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独自の視点で確信度の高い銘柄に集中投資
22年来の高リターンを誇る真のアクティブ運用
ポートフォリオの中核に据えるべき
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「このような企業は投下資本利益率

ちなみにロック氏をはじめとする運
用チームのメンバー９名は、それぞれ

上記は2018 年 9月末現在。
記載した銘柄数は市場環境・資金事情等により変更する場合があります。
【コンポジットについて】当運用戦略のコンポジット
（運用報酬控除前、
米ドルベース、
設定日：1996 年 3月末）
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントはグローバル投資
パフォーマンス基準
（Global Investment Performance Standards, GIPS®）
に準拠しています。1年以上の期間は年率化しています。
過去の実績は、
必ずしも将来の運用成果等を
示唆・保証するものではありません。
コンポジットの詳細については弊社までお問い合わせください。 出所：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント。
【リスクについて】当運用戦略は主に海外の有価証券等を投資対象とするため、
当該有価証券の価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。
また、
外貨建ての資産は為
替変動による影響も受けます。
従ってお客様の投資元本は保証されているものではなく、
運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰属します。
投資する可能性のある有価
証券等には、
価格変動リスク、
信用リスク、
カントリー・リスク、
流動性リスク、
為替変動リスク、
デリバティブ取引に伴うリスク、
エマージング市場に関わるリスク等のリスクを伴います。
【受託資産の運用に係る費用について】投資顧問契約および投資一任契約に係る投資顧問報酬として、
契約資産額に対して年率 2.16%（税込）
を上限とする料率を乗じた金額
が契約期間に応じてかかります。
その他の費用として、
組み入れ有価証券の売買手数料、
先物・オプション取引に要する費用、
有価証券の保管費用等を間接的にご負担頂いただ
く場合があります。
これらの手数料等は契約内容、
契約資産の額、
運用状況等により異なる為、
事前に料率、
上限額等を示すことができません。
上記は、
当社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して提供されるものであり、
特定の金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を目的とするものではありませ
ん。
また当社は、
本投資戦略によって運用されている金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を行うものではありません。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
Mail：msim-ad@morganstanley.com

金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）
第 410 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 ・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

タイアップ企画

