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注意事項 

このレポートはセミナー参加者・個人相談者だけに配布しております。 
各ファンドの資料はファンド会社が出しているオリジナルの監査後レポートを抜粋 
したものです。 
内容には最新の注意を払っておりますが、商品の情報と将来の相場を保証するもの 
ではありません。 
レポートの内容は、お客様限りでご使用ください。 
情報提供、勉強を目的としたもので、投資勧誘目的ではありませんので予め 
ご了承ください。 
また改めて書くまでもありませんが、為替、投資は不確実性の元、 
将来上がるか下がるか 100%予測することはできません。 
最終的な投資判断はご自身で行ってください。 
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金融商品取引法 

2条8項3号 
外国金融商品市場（取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するも
のをいう。）における有価証券の売買には金融商品仲介業の登録が必要。 

日本国内では不特定多数のものに投資助言を行う場合は 
投資顧問契約を締結して行うこと。 
投資顧問契約を締結するには投資助言業の登録が必要。 

監督指針　不特定多数に対して投資判断を提供する行為は投資助言業には該当し
ない。 

2条8項11号 
ただしインターネットを使用し会員登録などにより 
相手が特定できる場合には投資助言代理業の登録を必要としない。 

（金融商品取引法に関する補足、監督指針Ｘ－１－２　→　日本居住者向けでは
ありませんとWEB条で明記すればOK） 
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全体像
金利情報は随時アップデートされますので都度ご確認ください。

Liferemedy.net　会員パスワード「acpwdpass」

最低投資額 円換算 実績 期間

ランドデベロップメント カナダの不動産開発 CAD25,000～ ２２０万円 ２～４倍 ２～４年

直接投資 固定金利 3年、5年、7年10年タイプあり 10年3.6% USD10,000～ 110万円 2.25～3.0% 3年、5年

英国高齢者住宅ローンファンド USD100,000〜 1100万円 利払い６％ 期間ナシ

オルタナティブファンド オーストラリア不動産ファンド
AUD25,000～

(AUD10,000～)
200万円 13.45% 期間ナシ

英国不動産ファンド
USD75,000～

(USD10,000〜)
825万円 11.56% 期間ナシ

一括投資 英国学生寮ファンド GBP5,000～ 77万円 7.69% 期間ナシ

オルタナティブファンド 英国介護不動産ファンド USD10,000～ 110万円 19.60% 期間ナシ

オーストラリア不動産ファンド AUD10,000～ 83万円 13.45% 期間ナシ

間接投資 ドイツつなぎ融資ファンド USD10,000～ 110万円 6.25% 期間ナシ

オフショア資産管理口座3万USD～ 北欧債券 英国農業貸付ファンド USD10,000～ 110万円 6.25 期間ナシ

スイスプライベートバンク50万USD～ 仮想通貨 アフリカマイクロファイナンスファンド USD10,000〜

ヘッジファンド等 USD10,000～ 110万円 別紙参照 期間ナシ

オプション 世界の株式、ETF、貴金属

EXANTE デビットカード USD10,000～ 110万円 期間ナシ

SAXO　BANK 世界の通貨取引等、株式等

5，10，15，20，25年満期 世界の投資信託へ選択して投資 USD100/月～ 11000円 ８～１５％ ボーナス金利

積立投資 元本確保型 15年140%+α S&P500Index又はMSCI成長分＋α USD200/月～ 22000円 40%

20年160%+α S&P500Index又はMSCI成長分＋α USD200/月～ 22000円 60%

15年　元本確保型 変動金利：3.5%～6%＋ボーナス金利 USD200/月～ 22000円

払込期間5，10，15，20年 払い方：月、半年、年、前期全納

加入年齢：0～80歳 払い方：年払いUSD3000～SP or NASDAQ

海外生命保険

退職年金保険 払込：一括、５、１０、１５、２０年 受給：10年、15年、20年、100歳まで

即時年金 一括払：50000USD～　受取方４タイプ

＊一括投資はお申込書記入後、銀行から運営会社へ送金して手続終了。 （Visa、Master使用可、JCB、AMEXは一括払のみ）

＊積立投資、海外生命保険はお申込書記入後、クレジットカード払い。又は銀行送金で一括払い

保険は年齢性別により見積　前期全納可

投資型保険は年払いのみS&P500またはNASDAQに連動

終身保険は一時払い、5,10,15,20年払から洗濯

退職年金保険

一括、５，１０，１５，２０年払い

受給期間　65歳～100歳　　10年～35年で選択

アニュイティ10年確定、20年確定、5年確定終身、終身年金

世
界
で
の
増
や
す
方
法

変額年金

変動金利積立

終身保険

投資型保険

アニュイティ
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目次 

　　投資とは 
　　日本の現状　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　直接投資：固定金利、ランドデベロップメント 
　　　　　　　オフショアファンド 
　　間接投資：オフショア資産管理口座経由オフショアファンド 
　　直接投資：InvestorsTrust積立投資 
　生命保険：Sunlife、FT-Life、BMI、Nighthead、他 
　　銀行口座：FHB
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投資とは

　　

応援したい企業へ 
長期の目標を持って将来のために
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一括での投資方法

　　

ドバイプライベートバンク 
（USD1,000,000～）

＊日本国内ではSMBCプレスティア以外からの海外送金が非常に難しくなっています。
＊ワイズでは1回100万円までオンラインで送金ができますがバミューダへは送金できません



https://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/data/2018/180221_02.pdf 8

実質賃金の減少

可処分所得が減少　平均年収４２１万円 
（国税庁平成28年分民間給与実態統計調査結果）



内閣府少子化白書より 
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2020/r02webhonpen/html/b1_s1-1-2.html 9

人口減少
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各国平均年齢

https://theworldict.com/rankings/average-age/

世界各国の平均年齢ランキングです。 

※参照　平均年齢：国連 (2020年) 
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実質実効為替レート（実質購買レート）$1=360円時代と同等に
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ビッグマック指数2021

ビッグマックはほぼ全世界でほぼ同一品質（実際には各国で多少異なる）のものが販売され、原材料費
や店舗の光熱費、店員の労働賃金など、さまざまな要因を元に単価が決定されるため、総合的な購買力
の比較に使いやすい。1位スイス、2位スウェーデン、3位ノルウェイ、4位アメリカ、5位イスラエル 
2000年のランキングでは日本は５位だったが2021年では27位
https://www.economist.com/big-mac-index

日本は27位
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一般会計における歳出・歳入の状況 

https://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/202007_01.pdf

コロナ禍で激増
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対GDP比国債残高
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長期国債の格付け

 　  

2021/6/30現在
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ペイオフ
ペイオフ　2005/4/1～

金融庁・預金保険機構 パンフレットより
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通貨の世界シェア

BIS（国際決済銀行）発表2016年4月の月間1日あたりの通貨別取引高
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一括投資

一括　直接投資
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【Investors Trust FIX3,5,7,10】 

最低投資額：USD10,000（約110万円） 
通貨：USD 
満期：3年 or 5年or 7年or 10年　 
満期以降も満期時の利率で継続運用可能 
金利：3年3.0%　5年3.25%　7年3.5%　10年4.0%　 
アカウント上の利払いは3ヶ月に1回の年４回 
元本確保：投資元本100%（満期時） 
購入手数料：0％ 
プラン手数料：7USD/月 
解約手数料：あり 
https://www.investors-trust.com/jp/fixed-income.html
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固定金利

固定金利　 

利率 
3年 3.0% 

5年 3.25% 
7年 3.5% 
10年4.0％
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固定金利

固定金利　年4.0％複利　FIX10 USD50,000→USD72,982
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【アーバンスター　コクランレイクサウス】 

カナダアルバータ州カルガリーの更地に投資
行政の開発計画が承認された段階で不動産開発業者へ売却
3~5年で２～３倍のキャピタルゲインを狙うもの。
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【アーバンスター　コクランレイクサウス】 

人口: 
・1,246,300（2017年） 
・ 2019年から2021年にかけて毎年1％強の人口増加を見込んでいる 
・今後5年間で 78,200人の増加が見込まれている 
 (Calgary.ca - Calgary Civic Census) 

住宅: 
・2016年の新規住宅着工件数は 9,245 戸 
・2021年までに 50,400戸の新規着工が見込まれる 

経済的指標: 
・本社機能を持つ企業の増加（現在124社） 
・ 住宅価格はトロント、バンクーバーより安い（バブルではない） 
・住宅需要は海外からの移民と国内からの移住者による 
（海外からカナダへの移民者は毎年30万人） 

カルガリーの現状　　　　出典： CREB（カルガリー不動産協会） 
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【アーバンスター　コクランレイクサウス】 
アーバンスターキャピタルの特徴
• アルバータ州財務局の登録商品（金融商品）
• 土地の選定を重視し、価値を高めるためのコンセプトプランに重点を置く
• 土地の購入費など通常は開示されない経費も全てアルバータ州財務局に開示し
　透明性を維持
• 投資家は株主として登録され、株主の権利を有す。
• 投資家は投資した土地の第一抵当権者として登記。
• 弊社は償還して初めて利益を得ることができるため、投資家同様、早期償還を
　目指す動機づけとなっている
• 経営陣、弊社社員も投資家と同じ条件で投資している
• 案件はそれぞれが独立しており、一つの案件が他の案件に影響を与える
　ことはない
• 会社は長年にわたり基本的に無借金経営を維持
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【アーバンスター　コクランレイクサウス】 

　　最低投資金額：CAD 25,000～（約250万円） 
　　通貨：CAD 
　　購入手数料：0% 
　　直接投資のみ可能 
　　お申込後の途中解約、途中換金はできません。 
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HolizonPlus

【HolizonPlus】 
従来イギリスの住宅ローンは55歳までしか借り入れをすることができませんでした  
（銀行）。もしくは株式という形で、年5%の高い金利を払わないと借りられない状態
でしたが、2018年3月に英国金融庁主導でRIO（Retirement Interest Only Morgages = 高齢者限定
住宅ローン）という上記2つの中間に当たる住宅ローン商品 ができたことで、高齢者は自宅
を担保に借り入れをして改修や住み替え、生活費に 使ったりできるようになりました。 
また金利を生前に毎月支払うことで従来のリバースモーゲージよりも多くの資金を借り
られます（貸し手は死後、もしくは介護 施設へ入居したタイミングで物件を手に入れま
す）。 
結果、日本と同じように団塊 世代が増えている英国において、高齢者（55歳以上）の
住宅ローンの全てを担う商品が突然できました。 
このファンドは、こうした高齢者へRIOを貸し付けるファン ドとなります。 
このRIOの金利収入が毎年の固定金利6%の原資となり、それ以外に このローンそのも
のを売買することであげられるリターンが年平均12-14%となる見 込みです 
（現状13.83%）。 
つまり両方合わせたら毎年20%近いリターンが期待でき ます。
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HolizonPlus

【HolizonPlus】
 最低投資額：EUR 100,000（約1200万円） 
※オフショア資産管理口座からはEUR 15,000又はUSD15,000
通貨：USD、GBP、EUR、CHF、ILS 
配当：年6%（固定）　　※半期配当、再投資可 
購入手数料：0% 
解約手数料：6%（1年ごとに低減、5年経過後ゼロ） 
ロック期間：3年　※この間は売却できません 
売買：毎月　
※90日前通告 戦略：英国住宅ローンファンド 
（直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク
可） https://www.mansardcm.com  
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【HolizonPlus】
 

MARCH 2022
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【Banner Ebisu Income Fund】 

オーストラリアの不動産投資へローンを行います。 
通常銀行からローンをすると、一つの銀行につき10億円ま 
でしか借入限度額がなかったり、投資物件価値の10%を担保で入れないといけ
なかったりしますが、このファンドは50-70%を12-52ヶ月（平均19ヶ月）
の契約で貸付します。また初期投資時のローンしか対象としていませんので、
通常12-18%と期間とともに段階的に上がっていくローン金利のうち、一番最
初の固いところだけに投資（ローン）をします。 
結果、13.5%という年率平均リターン（2017.5時点）となっています。 
また豪州は日本や中国からの投資が莫大で、そこへ貸し出せる潤沢な銀行資産
がないため、このようなファンドの需要が強くあります。
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【Banner Ebisu Income Fund】 
最低投資金額：AUD 25,000（約200万円） 
※オフショア資産管理口座経由はAUD10,000から 
通貨：AUD 
購入手数料：5% 
解約手数料：0% 
年率平均リターン：9.44% 
年率平均リスク：NA 
売買：毎月　 
戦略：豪州不動産ローン 
（直接投資、オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可） 
※UCITs対象 
http://bannerassetmanagement.com
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Banner Ebisu Income Fund



32

https://www.bannerassetmanagement.com/our-projects/

Banner Ebisu Income Fund
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【Mansard Seller Development Fund】 

ロンドン市内のオフィスビル、商業不動産、マンションなど
へ投資（購入、建設、ローン、売却、レント）をする 
ファンドです。 
中東、ロシア、中国マネーから不動産投資需要が盛んな 
ロンドン市内の不動産が投資対象で、Brexit 後も変わらず 
高いリターンと安定した低いリスクが期待できます。
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Mansard Seller Development Fund　　

【Mansard Seller Development Fund】 

最低投資金額：USD 75,000（約800 万円） 
※オフショア資産管理経由はUSD10,000～ 
通貨：USD、EUR、GBP、CHF 
購入手数料：0% 
解約手数料：5%（1 年ごとに低減、5 年経過後ゼロ） 
年率平均リターン：11.56% 
年率平均リスク：3.20% 
売買：毎月 
戦略：英国不動産投資（購入、建設、ローン、売却、レント） 
（直接投資可、オフショア資産管理口座可、スイスプライベートバンク可） 
https://www.mansardcm.com
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間接投資

一括　間接投資 
（海外証券口座経由）
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オフショア資産管理口座 
Universal社とは 

・創業者：元CUSTDIANLIFE社 
・登記地：モーリシャス 
・保全体制：100％分別管理 
　　　　　（投資家資産とUNIVERSAL社資産は別管理）  

・ 
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モーリシャスとは 
モーリシャスはアフリカ大陸の東、インド洋に位置するオフショアセンターです。 
サハラ 以南のアフリカで最も開放的で財政的に健全な国とされています。 
ビジネスを行う上で優 れた場所であり、持続可能な開発政策を採用していることは、経済
協力開発機構 (OCED)、 金融活動作業部会 (FAFT)、世界銀行 (WB) などの国際機関によっ
て認められています。 モーリシャスの信託と会社を管理する法的枠組みは、すべての法域
の中で最も近代的なも のです。 
更に近年マネーロンダリングを追跡し、テロ資金供与に対抗する目的で、新しい 国際要件
を順守し、この点で適切な法律を制定しました。 
モーリシャスの魅力は、十分に 規制されたセンターとしての確固たる評判を享受し、銀行
と顧客の間、および専門家と顧 客の間の関係を管理する明示的な規定と慣習法を通じて、
合法的なビジネスに従事する 人々に保証された機密性を提供していることです。  
世界競争力インデックス2018 ：アフリカで1位  
ビジネス環境2019（世界銀行）：アフリカで1位、世界190ヵ国で20位  
アフリカガバナンス2018（MO IBRAHIM INDEX）：1位  
世界経済自由度ランキング2018（FRASER INSTITUTE）：アフリカで1位、世界で8位  
ベストビジネス国ランキング（FORBES）：アフリカで1位、世界で39位 
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オフショア資産管理口座 

海外の非課税税制国にある証券口座 
＊モーリシャスは二重課税回避協定 - DTAAS批准国 

様々な金融商品の購入が可能 
最終的に出金するまでは非課税 
様々な金融商品を売買できる 

オフショアファンドが直接投資よりも 
最低投資金額が低額になる 

オンラインにより資産状況を確認できる
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カストディアン 
＊資金の分別管理銀行。投資商品により振分け 

1973年に設立。モーリシャス、マダガスカル、 ケニア、インドで
サービスをしており、国内の預 金市場シェアが20%を超える。
「THE BANKER MAGAZINE（FINANCIALTIMES出 版）」で
世界の銀行の上位1,000に常にランクイ ン。 

モーリシャスで最も長い歴史のある銀行。 
サハラ 以南のアフリカで主に活動。 

南アフリカのヨハネスブルグ証券取引所に上場。  
アフリカ大陸12か国に存在し、約42,000人の従 業員を擁する、 
アフリカ最大金融サービスグルー プ。 
910億米ドルを超える預かり資産。 

140年以上の歴史を持つ投資銀行でアメリカの多国籍独立投資銀行 
および金融サービス会社



44

口座開設要件

最低預入金額：USD50,000以上 
通貨： USD/GBP/EUR  
口座開設手数料：1.5%（初回のみ）  
口座管理手数料：年0.805%（最初の10年、それ以降は0.55%）  
カストディフィー：年0.75% 取引手数料： USD 50  
解約手数料：解約時における残存期間の口座維持手数料 
※1預入額、もしくは残高のどちらか高い方に対して算出  
※2投資額の3%はキャッシュにしておく必要あり  
※3追加投資USD 5,000から  
※4 USD 10,000を口座に残したら、それ以外はいつでも一部引き出し可 
（USD 500から）。投資額の50%までペナルティなし。  
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UNIVERSALのメリット
1.） 複数のオフショアファンド、海外仕組債、ETF、株式、債券などを一括管理が可能
2.） PCオンライン専用画面で運用状況を確認できる
3.） マルチカレンシー口座で複数通貨も管理可（USD,EUR,GBP）
4.） ファンドの売買指示はアドバイザー（弊社）へメール連絡するだけで可能
　　（都度の英文申込書類の記入が不要）
5.） ファンドによってファンドの最低投資金額が低くなる
6.） UNIVERSALからしか投資できない投資先（元本確保型ファンドや海外仕組債など）に
　　投資可能
7. ）利益確定時の利益課税申告不要なため節税と完全複利運用が可能
8. ）共同名義人は1名、受益者は複数設定可能
9.） 一部引き出し（USD500から）はいつでも可能
10.) 直接投資中、他口座のオフショアファンドの移管も可能
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UNIVERSAL開設手続き 
(1)開設金額を弊社へご連絡（USD50,000以上） 
(2)申込書類のご記入 
(3)下記のA.~C.の必要書類の準備と共に申込書類と共に弊社へご返送 
　　A.)個人証明書類：「パスポートコピー 」 
　　B.)住所証明書類：「 運転免許証カラーコピーにご署名」又は 
　　　　　　　　　　　2ヶ月以内発行の「住民票コピー」 
　　D.) 被保険者身分明書類：契約者との関係を証明する戸籍謄本など  
　　C.) 資金源・収入証明書類：「資金が入っている銀行口座の通帳や残高記載欄の 
　　　　オンライン画面（銀行名、口座番号、氏名、残高が分かるページ）」 

(4)口座開設手続き後、遅くとも10日前後にUniversal社へ海外送金（送金完了後に送金
明細をメールもしくはFAXで弊社へご連絡） 

(5)Universalへの資金の着金確認後、各投資先について弊社へメール連絡 
　（弊社からの買付サポート） 
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オフショア資産管理口座からしか 
投資できないオフショアファンド
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【Montreux HealthCare Fund】 
英国（London以外）で介護不動産を運営するファンドです。 
居住者は国から認定を受けている身体障害者&精神疾患患者で、家賃
は国から支払われるため空室リスク、家賃滞納リスクが極めて低いで
す。 
また国から認可を受けてから不動産への投資&リノベーションを行う
ため、投資リスクも低いです。 
年間の目標リターンは10-12%ですが、実際には投資物件の購入によ
る短期的収益により、年20%という年も出ています。
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【Montreux HealthCare Fund】 

最低投資金額：USD 10,000（約100万円） 
通貨：USD、EUR、GBP、CHF 
購入手数料：0% 
解約手数料：5~0%(5年経過後0%） 
年率平均リターン：18.86% 
年率平均リスク：1.95% 
売買：毎月　※解約は60日前通告 
戦略：英国介護不動産 
（オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可） 
https://www.montreuxcm.com/healthcare-fund/
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【GSA　CORAL STUDENT PORTFOLIO】 

ロンドン（53％）、その他英国（31％）、英国以外（16％）の学生寮に投資をしてい
るファンドです（日本では我妻女子大学へ投資）。 
ファンドの収益は英国の学生から支払われる安定した収益から成り立っています。 
イギリスの不動産を中心として、学生という満室率が高く、通常の不動産市況とは相関
性が低く、需要が高い不動産にのみ投資をしています（ファンド・オブ・ファンズ）。 
過去一度も流動性（売買）がなくなったことがなく、安定した運用を続けていますが、
機関投資家（プロ投資家）のみしか受け付けていないため、オフショア資産管理口座や
スイスプライベートバンクなど（カストディアン）を使って初めて個人投資家は投資で
きます。 
主な投資家はカナダ政府基金、ワシントン州基金、中国政府基金、中国銀行、ファミリー
オフィスなどです。 
創業者はJohnKennedy とNick Porter という二人の創業者で、Nick は1991 年か
らこの学生寮市場を開拓した人間として有名です。 
その後Nick は約400 億円で当時のファンドUNITE を売却し、その資金はこのファン
ドの流動性がなくなった時に彼自身が買い支える資金としても用意されています。
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【GSA　CORAL STUDENT PORTFILIO】

通貨：GBP、USD、EUR、SGD
最低投資金額：GBP5,000（約90 万円）
購入手数料：0%
解約手数料：5~0%（毎年低減）
年率平均リターン：7.69%
年率平均リスク：1.00％(N/A)
売買：毎月
(オフショア資産管理口座可、プライベートバンク口座経由可)
http://www.coralportfolio.com
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【GSA　CORAL STUDENT PORTFOLIO】
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【GSA　CORAL STUDENT PORTFOLIO】

世界各国54都市に学生寮を保有。　現在90の不動産を所有。 
過去26年間、７万床を超えるプロジェクトの設計・開発・ファイナンス・運営管理に携わっ
ている。 
GSAは現在、東京・ロンドン・シドニー・香港・北京・ドバイ・ダブリン・フランクフルト
に拠点があり、
二つのブランド（Uninest、The Student Housing Company及びNEXORESIDENCIAS）
を運営し、 
これまで世界中で10億米ドルを超える学生寮を管理しています。
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学生寮ファンド
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上記の他に様々なファンドも取り扱っております。 
詳細はお問い合わせください。 
・FANNG+ファンド 
・次世代株ファンド 
・イスラエルITファンド 
・マーケットニュートラル戦略ヘッジファンド 
・システマティックデイトレード戦略ヘッジファンド 
・マルチストラテジー戦略ヘッジファンド 
・医療債権ファンド 
・アービトラージ戦略ファンド 
・ロングショート戦略ファンド 
・マイクロファイナンスファンド
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積立投資
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ITA社積立商品 
Investor Trust SPC（プエルトリコ籍） 
2002年創立　契約者数5万人50ヶ国以上 

（主に、中南米、アジア、中近東、アフリカ、ヨーロッパ） 
預かり資産14億ドル(2021年1月現在） 

AM Best社格付「A-」 
(13レベル中4ランク目。日本では、日生・第一生命・明治安田等がA+） 

ソルベンシーマージン比率約3,000％ 
（日本生命904％ 2014年第一生命841.2％ 2016年・明治安田883.5％ 2016年） 
世界の拠点：ケイマン諸島・マイアミ・モンテビデオ 
（ウルグアイ）・香港・ドバイ・クアラルンプール
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積み立てでの支払い方法：クレジットカード払い

　　
InvestorsTrust
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InvestorsTrust社積立商品 

～変額プラン（積極）～ 
1~4年：Evolution Plus ※満期なし 
5~9年：Evolution Select　※満期なし 

10~25年：Evolution 
 

元本確保型プラン 
10年：SPX10　100%保証 
15年：SPX15　140%保証 
20年：SPX20　160%保証 

15年：FIX15　変動金利　年利3.5％～5.5％
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増やす

Investortrust　Evolution 
 

海外の複数の投資信託へ直接投資 
期間：5,10,15,20,25年 
最低：US$100～/月 

200本の投資信託から選択 
拠出額、年数によりボーナス金利あり
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InvestorsTrust

ファンドプラットフォーム
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ファンドプラットフォーム（ITA社推奨ポートフォリオ）

2021年6月時点　保守的：1年12.79% 　バランス型：1年25.00% 　攻撃的：1年36.76%
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InvestorsTrust

ファンドプラットフォーム（個人で設定した場合）

2021年6月10日現在　　年初来平均　+35.82％
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増やす
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増やす

3年目以降は減額、積立STOP、 
一部引出しがペナルティなしで可能 
（複利効果が弱まりますのでお勧めしません） 
15年積立後は解約手数料無料 

 
運用状況の確認はいつでもオンラインで可能（日本語） 
スイッチングはいつでもオンラインで可能（日本語）
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増やす

月々300USD（約33,000円） 
25年　８％　で試算すると 

支払総額：90,000USD≠10,000,000円 
↓ 

受取金額：289,246USD≠32,000,000円 

約3.2倍 
＊2/26現在のレートよるシュミレーション 

金利平均８％で為替が1$34.6円以下になると元本割れ
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Evolution Plus ※満期なし　1年払い
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Evolution Select　※満期なし　5年払い
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増やす

SPX15　元本確保型積立投資 

S&P500に連動しながら元本確保 
S&P500が上昇したら上昇分もらえる 

期間：15年 
最低：US$200/月 
利率：140％＋α
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増やす

S&P500：アメリカの株価指数 
 

Standard & Poor’s社が算出している 
米国の代表的500社の株価指数。
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S&P500index 15年平均過去実績



77

増やす裏技

元本確保型累積投信 
S&P500　過去30年の実績平均+9％年
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増やす

SPX15例 
 

US$200/月 
支払総額：36,000ドル　 
  15年後：50,400ドル+α 
396万円→554万円 

＊プラン手数料：USD10/月　資産管理手数料0.125%/月 
管理手数料1.7%/年　がかかります。 

 
＊１＄＝110円　換算



79

増やす

SPX20　元本確保型積立投資 
 

S&P500に連動しながら元本確保 
期間：20年 

最低：US$200/月 
利率：160％＋α



80

増やす

元本確保型積立投資 
 

US$200/月 
支払総額：48,000ドル 

　20年後：76,800ドル+α 
528万円→844万円 

＊プラン手数料：USD10/月　資産管理手数料0.125%/月 
管理手数料1.1%/年　がかかります。 
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増やす

3年目以降は減額、積立STOP、 
一部引出しが可能 

 
その場合には元本確保+40％のボーナスは無効 

 
運用状況の確認はいつでもオンラインで可能（日本語）
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増やす

積立変動金利　FIX15 
プエルトリコ籍 

期間：15年 
投資額：200USD~／月 
金利：3.5%~5.5% 
2022年６月金利5.05％ 

年払、半年払、3ヶ月払、月払 
年間管理費用：1.125% 

プラン手数料：2年目以降7USD/月 
１年間に最大3年分まで前払い可能→最短5年で支払可能
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増やす
例：200USD／月 

支払総額：USD36,000 

金利：最低3.5% 
15年後：USD45,725　127％ 

金利：最高5.5％ 
15年後：USD54,099　150％ 

396万円→502万円～595万円 
１ドル110円換算
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積立試算　USD200/月

最低金利3.5%　 
一括受取受取 
15年後　USD44,978 
20年後　USD52,479 
15年後から10年かけて毎月 
受取る場合USD443.60　

最高金利5.5%　 
一括受取受取 
15年後　USD52,730 
20年後　USD67,904 
15年後から10年かけて毎月 
受取る場合USD568.75　
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ITA

Investors Trust社の積立商品の契約について 

契約名義について。 
InvestorsTrustには契約者には単独または共同名義加入者の２名名義を入れることができま
す。 

プラン手数料について。 
InvestorsTrustには契約形態にベース契約とライダー契約という２種類の契約方法がありま
す。 
 
ベース契約＝ITAの投資が初めての方の契約。 
ライダー契約＝すでにITAで契約をしていてさらに追加で別の契約をする場合。 

※ライダー契約ついついてはプラン手数料が免除又は差額のみ加算されます。 
※ベース契約とライダー契約の契約者、受益者は同一の場合のみとなります。


