
　　　　　　作成基準日： 2015年12月30日

　　　　　　作成： 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

'15/12/30 現在 '15/11/30 比

基準価額 5,821 円 ▲ 44 円

課税前分配金込み基準価額 13,049 円 ▲ 44 円

課税前分配金再投資換算基準価額 16,401 円 ▲ 124 円

純資産総額 130.0 億円

受益権総口数 223.3 億口

販売用資料

当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは、後記「ファンドに係るリスクについて」を必ずご覧ください。また、巻末の「本資料に関して
ご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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《ファンドとベンチマークの騰落率》

《課税前分配金の推移（１万口当たり）》

ファンドの運用状況

追加型投信／海外／債券
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課税前分配金再投資換算基準価額

ｼﾃｨ欧州世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ（円ﾍﾞｰｽ）

基準価額

（'98/8/28～作成基準日）

※基準価額は、信託報酬控除後のものです。また、「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準
価額に、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基
準価額とは異なります。

※上記の運用成果は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※シティ欧州世界国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。
※上記のインデックスは、シティ欧州世界国債インデックス･データにもとづき、'98/8/28を10,000として当社が指数化し計算したも

のです。

ポートフォリオの状況

《格付別組入比率》

《主要指標》《ポートフォリオ構成》
ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

 平均終利 1.31% -
 平均直利 3.56% -
 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 7.5 7.8

債券
組入比率

ｷｬｯｼｭ等
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64.1% 0.0% 64.1% －
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ｵﾗﾝﾀﾞ 0.8% － 0.8% AAA

ｵｰｽﾄﾘｱ 1.4% － 1.4% AAA
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 22.8% － 22.8% A+
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《基準価額と純資産》

設定来の基準価額推移

※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※収益分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の

判断により、分配を行わない場合もあります。

※ファンドの騰落率は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資した
と仮定して算出しています。したがって、各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異
なります。

※ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、各期間の起算日（本資料の作成基準
日）及び期日の各前営業日の値を用いています。また、ファンドとは為替の評価時
点に差がありますので、ご注意ください。

※「課税前分配金再投資換算基準価額」は、この投資信託の公表している基準価額
に、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出し
たものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。

※為替ヘッジを行った場合には、ヘッジ比率を含みます。特記事項

今月は該当する事項はありません。

（*）政府機関債等には国際機関債も含まれます。
※格付は、Moody's社とS&P社の自国通貨建長期債務格付けのうち、上位の格付けを用いて算出し、S&P社の表示方法で表記していま
す。上記＜ポートフォリオ構成＞の格付けは、各国および各通貨毎にファンドが保有している債券の格付けを加重平均し算出しています。
（出所：Bloomberg）

出所）Bloomberg、三菱ＵＦＪ国際投信

期　間 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 ３年 設定来

ファンド -0.8% -1.9% -2.2% -8.9% 26.5% 64.0%

ベンチマーク -1.0% -2.2% -1.8% -8.1% 36.3% 100.9%

98/11 99/1-00/9 00/11-03/7 03/9-14/5
68円 60円 50円 80円

14/7-15/11 設定来累計
50円 7,228円
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ユーロランド・ソブリン・インカム マンスリ－レポ－ト

販売用資料

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

追加型投信／海外／債券

ファンドの目的・特色

【目的】
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として
運用を行います。

【特色】
１ ユーロ参加国*1・参加見込国のソブリン債券*2を主要投資対象とします。

※欧州地域以外の発行体による欧州通貨建債券にも一部投資することがあります。
◆原則として、Ａ格以上の格付けを有するソブリン債券に投資を行います。
*1 【ユーロ参加国】 欧州の経済通貨同盟（ＥＭＵ）にて使用されている単一通貨「ユーロ」を

導入している国をいいます。経済通貨同盟（ＥＭＵ）とは、1999年1月
に生まれた単一通貨「ユーロ」のもと、一元的な金融政策を実施する
同盟のことです。

*2 【ソブリン債券】 各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨
建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行
する債券もこれに含まれます。

２ ソブリン債券からの安定した利子収入の確保とともに信託財産の成長を目指します。
◆【債券】・【為替】 双方の観点からポートフォリオを構築し、円ベースのリターンを追求します。

【債券】 中長期的な金利見通しに基づき、債券ポートフォリオの
国別配分 デュレーションのコントロール を行います。

【デュレーション】
「金利が変動したときの債券価格の変動性」を示すもので、債券に投資した場合の平均投資
回収年限を表す指標でもあります。
例えば、デュレーションの値が「6」の債券は、金利が1％上昇（低下）すると債券価格がおお
よそ6％下落（上昇）します。（他の価格変動要因がないと仮定した場合の例です。）
一般に、満期までの残存期間が長い債券や利率が低い債券ほど、デュレーションの値が大
きく、金利変動に対する債券価格の変動が大きくなる傾向があります。
当ファンドはベンチマーク±3程度の範囲内でデュレーションを調整します。

ファンドに係るリスクについて

基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の
皆様に帰属します。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」等があります。
※くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

【為替】 中長期的な為替見通しに基づき、各通貨（ユーロ、その他欧州通貨）が
相対的に上昇すると予測した場合 → その通貨の組入比率の引き上げ
相対的に下落すると予測した場合 → その通貨の組入比率の引き下げ
を行うことで、為替変動リスクをコントロールします。
※組入比率の調整によるほか、弾力的に為替ヘッジを行う場合があります。

◆シティ欧州世界国債インデックス（円ベース）をベンチマークとします。
◆ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。

資金動向や市況動向等によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

３ 隔月に決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎年1、3、5、7、9、11月の10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、

収益分配方針に基づいて分配を行います。
収益分配方針
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の

全額とします。
・委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を

決定します。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、委託会社の
判断により、分配を行わない場合もあります。
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作成基準日： 2015年12月30日

作成： 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

委託会社およびファンドの関係法人

■委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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
■受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
■投資顧問会社 ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
■販売会社 販売会社の照会先は以下の通りです。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
ＴＥＬ ０１２０－７５９３１１（フリーダイヤル）
受付時間／営業日の９：００～１７：００
ホームページ http://www.am.mufg.jp/

販売用資料

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

追加型投信／海外／債券

ファンドの目的・特色 投資リスク

○為替変動リスク
当ファンドは、主にユーロ建およびその他欧州通貨建等の有価証券に投資していま
す（ただし、これらに限定されるものではありません。）。外貨建資産に投資を行って
いますので、投資している国の通貨が円に対して強く（円安に）なれば当ファンドの
基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当ファンドの基準価額の下落要因
となります。

○金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債
券価格は下落（上昇）し、当ファンドの基準価額の変動要因となります。また、デュ
レーションの長さも価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで
デュレーションを長くしているときには、金利変動に対する債券価格の感応度が高く
なり、当ファンドの基準価額の変動は大きくなります。

○信用リスク
原則として格付けがＡ格以上のソブリン債券に投資しますが、投資している国の経
済情勢の変化や各投資対象の格付けの変更により、債券価格が変動し、当ファン
ドの基準価額も変動します。

上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

（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）をご覧ください。

ユーロランド・ソブリン・インカム マンスリ－レポ－ト 追加型投信／海外／債券
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作成基準日： 2015年12月30日

作成： 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

販売用資料

手続・手数料等 お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

追加型投信／海外／債券

■お申込みメモ
【購入時】

●購入単位
●購入価額

【換金時】
●換金単位
●換金価額

●換金代金

【申込について】
●申込不可日
●換金制限

【その他】
●信託期間
●繰上償還

●決算日
●収益分配

●課税関係

販売会社が定める単位
購入受付日の翌営業日の基準価額

販売会社が定める単位
換金受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額*を差引いた価額
*換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額とします。
原則として、換金受付日から起算して5営業日目から、販売会社にて
お支払いします。

ロンドンの銀行が休業日の場合には、購入・換金はできません。
当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設け
る場合があります。

無期限（平成10年8月28日設定）
当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または30億口を
下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
毎年1、3、5、7、9、11月の10日（休業日の場合は翌営業日）
隔月ごとに（年6回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。
販売会社との契約により再投資することも可能です。
課税上の取扱いは株式投資信託となります。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の
適用対象です。
くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
※配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

＜本資料に関してご留意頂きたい事項＞
本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書
（交付目論見書）を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。なお、以下の点にも
ご留意ください。
○投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行等の登録金融機関でご購入頂いた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証
するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すも
のではありません。
○本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針
通りの運用が行われない場合もあります。
○本資料は信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありま
せん。

追加型投信／海外／債券ユーロランド・ソブリン・インカム マンスリ－レポ－ト 追加型投信／海外／債券

■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

信託財産留保額

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）

購入受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限2.16％（税込）（上限2.00％（税抜））

がかかります。

（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。）

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが

負担します。

監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432％（税込）（年率0.00400％（税抜））

以内をかけた額とします。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に当ファンドから

支払われます。

換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額とします。

日々の純資産総額に対して、年率1.2420％（税込）（年率1.1500％（税抜））をかけた額と

します。

その他の費用・

手数料

※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、

あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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　　　　　　作成基準日： 2015年12月30日

　　　　　　作成： 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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販売用資料

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。

＜本資料に関してご留意頂きたい事項＞
本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
なお、以下の点にもご留意ください。○投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。○銀行等の登録金融機関でご購入頂いた投資信託は、投資者保護基金
の補償の対象ではありません。○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりません
ので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。○本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合も
あります。○本資料は信頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。

登録番号
日本証券業

協会

一般

社団法人

日本

投資顧問業

協会

一般

社団法人

金融先物

取引業協会

一般

社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

登録番号
日本証券業

協会

一般

社団法人

日本

投資顧問業

協会

一般

社団法人

金融先物

取引業協会

一般

社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

アーク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1号 ○ フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号 ○ ○

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○ ふくおか証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ○

安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号 ○ 松阪証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第19号 ○ ○

池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 ○ ○ 丸国証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第166号 ○

今村証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 ○ 丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167号 ○

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ 丸八証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第20号 ○

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号 ○ ○ みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○ （換金のみのお取扱い）

SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第40号 ○ ○ 三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号 ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

（ダイレクトコース） 株式会社

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○ 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

おきなわ証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○ むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号 ○ 明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第185号 ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ 山形證券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第3号 ○

木村証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第6号 ○ 山和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第190号 ○

共和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第64号 ○ ○ 豊証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第21号 ○

極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○

光世証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第14号 ○ リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ○

篠山証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第16号 ○ 株式会社岩手銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第3号 ○

静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号 ○ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｱﾝﾄﾞ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第622号 ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号 ○ ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ(銀行)

上光証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○ 株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○

荘内証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第1号 ○ 株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号 ○ ○

スターツ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号 ○ 株式会社十八銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第2号 ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○ 株式会社第四銀行　 登録金融機関 関東財務局長（登金）第47号 ○ ○

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号 ○ ○ 株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号　 ○ ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○ 株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ 株式会社三井住友銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号 ○ ○ ○

東武証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第120号 ○ 株式会社宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ 株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○

日産センチュリー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○ 京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号 ○

日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第134号 ○ 横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第198号 ○

（換金のみのお取扱い） 大山日ノ丸証券株式会社 * 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第5号 ○

ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第138号 ○ 播陽証券株式会社 * 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第29号 ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○

浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 ○

ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148号 ○

ひろぎんウツミ屋証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

廣田証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第33号 ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○

※今後、上記の販売会社については変更となる場合があります。

金融商品取引業者名

（＊は取次販売会社）

金融商品取引業者名

（＊は取次販売会社）
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