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注意事項

本レポートはセミナー参加者だけに配布しております。改めて書くま
でもありませんが、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。しかし経済の基本と仕組みをよく
理解し、出来る限りの事実(fact)を集めた上で、我々が判断しうると
思ったところだけは、肯定的に表現しています。これは「勧誘(セー
ルス)」する立場にある証券会社や銀行ではできませんが、我々は「ア
ドバイザー」としてできるだけストレートに主旨を伝えるため、わざ
とそのようにしています。その上で、最終的な投資判断はご自身で
行ってください。なお原文が英語の文献についてはGoogle翻訳を使
い日本語訳したものを、我々が修正しています。読者にも原文を直接
読まれることをお勧めします。 
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1）クオンツマルチストラテジー戦略 
ヘッジファンド

4

2つの戦略によりリスクが低く、リターンの高い運用をしています。1つ目が利食い＆ロスカットシステム（毎
日）。日々、対象株価が大きく動いた時には上がっても下がってもそこで即時売却を行うシステムを入れてい
ます。そうすることで、過去の危機時に損を最小限に減らすことができてきました。2つ目がマネージドフュー
チャーズ戦略。トレンドフォローをすることで、ウクライナ侵攻のようなイベントがあった時に上げ相場でも
下げ相場でも大きくポジションを取ってリターンを出します。結果、2016～2022年まで7年間負けなしのファ
ンドとなっています。 

最低投資額：USD10,000 
通貨：USD、CHF （1XクラスはEUR、GBP、SGD、ILS、SEK可） 
購入手数料：なし 
解約手数料：5~0%（5年経過後0%） 
年平均リターン：29.79% 
年平均リスク：23.36% 
売買：毎月 
戦略：ロスカット＋マネージドフューチャーズ戦略 
（直接投資、オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
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2）欧米日株ロングオンリーファンド

7

欧米日の株へ投資するロングオンリーファンドです。ただしスイスのプロ投資家向けファンドなので、最低
額がUSD 50,000（約650万円）と少し高めです。銘柄を選ぶ際には、負債（借入）が少ない、もしくはゼ
ロ、利益率が高い（PERが割安）、保有している資産に対して割安（PBR）、海外売上比率が高い、これか
らも好調なセクターでの安定した販売先という点から選別しています。日本株の上位保有銘柄はエスケー化
学、タイガースポリマー、新東工業で企業情報を見てもらえると上記点が確認できると思います（2023.2
時点）。2013年から運用しており、これまでの同期間でのリターンが世界株インデックス（MSCI 
World）7.80%に対し、本ファンドは10.51%と大幅にアウトパフォームしています。為替はUSD、EUR、
JPY、CHFで運用しており、為替ヘッジしていないので、為替の変動がそのままNAVに影響します。 

最低投資額：USD 50,000 
通貨：USD、EUR 
購入手数料：なし 
解約手数料：5~0%（5年経過後0%） 
年平均リターン：10.51% 
年平均リスク：15.49% 
売買：毎日 
戦略：欧米株ロングオンリーファンド 
（直接投資、オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
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3）ベンチャーキャピタルファンド

13

テクノロジー、エネルギーと再生可能エネルギー、スポーツ、メディアとエンターテイメント、商業用
不動産の4つの投資セクターへ投資をします。 経済サイクルのあらゆる段階を通じて、継続的な需要と
成長の可能性を確保。 現代世界の急速な変化に適応。不況や株価ボラティリティが高くなった時に
も、予測可能で不況に特に強いセクターのみ資金を貸出します。ローンとエクイティ投資をし、ローン
だけで年8%の金利、更にエクイティ（IPOやM&Aによるエグジット）でそれ以上のリターンとなりま
す。会社の規模は個人企業から小規模の時点で数千万円～数億円の投資をし、価値が高くなったら売
却をします（ゼロ価値から100億円になった投資もある）。個人投資家が投資できる珍しいベン
チャーキャピタルファンドです。 

最低投資額：USD 20,000 
通貨：USD、GBP 
購入手数料：なし 
解約手数料：なし 
年平均リターン：11.45% 
年平均リスク：8%（NA） 
売買：毎月 
戦略：ベンチャーキャピタルファンド 
（直接投資、オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
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4）世界株ロングショート戦略ヘッジファンド
（～2/24）

17

世界株で運用するロングショート戦略のヘッジファンドです。上げる株に投資をし、リスクヘッジのために
ショートをするというのがベースですが、特にこのファンドは2008年10月の金融危機、2020年3月のコロ
ナ危機時には大きなショートポジションを取ることで、大きなリターンをあげています。過去のデータに基
づいて売買するようなマネージドフューチャーズ戦略とは異なり、その株式の価格に基づいて売買を行い、
当日売買のような短期間での取引も行います。コロナ以降も 2020年：+43.9%、2021年：+44%、2022
年：+37%と高いリターンを出し続けているため、最低投資額が50万ドルでも大口投資家から大変人気があ
りましたが、これが10万ドルから投資ができることになったため、多くの弊社クライアントも投資するこ
とができました。 

最低投資額：USD 500,000 
（オフショア資産管理口座経由はUSD 100,000） 
通貨：USD, EUR, GBP, JPY 
購入手数料：0% 
解約手数料：10~0% （5年経過後0%） 
年平均リターン：23.5% 
年平均リスク：12.9％ 
売買：毎月 
戦略：世界株ロングショート戦略 
（直接投資、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）
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5）元本確保型ファンド（ヘッジファンド）
（～3/3）

19

12年12勝のヘッジファンド（残高3.9兆円）で運用する元本確保型ファンドです。満期時（6年後）に元本の95%をモルガン・スタン
レー（A）に保証してもらった上で、年平均16.3%のヘッジファンドへ投資ができます。更に今回は参加率120%がついているので、リ
ターンが通常の20%増でついていきます。ただし下がった時には6年後に元本の95%が保証されているので、この投資での最悪のケース
が-5%で、リターン部分には30%増でついてきます。 2年前に同ファンドへ投資された方は既に30%前後の利益確定をして、また新たに
この元本確保型ファンドに投資することで、満期時の保証額を着実に増やしながら資産を増やしています。新規投資の場合は、2022年
は-13.8%となっているので、かなり安くディスカウントされた状態で投資を始めることができます。元本確保型ファンドの性質上、募
集期限が限られているので（～3/3）、急ぎ手続きをしてください。また直近の募集では募集期限以前に完売となっているため、売り切
れる前に手続きを進めてください。 

最低投資額：USD 10,000 
通貨：USD 
満期：6年後（2029.3.19） 
保証：元本の95%（満期時） 
保証元：モルガン・スタンレー（A） 
参加率：120% 
投資先：Fundsmith（四半期平均） 
購入手数料：なし 
解約手数料：なし 
年率平均リターン：15.5% 
年率平均リスク：NA 
売買：毎日 
戦略：元本確保型ファンド 
募集期限：～3/3（金） 
（オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
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6）元本確保型ファンド（S&P500） 
（～3/3）

21

S&P500へ満期時の元本保証（95%）をつけて投資することができます。更に今回は参加率130%がついている
ので、リターンが通常の30%増でついていきます。つまり下がった時には6年後に元本の95%が保証されているの
で、この投資での最悪のケースが-5%で、リターン部分には30%増でついてきます。元本確保型ファンドの性質
上、募集期限が限られているので（～3/3）、急ぎ手続きをしてください。また直近の募集では募集期限以前に完
売となっているため、売り切れる前に手続きを進めてください。 

最低投資額：USD 10,000 
通貨：USD 
満期：5年後（2028.3.19） 
保証：元本の95%（満期時） 
保証元：Barclays ( A1 / A / A+ ) 
参加率：130% 
投資先：S&P500（四半期平均） 
購入手数料：なし 
解約手数料：なし 
売買：毎日 
戦略：元本確保型ファンド 
募集期限：～3/3（金） 
（オフショア資産管理口座、スイスプライベートバンク経由可）
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7）マネージドフューチャーズ戦略 
ヘッジファンド

24

マネージドフューチャーズ戦略の代表であるTranstrendを2倍レバレッジしたファンド。中期の
トレンドをフォローするという戦略に基づき、金融危機（2008-2009年）、ウクライナ侵攻&利
上げ（2021-2022年）には2年間で倍(+100%）という運用をしているように、市場の大きな下
げに強いファンドです。これが機関投資家クラスで、そこからコストが少し増えたリテールクラ
スへUSD 100,000から投資することができます。また更にコストが高いですが、少額でUCITs
ファンドへ投資することもできます（USD 10,000～、週次）。 

最低投資額：USD 100,000 
※オフショア資産管理口座経由はUSD 10,000から 
通貨：USD、EUR、GBP、CHF、AUD、JPY 
購入手数料：5% 
解約手数料：1% 
年平均リターン：12.47% 
年平均リスク：28.95% 
売買：毎月 
戦略：マネージドフューチャーズ戦略ヘッジファンド 
（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）
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8）マーケットニュートラル戦略 
ヘッジファンド

28

ウィーン証券取引所に上場しているETP(Exchange Traded Product)。株、イン
デックス、ETFをロングショートしてニュートラル戦略を取るのと、オプション（デ
リバティブ）のアービトラージ取引でローリスクで安定したリターンを出していく
ファンドです。 

最低投資額：USD 150,000（約1,800万円） 
※オフショア資産管理口座からはUSD 15,000（約200万円） 
通貨：USD 
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：9.09% 
年率平均リスク：1.96% 
売買：毎月 
戦略：マーケットニュートラル戦略 
（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）
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9）英国高齢者住宅ローンファンド

31

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）。もしくはリバースモーゲージとい
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、それ含め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%となっていま
す。 

最低投資額：EUR 100,000 
※オフショア資産管理口座からはUSD 15,000 
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：5%（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 
年率平均リターン：11.19% 
年率平均リスク：NA 
売買：毎月　※90日前通告 
戦略：英国住宅ローン 
（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）
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10）マイクロファイナンスファンド

39

小口（30万円～）から融資をするマイクロファイナンスです。借り手は一般の公務員などで、住宅を購入、
教育費、スモールビジネスなどの用途のために借入をします。ファンドはそこへ貸付をすることで、年
6=8%のリターンをあげていきます。元々このファンドはアフリカ5カ国を対象としたマイクロファイナンス
ファンドとしてスタートしましたが、現在は英国、EU、豪州、米国などへも投資をしています。このファン
ドの最も大きなリスクは貸倒リスクですが、対象を公務員、小口、短期（12~18ヶ月）にすることで、平
均3%という低い貸倒率となってます。資産残高が2022年5月現在552mドル（約800億円）で、2009年7
月設定来、年平均7.7%のリターンに対し、リスクがたった0.35%というのがとても特徴的です。 

最低投資金額：USD 100,000 
※オフショア資産管理口座内はUSD10,000から 
通貨：USD、EUR、GBP 
購入手数料：5% 
解約手数料：0% 
年率平均リターン：7.7% 
年率平均リスク：0.33％ 
売買：毎月（解約は3ヶ月前通告） 
戦略：マイクロファイナンス 
（直接投資可、オフショア資産管理口座、プライベートバンク口座経由可）
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11）英国学生寮ファンド

42

以前は英国の学生寮だけで運用していましたが、今はアイルランド（37%）、米国（24%）、豪州（18%）、英
国（12%）、スペイン（5%）、日本（3%）、ドイツ（1%）という配分になっています（日本では大妻女子大学
へ投資）。ファンドの収益は主に国外から来る留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。商業不
動産、一般の居住用賃貸不動産と異なり、学生という満室率が高く（受験倍率は当然1倍以上ですよね）、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John Kennedy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。 

最低投資金額：USD 10,000 
通貨：GBP、USD、EUR、SGD 
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：6.34% 
年率平均リスク：NA 
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)※UCITs対象 
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12）豪州不動産ローンファンド

49

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、9%超という年率平均リターン
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。 

最低投資金額：AUD 25,000 
※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：9.28% 
年率平均リスク：2.0% 
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
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13）海外固定金利商品

54

3年プラン：3.25％/年 
5年プラン：3.75％/年 
7年プラン：4.0％/年 
10年プラン：4.5％/年
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14）I社オフショア資産管理口座
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15）スイスプライベートバンク

59

期間：2/6~8 
場所：東京 
言語：日本語、英語 
最低口座開設額：CHF 1mil（約1.4億円）



ブロンズ会員（無料） 
https://k2-investment.com/service/ 
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連絡先

ゴールド会員：河合 
アドバイザー：大崎、松本、半野 
キャプティブ：佐藤 
パートナー希望：新田 
パートナーRM：田中 
カスタマーサポート（CS）：池之端、菊地 

（代表）03-6215-8600 
（メール) info@k2-investment.com 
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