
※当資料はトレンド・アロケーション・オープン（当資料内で「トレアロ」と呼ぶことがあります）についてご紹介するために概略を
記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認
いただく必要があります。

※巻末の「当資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

●設定・運用 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

2016.12 情報提供資料



	続けてきてよかった
	 そう思える資産運用を

－表紙の写真と言葉が印象的です。
このフレーズに込めた想いを教えて
ください。

　「人生の節目にはいつも、アルバム
を開き、わが子の成長を見返す。『や
はりあの時、資産運用を始めた自分の
選択は正しかった。』と振り返る」、そ
んな場面をイメージしています。

　特に現役世代にとって、資産運用
を始め、続けていくことは大変な負担
になるでしょう。日中は会社勤め、仕
事が終われば家庭、という忙しい日々
の中、夜と週末だけ敏腕トレーダーに
変身して有望銘柄を発掘…なんて芸
当は誰にでもできるものではありませ
ん。そんな方の資産運用のお役に立ち

たい、と考えたのが、このトレアロの原
点です。

　将来に向けた資産形成において大
切なのは、長く続けることです。しかし
資産運用初心者ほど、大きな値下がり
を経験すると怖くなり、途中でやめて
投資の世界から出て行ってしまう傾向
にあります。ハラハラドキドキを少しで
も抑えて長く投資していただけるよう、
トレアロはリスクの低減に重きを置い
た運用戦略で「負けにくい投資」を目
指しています。

　いつか「続けてきてよかった。」と
振り返っていただける日まで、トレアロ
を資産運用のパートナーとして活用い
ただきたいと考え、このようなメッセー
ジとしました。

－「負けにくい投資」とは、聞きなれ
ない言葉ですね。

　資産形成の目的が将来への備えで
あるなら、大切なのは「大きく殖やす
こと」ではなく、「大きく減らさないこ
と」ではないでしょうか。

　トレアロは、世界中の幅広い資産へ
分散投資をしながら、金融市場の環
境に応じて機動的に資産配分を変更
します。このような運用戦略で、安定的
な収益獲得を目指す、つまり「負けにく
い投資を目指す」のです。

　それを支える運用戦略として、先ほ

ど述べた「世界中の幅広い資産への
分散投資」、「投資環境に応じた機動
的な資産配分」に加え、「自動ブレー
キ」と呼ぶ機能があります。過去１年
の高値からの下落率を15％以内に抑
えることを目指すものです。

　トレアロを野球選手に例えると、
ホームランは打たないけれど着実に
ヒットを積み上げていくタイプでしょう
か。ここぞという時の一発を狙うホー
ムランバッターではありませんので、短
期間で大きな値上がりを狙われる方
ではなく、中長期で資産形成をされる
方のパートナーとして選んでいただき
たいと考えています。

ファンドの目的・特色
ファンドの目的：信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色
１.	 世界各国の株式・債券・リート等の幅広い資産へ、実質的に投資します。

当ファンドは、アリアンツ・グローバル・インベスターズが運用を行う「ダイナミック・マルチアセット・プラス・
ファンド（JPY）」に投資を行います。また、マネー・プール	マザーファンドへの投資も行います。

２.	 安定的な資産成長のために、市場環境に応じて機動的な資産配分を行います。
３.	 為替変動リスクの低減をはかるため、外貨建資産については、原則として対円で
為替ヘッジを行います。

投資対象国・地域における非常事態（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、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向等
の事情によっては、上記1～3のような運用ができない場合があります。

４.	 年1回決算を行い、収益の分配を行います。
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。

投資リスク
基準価額の変動要因：ファンドの基準価額は、株式・リート市場の
相場変動や金利変動、需給や為替、金利の変化等によるコモディ
ティの価格変動等による組入有価証券の価格変動、為替相場の変
動等の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損
益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
みなさまの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。投資
信託は預貯金と異なります。主な変動要因は、価格変動リスク、金
利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流
動性リスク等です。上記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。

資産運用をはじめる、つづける。
それ、トレアロにおまかせください。

2012年３月30日に設定され、純資産が1,000億円に到達したバランス型ファンド、トレンド･アロケーション･オープン。

「迷える投資家の頼れるパートナーになりたい。そんな想いをもってこのファンドを作りました。」そう話すのは、
トレアロを我が子のように愛する三菱UFJ国際投信の吉田研一。込められた想いに迫ります。

基準価額・純資産総額の推移
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期間：2012年3月30日（設定日）～2016年11月28日
※上記は、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・
成果を示唆・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。※基準価額（1万口当たり）
は、信託報酬控除後のものです。

三菱ＵＦＪ国際投信
プロダクト・マーケティング部長　吉田	研一



－これまでに、「負けにくい投資」
を実感した場面はありますか。

　2013年５月でしょうか。バーナン
キ･ショックと呼ばれる下落局面が
あり、多くの資産が値下がりしまし
た。そんな厳しい投資環境の中、ト
レアロはこの月を0.7％＊1のプラスリ
ターンで乗り切りました。

－トレアロのような運用戦略は、
珍しいのでしょうか。

　実は年金基金など中長期運用の
世界では多く用いられており、トレ
アロのルーツも欧州の年金運用戦
略にあります。2008年のリーマン・
ショック、2011年の欧州債務危機な
ど多くの市場下落局面を乗り越えて
きた様子が私たちの目に留まり、日
本の個人投資家向けにカスタマイズ
したものがトレアロです。

	１本で“おまかせ”
	 頼れるパートナーに

－2016年８月、トレアロの純資産
総額が1,000億円を超えました。
どのような方に支持されているの
でしょう。

　やはり、世界中に分散投資ができ
るうえに投資環境に応じて機動的
に資産配分を変更してくれる点に魅
力を感じてくださる方が多いようで
す。また、自動ブレーキ機能がある

ことで安心感を覚える方もいらっしゃ
ると聞いています。

　日本では貯蓄ゼロ世帯が３割にも上
り、資産運用はもはや他人事ではあり
ません。しかし、いざ投資信託を買お
うとすると、約6,000本＊2の中から選ば
なければならず、選択は決して容易で
はありません。

　それに対して、トレアロは１本で“お
まかせ”のバランス型ファンドですの
で、資産運用の始め方、そして続け方
に迷っている投資家の頼れるパート
ナーになれると自負しています。

	はじめの一歩は
	 積立投資の活用も検討

－2014年のNISA、2016年の
ジュニアNISA。新しい制度ができ、
国をあげて“貯蓄から資産形成へ”を
促しています。

　まさに、国が「国民の安定的な資産
形成の促進」を掲げ、政策面から後押
ししてくれています。どちらも非課税メ
リットが大きいものですが、「知識が
ない」「リスクがあり怖い」といった理
由で、制度を利用していない方も多い
のが現状です。

　NISA、ジュニアNISAの非課税メ
リットを最大限享受するには、長期投
資の実践そして何より着実にリターン
を得ることがカギになります。トレアロ

のようなバランス型ファンドを毎月積
立投資するなど、うまく活用いただけた
ら嬉しいです。

－積立投資にはどんなメリットがある
のでしょうか。

　毎月一定額を買い付けるため、購入
価額が分散され高値掴みのリスクを減
らせる。機能的にはこう説明が可能で
すが、何よりのポイントは「無理をせ
ずコツコツ」という点ではないでしょう
か。一度に大きな金額を投資すると、
不安も大きくなります。給与口座など
から毎月コツコツ資産運用が可能。こ
れが積立投資の一番のメリットだと思
います。

－設定から４年８ヵ月＊2。トレアロは、
日本でも有数の規模のバランス型
ファンドになりました。

　トレアロを資産運用のパートナーに
選んでくださる方が増えたことを、とて
も嬉しく思います。次は、長く続けてい
ただくこと。10年、15年後に、「続けて
きてよかった。｣と、思っていただけた
ら幸いです。

ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用	 お客さまが信託財産で間接的に負担する費用	

購
入
時	

購入時
手数料

購入価額に対して
上限2.16%（税抜2.00%）	

保
有
期
間
中	

運用管理費用
（信託報酬）	

実質的な負担：当ファンドの純資産総額に対して年率1.1704%程度（税抜	年率1.1200%程度）
※当ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率
です。	

換
金
時	

信託財産
留保額	 ありません。	 その他の

費用・手数料	

監査費用、売買委託手数料、外国での資産の保有等に要する費用、その他事務処理にかかる諸費用
等を信託財産からご負担いただきます。これらの費用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。	

※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。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。
〈課税関係〉課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA（少額投資非課税制度）
およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。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。

※「NISA」とは「少額投資非課税制度」、ジュニアNISAとは「未成年者少額投資非課税制度」のことを指します。	＊1：2013年４月末～2013年５月末。＊2：2016年11月末現在

資産配分比率の推移
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期間：2012年4月末～2016年10月末（月次）
※上記は、過去の実績・状況であり、将来の運用状況・
成果を示唆・保証するものではありません。※比率は、
ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド（JPY）
の純資産総額対比です。※2016年10月1日より、新興国
国債は低リスク資産に含まれます。※アリアンツ・グロー
バル・インベスターズからの情報提供を基に表示してい
ます。



※当資料はトレンド・アロケーション・オープン（当資料内で「トレアロ」と呼ぶことがあります）についてご紹介するために概略を
記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認
いただく必要があります。

※巻末の「当資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

●設定・運用 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

2016.12 情報提供資料
販売会社	 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。

商号（＊は取次販売会社） 登録番号等 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

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 ○ ○
宇都宮証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32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 ○
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 ○
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 ○ ○ ○
岡地証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第5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 ○ ○
ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43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 ○
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 ○
静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10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 ○
株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第5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 ○
第四証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号 ○
大万証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第14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 ○
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 ○ ○ ○
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 ○
奈良証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○
野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142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 ○
ＰＷＭ日本証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第50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 ○
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 ○
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 ○ ○
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 ○ ○ ○
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336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 ○
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 ○ ○ ○ ○
ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○
株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1号 ○
株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第2号 ○
株式会社阿波銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号 ○
株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○
株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第2号 ○ ○
株式会社大分銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第1号 ○
株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○
株式会社香川銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第7号 ○
株式会社北九州銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第117号 ○ ○
株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号 ○
株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○
株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○
株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第10号 ○
株式会社山陰合同銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第1号 ○
株式会社四国銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第3号 ○
株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○
株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号 ○
株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○
株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○
スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○
株式会社第三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 ○
株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第17号 ○
株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5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　 ○ ○
株式会社中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号 ○ ○
株式会社東京スター銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号 ○ ○
株式会社東北銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第8号 ○
株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号 ○
株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○
株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第7号 ○
株式会社長崎銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第11号 ○
株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○
株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○
株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2号 ○ ○
株式会社福岡中央銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第14号 ○
株式会社福邦銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第8号 ○
株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○
株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○
株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○
株式会社三重銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第11号 ○
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
（委託金融商品取引業者　
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○
株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第22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 ○
株式会社もみじ銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第12号 ○ ○
株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 ○
株式会社山口銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第6号 ○ ○
株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 ○ ○
株式会社琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○
岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○
岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第35号 ○
広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 ○
九州労働金庫＊ 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号
四国労働金庫＊ 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号
静岡県労働金庫＊ 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号
中央労働金庫＊ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号
東海労働金庫＊ 登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号
東北労働金庫＊ 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号
長野県労働金庫＊ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

※2016年11月末現在。今後、上記の販売会社は変更となる場合があります。

当資料に関してご留意頂きたい事項
■	当資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする
最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■	当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■	当資料は信頼できると判断した情報等に基づき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。
■	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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、
投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■	投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。


