
 

 

平成 23 年 2 月 2 日 

各 位 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 投 信 株 式 会 社 

東京都千代田区丸の内一丁目４番 ５号 

  金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号 

加入協会 （社）投資信託協会、（社）日本証券投資顧問業協会 

 

 

ファンドマネジメント オブ ザ イヤー 2010 最優秀運用会社賞及び 

ファンド オブ ザ イヤー 2010 優秀ファンド賞受賞のお知らせ 

 

 
この度、三菱ＵＦＪ投信株式会社は、投信評価会社モーニングスター社による「ファンドマネジメント オブ ザ  

イヤー 2010」において最優秀運用会社賞を、また、「ファンド オブ ザ イヤー 2010」では 2部門で優秀ファンド

賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。 

 

★ 「ファンドマネジメント オブ ザ イヤー 2010」 インデックス運用型部門 

         最優秀運用会社賞 三菱 UFJ 投信株式会社 

 

  ★ 「ファンド オブ ザ イヤー 2010」 

○ 国際債券型 部門 優秀ファンド賞（対象ファンド 415 本） 

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド  

○ 高利回り債券型 部門 優秀ファンド賞（対象ファンド 226 本） 

ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型） 

 

 

ファンド オブ ザ イヤー2010「Morningstar Award “Fund Management of the Year 2010”」は優れた運用実績と

マネジメントを持つ会社をモーニングスター社が選定したものです。 

また、「Morningstar Award “Fund of the Year 2010”」 は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定

量分析、定性分析に基づき、2010 年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスター社が判断したも

のです。 

 

三菱ＵＦＪ投信では今回の受賞を励みに、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客様の多様なニー

ズと信頼にお応えしてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Morningstar Award “Fund Management of the Year 2010”および Morningstar Award “Fund of the Year 2010”は過去の情報に

基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデー

タにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の

権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 

■当資料は、プレスリリースを目的として三菱ＵＦＪ投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料では

ありません。■当資料は、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。このため、当資料の第三者への

提示・配布や当資料を用いた勧誘行為は禁止いたします。■当社の許可無く、当資料を複製または再配布することは出

来ません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価

証券の発行者の信用状況の変化等の影響（外貨建資産に投資する場合は為替変動リスクもあります）により基準価額

は変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金および運用成果等が保証されているも

のではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入の

お客さまに帰属します。■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、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。投資信託の取得のお申込みを行う場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ

または同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見

書）につきましては、販売会社にご請求ください。               



 

 
 

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 

追加型投信／海外／債券 
 

【ファンドの特色】 

・主として円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エク

ス・ジャパン インカム ファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券

（ＡＢＳ）等に実質的な投資を行います。 

・各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の 50％程度となるように調整します。 

・実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてＢ－格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格

付は原則としてＢＢＢ－格相当以上を維持します。 

・ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。 

・実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 

・運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。 

 

【商品概要】 

信託期間 ： 2003 年 8 月 8 日から無期限  

ただし、ファンドの残存口数が 50 億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがありま

す。 

決算日 ： 原則として、毎月 15 日（休業日の場合は翌営業日） 

ベンチマーク ： BofA メリルリンチ グローバル・ハイイールド・インデックス（BB－B、円ベース）×50％＋バークレイズ・キャピタル・

グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース）×50％の合成指数 

お買付け申込み・中途換金 ： 原則として、いつでもお買付申込み、換金のお申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニュ

ーヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日に該当する日については、お買付・

中途換金のお申込みができません。 

申込価額 ： 申込受付日の翌営業日の基準価額 

<お客さまには以下の費用をご負担いただきます。> 

■申込時に直接ご負担いただく費用 

  申込手数料 ： 申込価額×2.1％（税抜 2％）を上限として販売会社が定める手数料率 

■換金時に直接ご負担いただく費用 

  信託財産留保額 ： 換金申込日の翌営業日の基準価額に 0.3％を乗じた額 

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用 

  信託報酬 ： 純資産総額に対して、年率 1.365％（税抜 1.3％） 

ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する実質的な信託報酬

は上記と同じです。 

  その他費用(*) ： 売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等 

    (*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 

《課税関係》個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。 

なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。 

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 

【お申込不可日について】2011 年の該当日は 1月 17 日、2 月 21 日、4 月 22 日、5 月 30 日、7 月 4 日、9 月 5 日、11 月 11 日、11 月 24 日、12 月 26

日です。なお、休業日および取引停止日は変更される場合があります。 

 

【当ファンドの主なリスク等】 

当ファンドは、主に公社債を実質的な投資対象としますので、金利変動により組入公社債の価格が下落すること、組入公社債の発行者の倒産や財

務状況の悪化等の影響により組入公社債の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外

貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入公社債の価格変動リスクや為替変

動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「基本情報 Ⅲ リスク」をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型） 

追加型投信／海外／債券 
 
【ファンドの特色】 

・主として、ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、ブラジルレアル建てのブラジル国債を中心に投資を行い、信託財産

の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 

・ブラデスコ・アセットマネジメントにマザーファンドにおける債券等の運用指図に関する権限を委託します。 

・実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。 

・分配頻度の異なる「分配重視型」と「成長重視型」があります。 
 

 
 

 
 

【当ファンドの主なリスク等】 

当ファンドは、主に公社債を実質的な投資対象としますので、金利変動により組入公社債の価格が下落すること、組入公社債の発行者の倒産や財

務状況の悪化等の影響により組入公社債の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、実質的に外

貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入公社債の価格変動リスクや為替変

動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。 
※詳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。 

 

■ファンドの費用・税金
・ファンドの費用

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

お客さまが直接的に負担する費用

購入時

購入時手数料 購入価額×3.15％（税抜 3％）（上限）／販売会社にご確認ください。

追加設定時

信託財産留保額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額×6％（※）

（※）ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が定める率。料率は今後変更

になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中

運用管理費用

（信託報酬）

純資産総額×年1.575％（税抜 年1.5％）

個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人の課税は異なり

ます。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

換金時

※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当額が含まれます。

※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

・税金

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料（監査費用を除き

 　ます。）は、その都度信託財産から支払われます。

その他の費用・

手数料

売買委託手数料等、租税（※）、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用、マザーファンドの追加信託に伴う信託財産留保額等

を信託財産からご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することがで

きません。（※）海外からのブラジル債券投資について、債券購入時に発生する為替取引に対して、ファンドの信託財産を通じて間接的

に金融取引税を負担いただくことになります。

■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
販売基準価額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額＋追加設定時信託財産留保額）

※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

購入代金 販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。

申込不可日

サンパウロ証券取引所の休業日、サンパウロの銀行の休業日、ニューヨークの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。

2011年の該当日は1月17日、1月25日、2月21日、3月7日、3月8日、4月21日、4月22日、5月30日、6月23日、7月4日、9月5日、9月7

日、10月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日、12月30日です。なお、休業日は変更される場合があります。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

信託期間 2018年10月9日まで（2008年11月7日設定）

繰上償還 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

決算日 毎月8日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 毎月の決算時に分配を行います。／※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係 課税上、株式投資信託として取り扱われます。

購入・換金申込受付

の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、

デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉

鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお

申込みの受付を取り消すことがあります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
以上 

【その他留意点】 

・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・

解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 

・ファンドではブラジル債券購入時に発生する為替取引に対し課税される金融取引税に相当するものとして追加設定時信託財産留保額を設けています

が、金融取引税の税率と追加設定時信託財産留保額の料率に差が生じる場合や追加設定と解約の状況等により、実際にファンドの信託財産で間接的

に負担する金融取引税額と追加設定時信託財産留保額が異なる場合などには、基準価額の変動要因となります。 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

 三菱 UFJ 投信株式会社 経営企画部 

 TEL 03-6250-4729 FAX 03-6250-4701 


