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基準価額 15,101円
純資産総額 4,169百万円

過去1ヶ月間 3ヶ月 6ヶ月 1年
3.44% ▲9.10% ▲9.30% ▲0.65%

３年
9.75%

設定来
51.01%

2018年11月30日付

基準価額（税引前分配金を再投資したものとして算出）の騰落率

分配実績（1万口あたり、税引前）

ファンドのデータ

運用責任者メッセージ
11月の内外金融市場は、10月の株式市場の調整に続き、原油価格の急落が社債市場、株式市場にも波及する展開となりました。
10月高値から30%を超える原油価格の下落は、需給要因に加え、市場関係者が世界経済に減速懸念を抱いていることを示して
いました。こうした状況の中で、月末にはパウエル米国FRB(連邦準備制度理事会)議長がこれまでの継続的な利上げペースから
慎重な姿勢に転じたことなどから、米国はじめ内外株式市場は反発に転じました。
このように、11月も外部環境の変化に一喜一憂する振れ幅の大きな相場展開となりました。当ファンドも振れ幅が少し拡大していま
すが、事業を取り巻く環境の変化に果敢に挑戦している企業は、こうした環境下でも活動的です。11月には、
2025年の大阪・関西万博の開催も決まりました。かつて1964年の東京五輪から1970年の大阪万博を
契機とした日本の高度成長がありました。2020年の東京オリ・パラから2025年の大阪・関西万博が新しい
時代のきっかけになると考えています。そうした時代に活躍する企業をしっかりと見つけていきたいと
思います。引き続き、当ファンドにご期待ください。

ポートフォリオの構成比
（マザーファンド）

株式等
当月末 前月末比
98.1%

現金等 1.9%
▲1.0%
1.0%

構成銘柄 55社 ▲1社

基準価額の推移

チーフポートフォリオマネージャーより

第1期
（2014年12月18日）

0円

第2期
（2015年12月18日）

0円

第3期
（2016年12月19日）

第4期
（2017年12月18日）

0円 0円

※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除して
います（後述の「ザ・2020ビジョンの費用について」をご覧下さい）。

※当ファンドの信託報酬率は、ファンドの純資産総額の一定の増加に
より逓減する仕組みとなっており、当レポート作成基準日現在、
年率1.242％（消費税込）です。

※「基準価額の騰落率」は、基準日から過去に遡った期間です。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 ※収益分配金は委託会社が決定します。分配を行わない場合もあります。

代表取締役社長
兼最高運用責任者 伊井 哲朗

基準価額（左軸・円）
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お知らせ

贈る喜び＆つみたてキャンペーン好評開催中！

【POINTで日本知的障害者水泳連盟を応援】
11月4日（日）、第21回日本知的障害者選手権水泳競技大会が、金沢プール（短水路・25ｍ）で開催されました。
前回のレポートでは同会場にて行った「みんなの水泳の絵　絵画展」についてご報告いたしましたが、今回は
本レースついてご報告いたします。同大会は、知的障がいのある泳ぎたい人なら誰でも出場できる9歳からの
ジュニア世代にも門戸が開かれた大会で、年齢別4カテゴリーに分かれて行われました。今年は全国から男子
278名、女子80名の合計358名がエントリーし、男女各15種目とリレー3種目、合計33種目のうち20種目で
日本新記録が生まれました。現在注目を集めているのが、中島啓智選手と東海林大選手。二人とも19歳で、
10月のインドネシア2018アジアパラ競技大会でも、金メダル、銀メダルをそれぞれ獲得し、選手団をけん引
する存在です。下記日本財団パラリンピックサポセンターの記事をご覧ください。他の選手の活躍についても詳
しく紹介されています。
https://www.parasapo.tokyo/topics/10706
【お知らせ】
12月18日に開催するコモンズくつろぎ忘年会（会場：東京・星陵会館）にて、「みんなの水泳の絵」を展覧
させていただけることになりました。ぜひ、会場にて選手たちの作品をご覧ください。
https://www.commons30.jp/seminars/detail/737

コモンズPOINTからのお知らせ

コモンズPOINT担当　馬越 裕子

◎Pick up！セミナー
最新のセミナー情報はコモンズ投信ウェブサイトの「セミナー情報」をご覧下さい。
https://www.commons30.jp/seminar/

1月31日（木）まで、毎年年末恒例贈る喜びキャンペーンを行います。
ぜひこの機会に、ご家族・ご友人をご紹介下さい！また、同時につみたてキャンペーンも実施！
詳細はこちらからご確認下さい。
https://www.commons30.jp/pdf/campaign-chirashi-1811.pdf

セミナー名 日付 時間 場所

コモンズくつろぎ忘年会2018  

コモンズのアナリストに聞いてみよう！ 

はじめてのコモンズ（ファンド説明会）

12月13日（木） 18:30～20:00

13:30～15:00
コモンズオフィス（東京都千代田区）

星陵会館シーボニア（東京都千代田区）

ウィズダムアカデミー恵比寿校
（東京都渋谷区）

1２月18日（火） 19:00～21:00

CAFE SALVADOR BUSINESS 
SALON（東京都中央区）

14:00～15:30
12月11日（火）
12月8日（土）

【お子様連歓迎】

【寄付月間2018公式認定企画】
 ～欲しい未来へ、寄付を贈ろう～
コモンズこどもトラストセミナー「寄付の教室教室」

12月12日（水） 19:00～20:30

12月22日（土）14:00～15:30

12月16日（日） 10:00～13:00

認定NPO法人D×P(ディーピー）
1階新オフィス（大阪府中央区）

出版記念イベント@大阪
「寄付をしてみよう、と思ったら読む本」を
あなただったらどう読む？

1月10日（木） 19:00～21:00

12月21日（金）13:30～15:00【お子様連歓迎】
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ザ・2020ビジョンのリスクについて

販売会社一覧

販売会社名称 登録番号 日本証券業
協会

一般社団法人
金融先物取引業

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

○

○

日本商品先物
取引協会

楽天証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

マネックス証券株式会社

株式会社静岡銀行

エース証券株式会社

岡三オンライン証券株式会社

とちぎんTT証券株式会社

松井証券株式会社

金融商品取引業者

金融商品取引業者

金融商品取引業者

登録金融機関

金融商品取引業者

金融商品取引業者

金融商品取引業者

金融商品取引業者

○

○

○

○

○

◯

◯

◯

○

○

○

○

◯

◯

○

○

◯

○関東財務局長
（金商）第195号

関東財務局長
（金商）第165号

東海財務局長
（登金）第5号

近畿財務局長
（金商）第6号

関東財務局長
（金商）第52号

関東財務局長
（金商）第32号

関東財務局長
（金商）第164号

関東財務局長
（金商）第44号

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するため、その基準価額は変動します。したがって、お客さま（受益者） の投資元本
は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、投資元本を割込むことがあります。 委託会社の運用により生じる
こうした基準価額の変動による損益は、すべてお客さま（受益者）に帰属します。 なお、投資信託は預貯金と異なります。 お客さま（受
益者）には、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろしく お願い申し上げます。なお、
下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。

収益分配金は、預貯金の利息とは異なります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものでは
ありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部
または全部が、実質的な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。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産額の減少、基準価額の下落要因に
なります。

当ファンドは実質的に国内の株式を組入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。一般に株式の価
格は、個々の企業の活動や業績、国内の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。株式の価格が下
落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割込むことがあります。

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等に
より十分な流動性の下での取引が行なえない、又は取引が不可能となる場合が生じることを流動性リス
クといいます。この流動性リスクの存在により、組入銘柄を期待する価格で売却あるいは取得できない可
能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。

価格変動リスク

流動性リスク

その他の留意点
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◆本資料は、コモンズ投信が投資家の皆さまに情報提供を行なう目的で作成したものです。◆このレポートは、信頼性
が高いと判断された情報等に基づいて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。記載
された意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の株価等の動きやファンドの将来の運用成果を保証するもので
はありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。◆投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書
の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みください。

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第 2061 号
加入協会 一般社団法人投資信託協会

コモンズ投信株式会社
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階

お問い合わせ先 ■ コールセンター （受付時間／平日 午前9時～午後5時）
03-3221-8730

■ ウェブサイト

信託設定日 2013年12月27日

（コモンズ投信の場合）1万円以上1円単位
（委託会社の指定した販売会社の場合）販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

商品分類 追加型投信／国内／株式

決算日

分配方針等

購入単位

購入申込受付日の基準価額購入価格
（コモンズ投信の場合）1円以上1円単位
（委託会社の指定した販売会社の場合）販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金単位

換金申込受付日の基準価額とします。換金価額
換金申込受付日から起算して５営業日目にお支払いします。

購入・換金ともに原則毎営業日の午後３時までです。
午後3時を過ぎてのお申込みは、翌営業日のお申込みとして取扱います。

換金代金の支払い開始日

申込締切時間

原則として毎年12月18日（休業日のときは、翌営業日を決算日とします。）

信託期間 無期限（ただし、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には信託期間の途中で信託を
終了させることがあります。）

毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
場合には分配を行わないことがあります。当ファンドは分配金再投資専用です。よって、分配金は税金が
差引かれた後、自動的に再投資されます。なお、収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本
方針に基づいて運用を行います。

https://www.commons30.jp/

ザ・2020ビジョンの費用について

お申込みメモ

購入時手数料

運用管理費
（信託報酬）
信託財産留保額 ありません。

換金手数料 ありません。
ファンドの純資産総額に年1.242％（消費税込）を上限とした率を乗じて得た額とします。なお、基準価額は、
信託報酬控除後のものです。信託報酬は、純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みになっています。

その他の費用・手数料

当ファンドに組み入れる有価証券等を売買する際の売買委託手数料およびこれにかかる消費税等相当額
などの実費が投資信託財産より控除されます。また、目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務
に要する諸費用等として、純資産総額の0.108％（消費税込）を上限として投資信託財産より控除されます。
上記の手数料（費用）等の合計額については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を
事前に示すことができません。

（コモンズ投信の場合）ありません。
（委託会社の指定した販売会社の場合）販売会社が、別途定める購入申込手数料を申し受ける場合があります。
なお、販売会社における購入申込手数料率は3.24％（消費税込）が上限となっております。
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