125%(1.3125%(1.3125%(1.3125%(税込税込税込税込))))    
そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用 :  :  :  : 監査費用監査費用監査費用監査費用、、、、有価証券売買時有価証券売買時有価証券売買時有価証券売買時のののの売買委託手数料売買委託手数料売買委託手数料売買委託手数料、、、、資産資産資産資産をををを外国外国外国外国でででで保保保保

管管管管するするするする場合場合場合場合のののの費用等費用等費用等費用等はははは、、、、信託財産中信託財産中信託財産中信託財産中からごからごからごからご負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。
※※※※そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用についてはについてはについてはについては、、、、運用状況等運用状況等運用状況等運用状況等によってによってによってによって変動変動変動変動するものするものするものするもの
でありでありでありであり、、、、事前事前事前事前にににに料率料率料率料率、、、、上限額等上限額等上限額等上限額等をををを示示示示すことができませんすことができませんすことができませんすことができません。。。。    

③③③③途中換金時途中換金時途中換金時途中換金時にににに直接直接直接直接ごごごご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく費用費用費用費用    
    信託財産留保額信託財産留保額信託財産留保額信託財産留保額    : : : : ありませんありませんありませんありません    

委託会社 商号等/大和証券投資信託委託株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 
第 352号、 加入協会/(社)投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会 

販売会社 商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第 3号 
加入協会/日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会 

受託会社 商号等/りそな信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 589号 
加入協会/日本証券業協会 

ごごごご留意事項留意事項留意事項留意事項 

○○○○当当当当ファンドファンドファンドファンドはははは、、、、実質的実質的実質的実質的にににに債券債券債券債券などなどなどなど値動値動値動値動きのあるきのあるきのあるきのある有価証券等有価証券等有価証券等有価証券等にににに投資投資投資投資しましましましますのですのですのですので、、、、金利金利金利金利、、、、通貨通貨通貨通貨のののの価格等価格等価格等価格等
のののの指標指標指標指標にににに係係係係るるるる変動変動変動変動やややや発行体発行体発行体発行体のののの信用状況信用状況信用状況信用状況のののの変化変化変化変化をををを原因原因原因原因としてとしてとしてとして損失損失損失損失がががが生生生生じじじじ、、、、元本元本元本元本をををを割込割込割込割込むおそれがありむおそれがありむおそれがありむおそれがあり
ますますますます。。。。    

 
○投資信託は、預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投
資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

 
○投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 
 
○投資信託の募集・申込等のお取扱は当社、設定･運用は投資信託委託会社が行います。 
 
○詳細については、契約締結前交付書面や投資信託説明書（目論見書）を本支店窓口等にご用意して
おりますので、よくお読みください。なお、投資信託説明書（目論見書）は、当社Webサイトから
もダウンロードできます。 
 



(２) 「りそな 世界高金利通貨オープン」 

ファンド名称 「りそな 世界高金利通貨オープン」 
申込単位 【自動けいぞく投資コース／定期引出あり】１万円以上１円単位 
当初申込期間   平成19年 10月 17日～平成19年 11月 15日 
継続申込期間   平成19年 11月 16日～平成21年 1月 9日 

※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって期間は更新されます。 
信託設定日  平成19年 11月 16日 
信託期間  無期限 
決算日 毎月12日(休日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配し

ます。（第1回決算日は平成19年 12月 12日、第2回決算より分配予定） 
お申込み・ご換金 原則、いつでもお申込み・ご換金が可能です。ただし、ファンド休業日にあたる

場合はお申込み・ご換金できません。 
費用費用費用費用    このこのこのこの投資信託投資信託投資信託投資信託をををを購入購入購入購入・・・・保有保有保有保有・・・・換金換金換金換金されるにあたってされるにあたってされるにあたってされるにあたって必要必要必要必要なななな費用費用費用費用はははは次次次次のののの①①①①～～～～③③③③のののの合合合合

計計計計となりますとなりますとなりますとなります。。。。なおなおなおなお②②②②のののの信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬についてはについてはについてはについては、、、、保有日数保有日数保有日数保有日数にににに応応応応じてじてじてじて、、、、ごごごご負担負担負担負担いただいただいただいただ
きますきますきますきます。。。。    
①①①①おおおお申込申込申込申込みみみみ時時時時にににに直接直接直接直接ごごごご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく費用費用費用費用    
申込手数料申込手数料申込手数料申込手数料 :  :  :  : 申込受付日申込受付日申込受付日申込受付日のののの翌営業日翌営業日翌営業日翌営業日のののの基準価額基準価額基準価額基準価額にににに最大最大最大最大 2.1%(2.1%(2.1%(2.1%(税込税込税込税込))))をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得

たたたた金額金額金額金額。。。。    
②②②②保有期保有期保有期保有期間中間中間中間中にににに間接的間接的間接的間接的にごにごにごにご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく費用費用費用費用    
信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬 :  :  :  : 信託財産信託財産信託財産信託財産のののの純資産総額純資産総額純資産総額純資産総額にににに対対対対してしてしてして実質的実質的実質的実質的にににに年率年率年率年率 0.93655%0.93655%0.93655%0.93655%程度程度程度程度※※※※((((税税税税

込込込込))))    
※※※※当当当当ファンドファンドファンドファンドのののの信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬 0.6825%0.6825%0.6825%0.6825%にににに、、、、投資投資投資投資しているしているしているしている投資信託証券投資信託証券投資信託証券投資信託証券のうちのうちのうちのうち信託報信託報信託報信託報        
酬酬酬酬 0.25405%0.25405%0.25405%0.25405%（（（（注注注注））））程度程度程度程度をををを加算加算加算加算しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
((((注注注注))))純資産総額純資産総額純資産総額純資産総額やややや為替相場為替相場為替相場為替相場によってによってによってによって信託報酬率信託報酬率信託報酬率信託報酬率はははは変動変動変動変動しますしますしますします。。。。    
そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用 :  :  :  : 監査費用監査費用監査費用監査費用、、、、有価証券売買時有価証券売買時有価証券売買時有価証券売買時のののの売買委託手数料売買委託手数料売買委託手数料売買委託手数料、、、、資産資産資産資産をををを外国外国外国外国でででで保保保保

管管管管するするするする場合場合場合場合のののの費用等費用等費用等費用等はははは、、、、信託財産中信託財産中信託財産中信託財産中からごからごからごからご負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。
※※※※そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用についてはについてはについてはについては、、、、運用状況等運用状況等運用状況等運用状況等によりによりによりにより変動変動変動変動するものでするものでするものでするもので
ありありありあり、、、、事前事前事前事前にににに料率料率料率料率、、、、上限額等上限額等上限額等上限額等をををを示示示示すことができませんすことができませんすことができませんすことができません。。。。    

③③③③途中換金時途中換金時途中換金時途中換金時にににに直接直接直接直接ごごごご負担負担負担負担いただくいただくいただくいただく費用費用費用費用    
    信託財産留保額信託財産留保額信託財産留保額信託財産留保額 :  :  :  : ありませんありませんありませんありません    

委託会社 商号等/日興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 368号、 加入協会/(社)投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会 

販売会社 商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第 3号 
加入協会/日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会 

受託会社 商号等/りそな信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 589号 
加入協会/日本証券業協会 
 

ごごごご留意事項留意事項留意事項留意事項 

○○○○当当当当ファンドファンドファンドファンドはははは、、、、実質的実質的実質的実質的にににに債券債券債券債券などなどなどなど値動値動値動値動きのあるきのあるきのあるきのある有価証券等有価証券等有価証券等有価証券等にににに投資投資投資投資しますのでしますのでしますのでしますので、、、、金利金利金利金利、、、、通貨通貨通貨通貨のののの価格等価格等価格等価格等
のののの指標指標指標指標にににに係係係係るるるる変動変動変動変動やややや発行体発行体発行体発行体のののの信用状況信用状況信用状況信用状況のののの変化変化変化変化をををを原因原因原因原因としてとしてとしてとして損失損失損失損失がががが生生生生じじじじ、、、、元本元本元本元本をををを割込割込割込割込むおそれがありむおそれがありむおそれがありむおそれがあり
ますますますます。。。。    

 
○投資信託は、預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投
資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

 
○投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 
 
○投資信託の募集・申込等のお取扱は当社、設定･運用は投資信託委託会社が行います。 
 
○詳細については、契約締結前交付書面や投資信託説明書（目論見書）を本支店窓口等に用意してお
りますので、よくお読みください。なお、投資信託説明書（目論見書）は、当社Webサイトからも
ダウンロードできます。 



２．投資信託プレゼントキャンペーン「りそな秋の外債ファンドキャンペーン」  
（期間：平成19年 10月 17日(水)～平成19年 11月 30日(金)） 

 

内容 

1.「りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」「りそな 世界高
金利通貨オープン」「グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型/3ヵ月決算
型)」「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の
実)」を同日に合計100万円相当額以上ご購入の個人のお客さま(店頭でご購入
いただいた場合のみ) 
先着6,000名さまに「新米コシヒカリ１ｋｇ」をプレゼント。 
 
2.さらに、上記商品を同日に合計300万円相当額以上ご購入の個人のお客さまか
ら抽選で30名さまに、ＪＴＢカタログギフト「ＪｉｇｇＹ(ジギー)」をプレゼ
ント。 
「ＪｉｇｇＹ(ジギー)」は人気のブランド品や厳選した生活関連アイテム、全国のグルメ食品等、選りすぐ

りの約 300アイテムの中からお好きなモノをお選びいただけるカタログギフトです。 

 

 

 
ごごごご留意事項留意事項留意事項留意事項 

○○○○キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン対象商品対象商品対象商品対象商品へのごへのごへのごへのご投資投資投資投資ではではではでは、、、、商品商品商品商品ごとにごとにごとにごとに定定定定められためられためられためられた手数料等手数料等手数料等手数料等（（（（おおおお申込金額申込金額申込金額申込金額にににに対対対対してしてしてして最最最最    
大大大大2.12.12.12.1％（％（％（％（税込税込税込税込））））のおのおのおのお申込手数料申込手数料申込手数料申込手数料、、、、純資産総額純資産総額純資産総額純資産総額にににに対対対対してしてしてして最大年最大年最大年最大年1.3651.3651.3651.365％（％（％（％（税込税込税込税込））））のののの信託報酬信託報酬信託報酬信託報酬、、、、そのそのそのその    
他運用他運用他運用他運用にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる費用等費用等費用等費用等、、、、商品商品商品商品によってによってによってによって換金時換金時換金時換金時にににに基準基準基準基準価額価額価額価額のののの最大最大最大最大0.50.50.50.5％％％％のののの信託財産留保額信託財産留保額信託財産留保額信託財産留保額のののの合計合計合計合計））））    
をごをごをごをご負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます。（。（。（。（上記最大料率上記最大料率上記最大料率上記最大料率はははは平成平成平成平成19191919年年年年10101010月月月月17171717日現在日現在日現在日現在のものですのものですのものですのものです）。）。）。）。    

    
○○○○キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン対象対象対象対象のののの外債外債外債外債ファンドファンドファンドファンドはははは、、、、実質的実質的実質的実質的にににに債券債券債券債券などなどなどなど値動値動値動値動きのあるきのあるきのあるきのある有価証券等有価証券等有価証券等有価証券等にににに投資投資投資投資しますのしますのしますのしますの
でででで、、、、金利金利金利金利、、、、通貨通貨通貨通貨のののの価格等価格等価格等価格等のののの指標指標指標指標にににに係係係係るるるる変動変動変動変動やややや発行体発行体発行体発行体のののの信用状況信用状況信用状況信用状況のののの変化変化変化変化をををを原因原因原因原因としてとしてとしてとして損失損失損失損失がががが生生生生じじじじ、、、、元元元元
本本本本をををを割込割込割込割込むおそれがありますむおそれがありますむおそれがありますむおそれがあります。。。。    

 
○投資信託は、預金でなく、預金保険の対象ではありません。また当社を通じてご購入いただいた投
資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

 
○投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。 
 
○投資信託の募集・申込等のお取扱は当社、設定･運用は投資信託委託会社が行います。 
 
○詳細については、契約締結前交付書面や投資信託説明書（目論見書）を本支店窓口等にご用意して
おりますので、よくお読みください。なお、投資信託説明書（目論見書）は、当社Webサイトから
もダウンロードできます。 
 
○商号等/株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 加入協会/日本証券業協会、
（社）金融先物取引業協会 

 
 


