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ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

世界中から優良な運用マネジャーを発掘し、
日本のお客様にご提供
当社は、優れた運用能力を持つ運用マネジャーを世界中
、 アンカー・ファンド・シリーズ」
として、日本の
から発掘し「

世界中から優良な運用マネ

お客様にご提供しております。

ジャーを発掘・厳選
お客様のニーズに合致する

日本の多くのお客様に、
ノーザン・
トラストの持つユニーク

最 良 の 運 用 マ ネ ジャ ー を

なアイデアをお伝えしたい。そして、お客様の課題に真摯

ご紹介

に向き合い、真に役に立つソリューションをご提供した
い。そうした気持ちで我々は日々取り組んでおります。
是非、今後のノーザン・トラストにご期待下さい。
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社
代表取締役社長
山本 圭志

マルチ・マネジャー・ソリューション分野のグローバル・リーダー
約12兆円＊の運用及び助言残高
運用残高
約8兆円

マルチ・マネジャー・ソリューション分野
で

20
助言残高
約4兆円
＊2020年3月末時点

年以上の実績

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

ノーザン・トラスト・グループ
革新的で良質な運用戦略を、お客様へお届けすることにコミット

当グループはグローバルに運用事業を展開し、変化する
市場環境下、お客様が運用目標を達成するためのサポー
トをしております。

お客様の課題に真摯に向き
合い、真に役に立つソリュー
ションをご提供して参ります。

グローバルで約120兆円 ＊の運用資産をお預かりし、綿
密なリサーチ、精緻なポートフォリオ構築、包括的な
リスク管理により、お客様がリスクに見合ったリターン
を達成できますよう、日々最善を尽くしております。

様々な資産クラス、運用スタイルにわたるソリューション
お客様の多様な運用ニーズにお応えするため、
リスクへの深い洞察という強みを最大限
に活かした戦略、
ソリューションをご提供しております。

クオンツ運用戦略
お客様のニーズに基づき、意図しないリスクを回避、高い超過収益を創出
サステナブル投資ソリューション
お客様の重視するサステナブル投資原則を守りながら、
優れたリターンを創出

＊2020年3月末時点
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ノーザン・トラスト・アンカー・ファンド・シリーズ
日本のお客様にご提供する運用戦略
アンカーMFGグローバル株式ファンド
サブ運用マネジャー：マゼラン・アセット・マネジメント
拠点：シドニー（オーストラリア）
カテゴリー：アクティブ・グローバル株式

アンカー・グローバル・インフラ株式ファンド
サブ運用マネジャー：ブルックフィールド・パブリック・セキュリティーズ・グループ
拠点：シカゴ（米国）
カテゴリー：アクティブ・グローバル・インフラ株式

アンカーMFG世界モノポリー戦略株式ファンド
サブ運用マネジャー：マゼラン・アセット・マネジメント
拠点：シドニー（オーストラリア）
カテゴリー：アクティブ・グローバル・モノポリー株式

ご提供予定
アンカー・ポーレン米国株式ファンド（仮称）
サブ運用マネジャー：ポーレン・キャピタル・マネジメント
拠点：フロリダ州ボカ・ラトン（米国）
カテゴリー：アクティブ・米国株式

アンカーNTグローバルSDGsファンド（仮称）
サブ運用マネジャー：ノーザン・トラスト・インベストメンツ
拠点：シカゴ（米国）
カテゴリー：アクティブ・グローバルESG株式

注：上記ファンドはすべて私募投資信託です。

ノーザン・トラスト・アンカー・ファンド・シリーズ：当社の強み

運用マネジャーの発掘・評価
マルチ･マネジャー・ソリューション分野で20年以上の実績を有する
ノーザン・トラストのグローバルなネットワークを活用、世界中から
優良な運用マネジャーを発掘し、
お客様に最適な運用マネジャーを
ご紹介することが 可能です。
運用マネジャーの評価では、運 用チーム、運 用哲学・プロセス、
オペレーション、
ビジネスモデル、コンプライアンスなどを多面的
に精査します。

日本での顧客サービス提供
海外の運用マネジャーとの綿密な連携のもと、運用報告等の顧客
サービスを日本語にてご提供します。

お問い合わせ先
ノーザン･トラスト･グローバル・インベストメンツ株式会社
運用ソリューション部
代表電話

03-5575-5780

Email

info.jp@ntrs.com

URL

northerntrust.com/japan

本資料についてのご留意事項
お客様への情報提供のために作成されたものであり、証券その他金融商品の取引を勧誘もしくは推
・本資料は、
奨するためのものではありません。
・本資料は、各種資料に基づきノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社が作成したものであ
り、当社の書面による承諾なしに、本資料の全体またはその一部の複製を第三者に転送・配布することは禁止
されています。
・本資料の内容は、信頼できると思われる根拠に基づくものですが、その正確性と完全性について保証するも
のではありません。
・本資料に示したデータ等は、
過去または本資料の作成時点のものであり、
将来の運用成果等を保証・約束するも
のではありません。
・本資料でご紹介する投資戦略に基づいて運用されるファンドにご投資された場合
（原則として、当社と投資一
任契約をご締結いただいたうえで、当該ファンドを当該投資一任資産に組み入れることを想定しております。）
、
価格の変動等により元本欠損を生じる恐れがあります。ファンドごとに投資に係るリスクは異なりますので、約
款、商品概要書等によりご確認下さい。また、
かかるファンドへのご投資には所定の手数料
（投資一任契約に係る
投資顧問報酬）
をご負担いただきます。投資顧問報酬は個別契約ごとに定められるものであり、事前に料率、
上限額等を提示することはできませんので、投資一任契約をご確認下さい。さらに、組み入れるファンドごとに
運用報酬等の手数料は異なりますので、約款、商品概要書等をご確認下さい。
・本資料の内容は、予告なしに変更されることがあります。
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