
作成基準日：2023年4月28日

月次レポート

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 (設定日～2023年4月28日現在)
(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） 0.0% -1.0% 1.9% -6.1% -3.3% 0.4%
安定成長 (2015年9月25日設定） 0.2% -0.9% 2.6% -5.2% 6.5% 12.2%
成長 (2015年9月25日設定） 0.4% -0.7% 4.1% -4.6% 19.7% 30.9%
インカム (2018年4月11日設定） 0.9% 0.1% 2.1% -2.0% 18.6% 14.5%

* 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 (2023年4月28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) 9,562 10,701 12,684 10,051
前月末基準価額との変化幅 （円） 0 18 47 88
* 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3期（18年8月20日） 60 70 10 第26期（22年8月19日） 64
第4期（19年8月19日） 70 80 10 第27期（22年10月19日） 51
第5期（20年8月19日） 45 30 10 第28期（22年12月19日） 52
第6期（21年8月19日） 130 130 120 第29期（23年2月20日） 60
第7期（22年8月19日） 0 0 0 第30期（23年4月19日） 44

設定来累計 510 520 365 設定来累計 1,325
*

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。

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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アセットマネジメント株式会社

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

国内の景気後退リスクと収益の圧力が影を落としている。
根強いインフレと金融当局の政策を巡る不確実性も、市場
を不安定とする可能性がある

バリュエーションは魅力的な水準にある。経済環境の見通
しは良いが、地域により差がある。中国の成長重視の姿勢
や米国の利上げ姿勢の後退は好材料

欧州での金融引き締めは、企業収益を圧迫する可能性。ま
た年初来の株価上昇での割高感も懸念材料

金融不安への過度な警戒感が和らいだことや、インフレ圧
力の緩和期待などから上昇

金融不安が一服するなか、良好なユーロ圏の経済指標、
中国需要の回復期待などが後押し

欧米株式の上昇は追い風となる一方、米中関係悪化への
懸念が高まったことなどがマイナス材料となった

根強いインフレを背景に短期的に利回りが一段と上昇する
可能性がある

欧米ではインフレが根強いが、景気後退の可能性は高まってる。今後6～12ヶ月
は不安定な市場環境が予想され、ディフェンシブな資産配分が望ましいと考え
る。一方、先進国よりも良好な状況にある新興国の資産は魅力的

概観

債券

欧州各国が下落する一方、景気悪化懸念から米国は上
昇。全体としては利回りは低下、価格は小幅上昇した

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

多くの新興国が金融引き締めのピークに達している模様。
利回りも魅力的で割安な通貨が見直されれば相応のリター
ンが期待できる

米ドル建新興国債券
米国の経済指標の悪化に伴い債務不履行のリスクが影響
する可能性がある、バリュエーションは魅力的

融資基準が厳格になり、債務不履行の見通しには懸念が
ある。また企業の減益の可能性にも留意が必要

現地通貨建新興国債券

世界社債
景気が悪化するにつれ、米国債との利回り差拡大の可能
性がある。一方、企業の安定したバランスシートは好材料

ハイ・イールド債券

株式

米国株式

世界社債

欧米の金融不安が一服するなか、現地通貨建て、米ドル建
てともに上昇した

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

欧米の金融不安への警戒感が和らぎ、信用悪化を警戒す
る動きは一巡し、世界社債、ハイ・イールド債券ともに上昇
した
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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

1.8% 1.6% 1.3% 3.8%

信託財産の構成 (2023年4月28日現在)

*
※

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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 5.0% キャッシュ等 5.1% キャッシュ等 4.7% キャッシュ等 5.1%

インフラ 5.8%不動産・その他※ 7.1% 不動産・その他※ 8.3%
不動産・その他※ 5.0%

不動産・その他※ 5.9%ABS 3.6% ABS 2.5%

ABS 1.4%

ABS 3.1%新興国債券 3.8% 新興国債券 5.2%

新興国債券 6.3%

新興国債券 18.9%

ハイ・イールド債券 1.5% ハイ・イールド債券 2.1%
ハイ・イールド債券 2.4%

ハイ・イールド債券

8.5%

世界社債※ 23.7% 世界社債※ 17.4%

世界社債※ 10.9%

世界社債※ 20.4%

世界国債 39.6%

世界国債 26.9%

世界国債 14.3%

世界国債 2.9%

新興国株式※ 2.3%

新興国株式※ 4.1%

新興国株式※ 7.0%

新興国株式※ 4.4%

世界株式※ 13.3%

世界株式※ 28.3%

世界株式※ 48.0% 世界株式※ 2.1%

世界配当株式 23.0%

安定 安定成長 成長 インカム
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2023年4月28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2045年8月17日まで 第2期（17年8月21日） 105

決算日 原則、8月19日/年1回決算 第3期（18年8月20日） 60

第4期（19年8月19日） 70

基準価額等 (2023年4月28日現在) 第5期（20年8月19日） 45

1万口当たり基準価額 (円) 9,562 第6期（21年8月19日） 130

設定来高値（2021年8月6日） 11,065 第7期（22年8月19日） 0

設定来安値（2022年10月24日） 9,237 設定来累計 510

純資産総額 (億円) 191.4 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2023年4月28日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界株式※ 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 3.9% 8.0%

新興国株式※ -0.04% -0.1% 0.1% 0.01% 1.9% 2.6%

世界国債 -0.2% -0.3% 0.3% -3.0% -5.4% -3.1%

世界社債※ 0.05% -0.4% 0.9% -1.7% -1.9% 0.3%

ハイ・イールド債券 0.00% -0.1% 0.6% -0.3% -0.8% 0.1%

新興国債券 0.03% 0.02% 0.2% 0.1% 0.6% 0.3%

ABS（資産担保証券） 0.01% 0.00% 0.1% -0.1% 0.4% 0.2%

不動産・その他※ 0.1% 0.1% -0.1% -0.1% 2.0% 1.9%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.6% -1.3% -3.9% -9.9%

合計 0.00% -1.0% 1.9% -6.1% -3.3% 0.4%
*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2023年4月28日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。

均衡配分比率は、当運用を行う際に、基準とす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

均衡配分比率 目標配分比率

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末と変わらずで0.0％

- 株式：欧米で景気後退が懸念される中、クオリティ株式

や新興国株式を選好。前月からの組入比率を維持

- 先進国国債：当月は組入比率を引き下げた

- 社債/ハイ・イールド債券：国債との利回り格差が拡大し、

利回りの魅力が高まった社債の組入比率を引き上げた

- 新興国債券：現地通貨建てに強気な見方。前月からの

組入比率を維持

【今後の投資戦略のポイント】

- ディフェンシブな姿勢が適切との考えのもと、選別的な

アプローチを継続する。今後も市場環境を注視しながら、

必要に応じて資産配分の見直しを行っていく方針
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2023年4月28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2045年8月17日まで 第2期（17年8月21日） 110

決算日 原則、8月19日/年1回決算 第3期（18年8月20日） 70

第4期（19年8月19日） 80

基準価額等 (2023年4月28日現在) 第5期（20年8月19日） 30

1万口当たり基準価額 (円) 10,701 第6期（21年8月19日） 130

設定来高値 (2021年8月16日) 12,136 第7期（22年8月19日） 0

設定来安値 (2020年3月24日) 9,292 設定来累計 520

純資産総額 (億円) 342.0 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2023年4月28日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界株式※ 0.3% 0.3% 1.3% 0.7% 11.7% 17.2%

新興国株式※ -0.1% -0.2% 0.2% -0.02% 2.9% 3.5%

世界国債 -0.2% -0.2% 0.2% -2.2% -6.0% -4.9%

世界社債※ 0.04% -0.3% 0.6% -1.4% -1.6% 2.6%

ハイ・イールド債券 0.00% -0.2% 0.8% -0.4% -1.6% -0.5%

新興国債券 0.04% 0.03% 0.3% 0.1% 1.3% 1.1%

ABS（資産担保証券） 0.01% 0.00% 0.1% -0.1% 0.3% -0.01%

不動産・その他※ 0.1% -0.03% -0.3% -0.5% 3.3% 3.1%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.6% -1.3% -3.9% -9.9%

合計 0.2% -0.9% 2.6% -5.2% 6.5% 12.2%
*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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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月次レポート 作成基準日：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2023年4月28日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。

均衡配分比率は、当運用を行う際に、基準とす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）
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世界社債
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株式

均衡配分比率 目標配分比率

【今後の投資戦略のポイント】

- ディフェンシブな姿勢が適切との考えのもと、選別的な

アプローチを継続する。今後も市場環境を注視しながら、

必要に応じて資産配分の見直しを行っていく方針

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋0.2％

- 株式：欧米で景気後退が懸念される中、クオリティ株式

や新興国株式を選好。当月は米国株式を引き下げた

- 先進国国債：当月は組入比率を引き下げた

- 社債/ハイ・イールド債券：国債との利回り格差が拡大し、

利回りの魅力が高まった社債の組入比率を引き上げた

- 新興国債券：現地通貨建てに強気な見方。前月からの

組入比率を維持
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2023年4月28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2045年8月17日まで 第2期（17年8月21日） 115

決算日 原則、8月19日/年1回決算 第3期（18年8月20日） 10

第4期（19年8月19日） 10

基準価額等 (2023年4月28日現在) 第5期（20年8月19日） 10

1万口当たり基準価額 (円) 12,684 第6期（21年8月19日） 120

設定来高値 (2022年1月5日) 14,357 第7期（22年8月19日） 0

設定来安値 (2020年3月24日) 9,330 設定来累計 365

純資産総額 (億円) 174.3 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2023年4月28日現在)

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

世界株式※ 0.5% 0.5% 2.4% 0.8% 20.7% 35.0%

新興国株式※ -0.1% -0.3% 0.4% -0.1% 4.1% 4.8%

世界国債 -0.1% -0.1% 0.1% -1.2% -3.0% -2.6%

世界社債※ 0.02% -0.2% 0.4% -1.0% -1.2% 0.8%

ハイ・イールド債券 0.01% -0.2% 1.1% -0.7% -2.5% -1.4%

新興国債券 0.1% 0.03% 0.4% 0.1% 1.2% 0.7%

ABS（資産担保証券） 0.00% 0.00% 0.04% -0.05% 0.1% -0.1%

不動産・その他※ 0.1% -0.1% -0.05% -1.2% 4.2% 3.4%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.6% -1.3% -3.9% -9.9%

合計 0.4% -0.7% 4.1% -4.6% 19.7% 30.9%
*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2023年4月28日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。

均衡配分比率は、当運用を行う際に、基準とす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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ハイ・イールド債券

世界社債

先進国国債

株式

均衡配分比率 目標配分比率

【今後の投資戦略のポイント】

- ディフェンシブな姿勢が適切との考えのもと、選別的な

アプローチを継続する。今後も市場環境を注視しながら、

必要に応じて資産配分の見直しを行っていく方針

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋0.4％

- 株式：欧米で景気後退が懸念される中、クオリティ株式

や新興国株式を選好。当月は米国株式を引き下げた

- 先進国国債：当月は組入比率を引き下げた

- 社債/ハイ・イールド債券：国債との利回り格差が拡大し、

利回りの魅力が高まった社債の組入比率を引き上げた

- 新興国債券：現地通貨建てに強気な見方。前月からの

組入比率を維持
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

運用実績 (2023年4月28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2045年8月17日まで 第25期（22年6月20日） 27

決算日 原則、偶数月の19日/年6回決算 第26期（22年8月19日） 64

第27期（22年10月19日） 51

基準価額等 (2023年4月28日現在) 第28期（22年12月19日） 52

1万口当たり基準価額 (円) 10,051 第29期（23年2月20日） 60

設定来高値 (2022年1月5日) 11,335 第30期（23年4月19日） 44

設定来安値 (2020年3月24日) 8,052 設定来累計 1,325

純資産総額 (億円) 49.4 *

* 基準価額は信託報酬控除後のものです。

期間別変動要因 (2023年4月28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% 0.8% 0.3% 1.4% 19.5% 18.7%

世界株式※ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

新興国株式※ -0.02% -0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 0.5%

世界国債 -0.02% 0.01% 0.03% -0.03% -0.4% -0.04%

世界社債※ 0.05% -0.2% 0.6% -1.0% -1.2% -0.1%

ハイ・イールド債券 0.04% -0.3% 1.2% -0.9% -1.9% -2.2%

新興国債券 0.2% 0.2% 0.9% 0.6% 2.2% 0.6%

ABS（資産担保証券） 0.01% 0.01% 0.1% -0.1% 0.1% -0.03%

不動産・その他※ 0.1% 0.1% -0.05% -0.6% 1.7% 1.4%

インフラファンド 0.2% -0.1% -0.4% -0.3% 2.0% 2.2%

信託報酬 -0.1% -0.3% -0.6% -1.3% -3.9% -6.6%

合計 0.9% 0.1% 2.1% -2.0% 18.6% 14.5%
*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。※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：2023年4月28日

追加型投信／内外／資産複合

信託財産構成の推移 (設定日～2023年4月28日)

※

*

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。

均衡配分比率は、当運用を行う際に、基準とす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。

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
インフラ

不動産・その他※
ABS（資産担保証券）

新興国債券
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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

均衡配分比率 目標配分比率

【今後の投資戦略のポイント】

- ディフェンシブな姿勢が適切との考えのもと、選別的な

アプローチを継続する。今後も市場環境を注視しながら、

必要に応じて資産配分の見直しを行っていく方針

【運用状況】

- 当月末の基準価額は、前月末比＋0.9％

- 株式：当月は組入比率を引き下げた

- 先進国国債：当月は組入比率を引き下げた

- 社債/ハイ・イールド債券：国債との利回り格差が拡大し、

利回りの魅力が高まった社債の組入比率を引き上げた

- 新興国債券：現地通貨建てに強気な見方。前月からの

組入比率を維持
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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

- - - 23.0%

- 0.4% 0.8% -

3.0% 3.7% 4.1% -

0.9% 1.9% 3.1% 2.1%

6.2% 14.7% 26.8% -
1.7% 3.8% 6.5% -
0.4% 1.0% 1.8% -
0.7% 1.8% 3.4% -
0.1% 0.1% 0.1% -

0.3% 0.8% 1.6% -

0.6% 0.7% 0.8% -
1.1% 2.6% 4.7% -
0.6% 0.8% 1.4% -

- - - 4.4%

株式合計 15.6% 32.5% 55.0% 29.4%
36.7% 24.3% 12.9% 2.9%
2.9% 2.5% 1.4% -
23.7% 17.4% 10.9% 20.4%
0.8% 1.3% 1.8% 7.5%
0.7% 0.8% 0.7% 1.0%

2.2% 3.2% 4.1% 11.1%

1.6% 1.9% 2.2% 7.7%

3.6% 2.5% 1.4% 3.1%

債券合計 72.2% 54.1% 35.3% 53.8%
0.9% 1.7% 3.1% 1.9%
- - - 1.4%
- - - 3.6%

- - - 0.9%

3.3% 2.6% - -
2.0% 1.3% - -

1.0% 1.5% 1.9% -

- 1.2% - -

- - - 3.9%

その他合計 7.1% 8.3% 5.0% 11.7%
キャッシュ等 5.0% 5.1% 4.7% 5.1%

設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

インフラ

代替資産

世界社債

HSBC マルチファクター世界株 UCITS ETF

HSBC MSCI パシフィック（除く日本）UCITS ETF

HSBC GIF グローバル・インフレーションリンク・ボンド

ハイ・イールド
債券

新興国債券

世界国債

HSBC GIF グローバル・ハイ・イールド・ボンド

HSBC GIF 現地通貨建・グローバル・エマージング・
マーケッツ

Goldman Sachs グローバル·エンハンスト·エクイティ·イ
ンカム·ポートフォリオ

Fidelity　エマージング・マーケッツ・クオリティ・インカ
ム　UCITS ETF

Pass IM Structured Funds クロス・アセット・トレンド

iシェアーズ コア MSCI EM IMI UCITS ETF

HSBC GIF アジア・ハイ・イールド・ボンド

iシェアーズ Bloomberg Enhanced Roll Yield コモディ
ティ・スワップ UCITS ETF

HSBC GIF グローバル・ガバメント・ボンド

HSBC GIF グローバル・エマージング・マーケッツ・ボ
ンド

世界配当株式

HSBC GIF グローバル・コーポレート・ボンド

中国株式 HSBC MSCI チャイナ A UCITS ETF

米国株式 HSBC アメリカン・インデックス・ファンド

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

HSBC FTSE 100 インデックス・ファンド

iシェアーズ コア MSCI パシフィック（除く日本）UCITS
ETF

HSBC MSCI エマージング・マーケッツ UCITS ETF

iシェアーズ Edge MSCI ワールド・クオリティ・ファク
ター 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

株式

HSBC GIF グローバル·インフラストラクチャー·エクイ
ティ

新興国株式

世界株式

欧州株式

アジア・パシ
フィック株式

HSBC GIF グローバル·サステナブル·エクイティ·インカ
ム

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

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

GCP インフラストラクチャー・インベストメンツ

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
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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アセットマネジメント株式会社
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
ター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）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※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）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、各部門にお
いて総合的に優秀であるとモーニングスター※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）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。　※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式
会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。

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。

 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。

 世界の幅広い資産の中から、市場環境に応じた魅力的な資産（投資対象ファンド）を選抜します。

 投資対象ファンドは適宜見直しを行い、変化する金融市場に適応するため、必要に応じて追加・変更します。

世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資を行います。

市場環境の変化に合わせて、資産配分を変更します。

 中長期的な経済見通しと短期的な市場環境の変化等に応じて、機動的に資産配分を変更します。

 資産保全のためにリスク資産を減らすこともあれば、収益獲得のためにリスク資産を増やすこともあります。

HSBCワールド・セレクションが目指すもの

多彩な資産へ
グローバル分散投資

機動的な
資産配分の変更

目標リスク水準で
厳格なリスク管理

資産保全とリターン最大化の追求

※上記は当社による分類です。これら資産のすべてに投資をするとは限りません。また投資対象資産は将来、追加・変更される場合があります。
「クオリティ株」とは財務健全性や収益安定性が高いと判断される株式を指します。投資対象ファンドの詳細は、交付目論見書の投資対象ファンドの概要をご覧ください。

経済見通しに

基づいた

長期的な資産配分

年1回以上見直し

短期的な市場環境の

変化に応じて

資産配分を見直し

週 1回以上見直し

ポートフォリオの

メンテナンス

日々の管理
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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アセットマネジメント株式会社

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。

目標リスク水準に応じてポートフォリオを構築します。

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。

 リスク（収益率の変動幅）と投資目的に応じて、4つのコースから選ぶことができます。

 各コースの目標リスク水準に基づく厳格なリスク管理を行いつつ、リターンの最大化を目指します。

外貨建資産への投資については為替ヘッジを活用します。

 為替ヘッジを行うことで、外貨建資産への投資に伴う為替リスクの軽減を目指します。

 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。

※上記はイメージ図であり、実際のファンドの値動きとは異なります。また、当ファンドの将来の運用成果をお約束するものではありません。

※上記は外貨建資産の保有に対する為替ヘッジを行ったあとの実質的な通貨配分比率のイメージ図で、実際の配分比率とは異なります。

年 率5％程度 年率 5％～8％程度 年率8％～11％程度 年 率8％～11％程度

安定コース 安 定成長コース 成長コース インカムコース

各コ ースの目標リ スク水準 と資産配分

目標リ スク水準に 基づいたリ スク管理

市場環境に応じて資産配分を

変更し、価格変動を目標リスク

水準以内に抑えることを目指し

ます

株 式

債 券

その他

株 式

債 券

その他

株 式債 券

その他

株 式

債 券

その他

※上記の円グラフはイメージ図であり、実際のファンドの資産配分とは異なります。当ファンドは市場環境の変化に合わせて資産配分を変更します。

大きな市場変動

ファンドの価格変動

目
標
リ
ス
ク

通貨配分比率のイメージ図
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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アセットマネジメント株式会社

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。

ファンドの詳細はこちら

またはQRコードからご覧ください

各コースの決算時に、収益分配方針に基づき、分配を行います。

ファンドに入るお金 投資家へ支払われる分配金

分配月

2月

4月

6月

8月

利子、配当等収益
一般的な
定額分配

分配金額は投資先ファンドの配当等収益の水準に応じて決定します*。

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。

 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。

 豊富な運用経験と知識を有するHSBCアセットマネジメントのマルチアセット運用チームが運用します。

世界各地の運用プロフェッショナルからのインプットに加え、HSBCグループ内の情報を活用します。

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、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。

インカムコース：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。

HSBCワールド・セレクション特設サイト
ファンドの詳細はこちら
またはQRコードからご覧ください

※HSBCアセットマネジメント株式会社のウェブサイトに移動します。

インカム コースの分配金支払方針のイメージ図

・
・
・

* インカムコースは、投資先ファンドから、実勢の収益等の水準に相当する額の配当金を受け取ります。この範囲内で収益分配を行う限り、過大な収益分
配によって投資元本を大きく毀損することはないとの判断から、この範囲内で分配金額を決定します。なお、配当等とは投資先ファンドの利息収入、配当
収入のほか、投資収益（税引後）などを含みます。

※上記はイメージ図で実際の分配金のお支払いとは異なります。詳細は「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。

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。

運用報告動画など最新情報をご確認いただけます

世界有数の金融グ ループ「ＨＳＢＣグ ループ 」

HSBCは1865年に設立され、英国 ・ ロンドンに本部を置いています 。
ヨーロッパ、アジア・太平洋、南北アメリカ、中東、北アフリカにまたがる国と地域でお客様に
サービスを提供する世界有数の金融グループです。香港においては、香港ドルの発券銀行の
役割を担っています。日本では幕末の1866年に営業を開始し、150年以上の歴史があります。

香港における紙幣発券銀行
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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）
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設定・運用：ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。

＜収益分配金に関する留意事項＞

 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。
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月次レポート 作成基準日：2023年4月28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アセットマネジメント株式会社

ＨＳＢＣ ワールド・セレクション 【愛称 : ゆめラップ】

 (2023年5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。

委託会社、その他関係法人

 当資料は委託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】

委 託 会 社 ： ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

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。

※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。

＜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：2023年4月28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、ルクセンブルクの証券取引所または銀行の休業日、ルクセンブルクのイースター・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2045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2045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

投資信託に関するリスク

• 投資信託は、預金・貯金ではありません。また、投資信託は、元本および利回りの

保証がない商品です。

• 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象にしますので、組み入れた株式・

債券等の価格変動、為替の変動、発行者の信用状況の変化等により、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

• 投資信託の購入、保有、解約等にあたっては各種手数料等（購入時手数料、運用管理費用

（信託報酬）、信託財産留保額等）がかかります。また、その他費用として、監査報酬、有価証券売買

手数料、組入資産の保管費用等がかかります。これらの手数料等の合計額は、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。

その他の注意事項

• 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。

• 投資信託の申し込みにあたっては、リスクや手数料等を含む商品内容が記載された重要情報シート

ならびに投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面の内容を必ず

ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

• ゆうちょ銀行各店または投資信託取扱局の窓口での申し込みに際しては、重要情報シートならびに

投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を、書面交付または

電子交付しております。インターネットでの申し込みに際しては、投資信託説明書（交付目論見書）

および一体となっている目論見書補完書面を電子交付しております。

• 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。

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

※ 当ファンドはインターネット専用商品です。ゆうちょ銀行・郵便局（投資信託取扱局）の店頭では、

販売・購入に係るお取り扱いを行っておりません。
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