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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス

「第７回 ブロガーミーティング」

お客様向けセミナー資料
（データ基準日：2015年4月末）

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※ 三菱ＵＦＪ投信株式会社は、2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」となる予定です。
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新興国リート

ＮＹダウ

バランス（波乗り型）

ＪＰＸ日経４００

全世界株式

新興国債券

先進国リート

日経２２５

先進国債券

国内リート

バランス（８資産均等型）

ＴＯＰＩＸ

国内債券

新興国株式

先進国株式

純資産合計

1,800億円突破！
(2015年5月18日)

（期間：2009年10月30日～2015年5月29日）

約12億円

約16億円

約30億円

約36億円

約47億円

約54億円

約59億円

約105億円

約113億円

約128億円

約129億円

約132億円

約145億円

約196億円

約278億円

約323億円

・上記は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

 「ｅＭＡＸＩＳ」シリーズの純資産残高は順調に成長し、2014年8月には1,000億円を突破しました。そのわずか
約5ヵ月後の2015年1月には1,500億円を突破し、2015年5月18日には1,800億円を突破しています。

 前回（2013年11月）のブロガーミーティング以降、「ＪＰＸ日経400」と「国内物価連動国債」がラインアップに追加
されました。

ＪＰＸ日経400
2014年4月追加

国内物価連動国債
2014年11月追加

ｅＭＡＸＩＳシリーズ純資産残高の推移
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・ ・

・ 基準価額、ベンチマークは2009年10月28日を100として指数化しています。・ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックスのベンチマークは、配当相
当分を含まないインデックスです。このため、ファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」が含まれている点にご留意ください。

・ 上記のグラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス

ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス

 各ファンドとも、順調に成長しています。

（百万口）

（百万口）（百万口）

（百万口）
（期間：2009年10月28日～2015年5月29日） （期間：2009年10月28日～2015年5月29日）

（期間：2009年10月28日～2015年5月29日）（期間：2009年10月28日～2015年5月29日）

主なファンドの基準価額・ベンチマークと口数の推移 ①
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・ 上記のグラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
・ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックスは2009年10月28日を、ｅＭＡＸＩＳバランス2種は2011年10月31日を100としてそれぞれ指数化しています。

ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス

ｅＭＡＸＩＳ バランス（8資産均等型） ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）

 各ファンドとも、順調に成長しています。

（百万口）

（百万口）（百万口）

（百万口）
（期間：2009年10月28日～2015年5月29日） （期間：2009年10月28日～2015年5月29日）

（期間：2011年10月31日～2015年5月29日）（期間：2011年10月31日～2015年5月29日）

主なファンドのベンチマークと口数の推移 ②
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 当初はネット専業の金融機関で取扱いをスタートしたｅＭＡＸＩＳですが、足下ではインターネット取引の将来性に
期待する銀行・証券会社に取扱いが拡大しています。

 2014年以降、新たに１1社にお取扱いいただき、2015年5月末現在で販売会社は36社となりました。

2009年10月30日
ＳＢＩ証券様

カブドットコム証券様
楽天証券様

2009年12月11日
マネックス証券様

2010年2月16日
ＳＭＢＣ日興証券様

2010年5月31日
ジャパンネット銀行様

2010年11月15日
岡三オンライン証券様

2011年3月1日
荘内銀行様

2011年3月7日
三菱ＵＦＪ信託銀行様

2011年8月1日
ゆうちょ銀行様

2012年7月20日
野村證券様

2012年10月3日
三菱東京ＵＦＪ銀行様

2012年10月15日
北都銀行様

2013年3月1日
紀陽銀行様

2013年4月1日
三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券様

2013年8月22日
横浜銀行様

2013年10月15日
立花証券様

2013年10月30日
常陽銀行様

2013年11月5日
福島銀行様

2013年12月9日
南都銀行様
東洋証券様

2013年12月16日
福岡銀行様
エース証券様

2013年12月24日
熊本銀行様
親和銀行様

2014年1月6日
北海道銀行様

2014年1月21日
ひろぎんウツミ屋証券様

2014年2月26日
百十四銀行様

2014年4月1日
千葉銀行様

2014年6月3日
第四銀行様

2014年7月1日
十六銀行様

2014年7月7日
武蔵野銀行様

2014年10月1日
東海東京証券様

2014年10月6日
浜銀ＴＴ証券

2014年12月3日
山形銀行様

2015年5月20日
フィデリティ証券様

・上記は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。

（期間：2009年10月末～2015年5月末）

計

36社
（2015年5月20日現在）

純資産残高の推移と販売会社さまの取扱い開始日

拡大する取扱い販売会社
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ポートフォリオナビゲーション 「国内物価連動国債」の解説ページ 各種インデックス投資イベントを開催

 インデックスや「ｅＭＡＸＩＳ」シリーズに関する情報をご提供しています。
 「ｅＭＡＸＩＳ」に関するイベントの開催など、啓蒙活動も積極的に行っています。

お客様のお考えに近いポートフォリオ
イメージを作成するツールです。

～ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）の
花輪陽子さんに聞きました～

「いま、知っておきたい！
物価上昇とのかしこい付き合い方」

投資家層拡大のために



■【当資料のご利用にあたっての注意事項等】の内容を必ずご覧ください。 8

お客様向けセミナー資料

 2015年4月、ｅＭＡＸＩＳ専用サイト内に「インデックス早わかり」を掲載しました。

インデックス早わかりのご紹介

インデックスの概要や過去のチャート、
年間騰落率上位・下位の年について
のファンドマネジャーの解説等の
コンテンツをご覧いただけます！
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■ ｅＭＡＸＩＳシリーズとは？

■ ｅＭＡＸＩＳとは？ ■ ｅＭＡＸＩＳプラスとは？

ｅＭＡＸＩＳとは「資産運用のベーシック・ツール」

主要資産に投資を行い長期運用にふさわしいラインアップ

まずはここからはじめてみませんか

ｅＭＡＸＩＳプラスとは「資産運用のステップアップ・ツール」

組み合わせることでその魅力の発揮が期待されるラインアップ

資産形成の次のステップとしてスパイスを効かせてみませんか

新たなサブブランドの設定

「幅広い品揃え」と「低く設定された信託報酬」。
自分自身で投資を考え、実施する投資家のみなさまに本当に必要なものは何か？

私たちが考えた答えがここにあります。

ｅＭＡＸＩＳシリーズは、三菱ＵＦＪ投信が、ネット投資家のみなさまにお届けする

インデックスファンド・シリーズです。

インデックスファンドと、バランスファンドをラインアップ。

ご自身の投資スタイルに応じて、使い方は自由自在です。
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ベーシックな主要βの提供

共通点 相違点

投資機会の拡大と
高度な分散投資に資するβの提供

＜ｅＭＡＸＩＳシリーズ＞

 既存のｅＭＡＸＩＳラインナップに加えて、投資機会の拡大と高度な分散投資の運用ツールをご提供するために、
新たに“ｅＭＡＸＩＳプラス”ブランドを立ち上げました。

 ｅＭＡＸＩＳシリーズの“幅広い品揃え” “相対的に低廉な信託報酬”等のコンセプトは維持しつつ、これまでにない
“β”の提供を目指します。

eＭＡＸＩＳプラスとは？

・ネットおよびラップ

・ノーロード※

・インデックスファンド

・相対的に低廉な信託報酬

・ユーザーフレンドリー

NEW!!

※2015年5月29日時点において、取扱い販売会社の同シリーズ商品の購入時手数料は0円です。
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 2015年6月18日にｅＭＡＸＩＳプラスの第一弾として「ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス」が
新たにラインアップに追加され、全17商品のさらに充実した品揃えになります。

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックスが追加

＋

ｅＭＡＸＩＳシリーズ
ラインアップ
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（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（期間：2005年～2014年 円ベース） （期間：1991年1月末～2015年4月末 円ベース）

国内外の株式・債券とコモディティの年次リターン 各資産とコモディティの相関係数

2つの異なる資産のリターン（収益率）の
相関を表す統計学上の係数で、－1か
ら＋1までの値で表されます。値動きの
連動性が小さい（相関係数が小さい）資
産同士を組み合わせることで、分散投
資効果（リスクを抑えた安定的な運用）
を期待することができるとされています。

相関係数とは?

ゼロの時は無相関
（無関係な動き）

正の相関負の相関

1に近いほど
相関が高い

（似たような動き）

－1に近いほど
逆相関

（反対の動き）

-1 0 1

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

 コモディティの価格変動要因は、各商品の需給や、天候、生産量、在庫、為替レート、経済動向など多岐にわたり、
株式や債券の変動要因と異なるものも多く存在します。

 過去のパフォーマンスを見ても、株式や債券などの資産とは異なることが多くなっています。

・相関係数は当該期間における月次騰落率を基に計算しています。

・計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご留意ください。

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

国内株式 先進国株式 先進国株式 先進国株式 国内株式

43.5% 21.0% 33.4% 28.5% 51.5%

コモディティ 先進国債券 コモディティ コモディティ 先進国債券 先進国株式 先進国株式

39.0% 10.0% 9.0% 22.1% 20.4% 50.6% 18.0%

先進国株式 コモディティ 先進国債券 先進国債券 国内株式 先進国債券 先進国債券

21.3% 3.0% 4.5% 7.4% 18.0% 22.7% 16.4%

先進国債券 国内株式 国内債券 国内株式 国内債券 国内債券 コモディティ コモディティ 国内株式

10.1% 1.9% 2.7% 5.6% 2.4% 1.9% 11.2% 10.0% 8.1%

国内債券 国内債券 先進国株式 国内債券 国内債券 コモディティ 先進国債券 国内債券 国内債券 国内債券

0.8% 0.2% 2.0% 3.4% 1.4% 1.8% 0.2% 1.9% 2.0% 4.2%

国内株式 先進国債券 国内株式 先進国株式 コモディティ

-12.2% -15.5% -1.0% -11.5% -5.3%

国内株式 先進国株式 コモディティ

-41.8% -4.8% -17.8%

コモディティ 先進国債券 国内株式

-47.8% -12.7% -18.9%

先進国株式

-54.0%

国内株式 国内債券 先進国株式 先進国債券 コモディティ

国内株式 1.00

国内債券 -0.24 1.00

先進国株式 0.53 -0.06 1.00

先進国債券 0.21 0.10 0.59 1.00

コモディティ 0.27 -0.03 0.27 0.12 1.00

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス設定の背景 ①

・上記は各年の12月末の値を基に計算しています。

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

・上記は指数を使用しています。指数については、【当資料で使用している指数について】をご覧ください。
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お客様向けセミナー資料

 人口増加等による需要の拡大が見込まれる一方、資源の枯渇等による供給面での不安も存在します。こうした潜
在的な需給バランスの不均衡は、中長期的にはコモディティ価格の上昇要因になると考えられます。

 「インフレに備える」という目的からもコモディティは有効だと考えます。

世界の人口推移 コモディティと物価指数の推移
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物価：米国消費者物価指数（コアＣＰＩ）前年同月比（右軸）

コモディティ：ブルームバーグ商品指数（ドルベース）（左軸）

（期間：1994年1月末～2014年12月末）

人口増加

需要の増加 供給への不安

資源の枯渇

異常気象による

供給不足世界経済の成長 ＞ （出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

潜在的な需給バランスの不均衡

（出所）国連（World Population Prospects, the 2012 Revision）のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
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新興国人口

先進国人口

96億人

69億人

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス設定の背景 ②

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

（年）
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ファンド 投資対象 実質合計※1

ダイワファンドラップ コモディティセレクト 大和 356.0 2007/11/1 ○ 0.3672% 1.00% 1.3672%程度 外国投資信託に投資

コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト 207.1 2009/1/14 ○ 1.026% - 1.026% 指数連動債に投資

ダイワ／ロジャーズ国際コモディティＴＭ・ファンド 大和 39.6 2009/4/23 1.1124% 0.7925% 1.9049%程度 外国投資信託に投資

日興・シュローダー・コモディティ・ファンドＡコース(為替ヘッジなし) シュローダー 25.1 2008/3/7 1.7604% - 1.7604% 外国投資信託に投資

ＭＨＡＭコモディティ・インデックスファンド（ファンドラップ） みずほ 22.8 2008/6/3 ○ 0.2592% - 0.2592% 指数連動債に投資

ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド DIAM 23.7 2009/1/30 0.702% - 0.702% 指数連動債に投資

ダイワ／“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド 大和 19.8 2008/6/27 1.1124% 0.7925% 1.9049%程度 外国投資信託に投資

コモディティ・インデックスα アストマックス 18.6 2012/1/24 2.376% - 2.376% 商品先物取引

パインブリッジ・コモディティファンド パインブリッジ 13.2 2006/2/23 1.296% - 1.296% 指数連動債に投資

ＳＭＢＣファンドラップ・コモディティ 大和住銀 11.8 2007/2/21 ○ 0.33% 0.0036 最大0.7236% 外国投資信託に投資

三菱ＵＦＪコモディティファンド 三菱ＵＦＪ 11.5 2008/6/20 1.3500% - 1.35% 指数連動債に投資

ワールド・コモディティ・オープン（ラップ向け） 三菱ＵＦＪ 1.6 2015/1/30 ○ 0.356% 0.48%以内 上限0.8364% ＥＴＦに投資

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス 三菱ＵＦＪ - 2015/6/19 0.432% 0.45% 上限0.882% ＥＴＦに投資

備考
純資産総額

（億円）
ファンド名 運用会社 設定日

ラップ
専用

信託報酬（年率）（税込）

ご参考資料① コモディティファンドの業界状況

 資源バブルの2007年前後に主として指数連動債を活用したファンドの設定が相次ぎました。
 ラップ型投信やラップ口座サービス向けに設定されたコモディティファンドもあります。
 ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックスは1％を下回る信託報酬を実現しました。

主要コモディティファンドの状況

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

・ 上記は、①国内公募投信において、ブルームバーグ社のファンド分類で「コモディティ」とされているファンドの中から、エネルギーや貴金属、農業など特定の分野に投資するファンドを除いたもののうち、純資
産総額上位10ファンド（2015年4月末時点）ならびに三菱ＵＦＪ投信のファンドを掲載しています。

・ 上記は特定の銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。
・ ラップ専用ファンドの購入の申込みを行う場合には、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。

（2015年4月末現在）

※１：各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報酬率を合わせた実質的な信託報酬率（概算値）です。 （出所）ブルームバーグ社のデータ、各社公開資料より三菱ＵＦＪ投信作成

カテゴリー平均※2 約1.31％

※2：カテゴリー平均は、上記①により抽出されたファンドの実質合計信託報酬（年率）（税込）の平均を表したものです。なお、平均の算出にあたり、最大、上限値、程度等の数値はそのまま使用しています。



■【当資料のご利用にあたっての注意事項等】の内容を必ずご覧ください。 17

お客様向けセミナー資料

安定型 安定成長型

国内株式 6.88% 18.33%

外国株式 6.82% 18.57%

国内債券 47.95% 27.04%

外国債券 12.01% 7.21%

ＲＥＩＴ 3.86% 5.09%

コモディティ 1.94% 2.62%

ヘッジファンド 18.78% 18.11%

組入比率
資産クラス

ご参考資料② コモディティファンドの活用について

 ラップ型投信やラップ口座サービスにおいて、分散投資の観点からコモディティファンドの組入れが行われて
います。

 ポートフォリオのパーツとしてコモディティファンドを組み入れることが有効であると考えられます。

三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス
（安定型／安定成長型）における投資割合

業界のコモディティファンド 純資産推移（タイプ別）

（2015年4月末時点）

・ 比率は純資産総額に対する実質組入比率です。
・ 国内株式には、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図る「ヘッジ付外国株式」

を含めています。また、国内債券には、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図
る「ヘッジ付外国債券」を含めています。

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（期間：2013年4月末～2015年4月末）

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

・ 業界のコモディティファンドは、国内公募投信において、ブルームバーグ社のファンド分類で「コ
モディティ」とされているファンドの中から、エネルギーや貴金属、農業など特定の分野に投資
するファンドを除いたものを指します。
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【ファンドの仕組み】

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックスの目的・特色

＜ベビーファンド＞

ｅＭＡＸＩＳプラス
コモディティ
インデックス

投資者
(受益者)

＜マザーファンド＞

コモディティインデックス
マザーファンド

ユーロ建てＥＴＦ
（ｉＳｈａｒｅｓ

Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ
Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ
Ｓｗａｐ ＵＣＩＴＳ
ＥＴＦ （ＤＥ））

収益分配金
換金代金等

購入代金

損益損益

投資 投資

ファンドの目的

ファンドの特色

１

２
「コモディティインデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として商品（コモディティ）を実質的な投資対象資
産とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資を行い、ブルームバーグ商品指数トータルリターン（円換算ベース）に
概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

世界の商品（コモディティ）市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめざします。

ブルームバーグ商品指数トータルリターン（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。

運用は主にコモディティインデックスマザーファンドへの投資を通じて、ユーロ建てＥＴＦへ実質的に投資する
ファミリーファンド方式により行います。

３ 原則として、為替ヘッジは行いません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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名称 iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

運用の目的
ユーロ建てのブルームバーグ商品指数トータルリターン
に連動する投資成果をめざす

ベンチマーク ユーロ建てのブルームバーグ商品指数トータルリターン

管理会社 BlackRock Asset Management Deutschland AG

管理報酬 0.45 ％（プロスペクタス記載）

上場日 2007年8月7日

通貨 ユーロ

投資対象のＥＴＦについて

 今回ご提案のファンドが投資するETFは下記の観点から選定を行いました。
1. 広く知られた認知度が高いインデックスに連動していること
2. エネルギーに偏らない適度に分散が利いたコモディティ指数であること（後述）
3. 管理報酬が低廉であること

投資対象ＥＴＦの概要 投資対象ＥＴＦのパフォーマンス

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ投信作成

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

・2007年8月21日＝100として指数化

（期間：2007年8月21日～2015年4月30日）

・計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご留意ください。

（年/月）
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【指数概要】

ウェイト付け
商品のウェイト付けは、生産量と流動性に基づいて行われる。ただし、指数に対して関連商品グループが33％、
単一商品が15％をそれぞれ超えないように、ウェイト付けの上限が毎年適用される。リバランスの間に、ウェイト
付けがこれらの上限を超過する場合がある。

レビューの頻度 ウェイト付けとバランスの見直しは、価格比率に基づき毎年調整される。

【商品グループ別構成比率（2014年12月末時点）】

ブルームバーグ商品指数について

 「ブルームバーグ商品指数」はコモディティ指数の中で、「S&P GSCI商品指数」と双璧をなす指数のうちの
一つで、同指数連動のファンド純資産は約62億ドルに上ります。（2014年末）

 商品グループの構成比率に上限が設けられていることから、他のインデックスでは相対的に大きな比率を
占めるエネルギーのウェイトが抑えられた、分散の利いたコモディティ指数として認知されています。

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

農業

33.9%

エネルギー

22.9%

工業用

金属

19.2%

貴金属

17.2%

家畜

6.8%

農業 エネルギー 工業用金属

トウモロコシ 8.03% 天然ガス 7.67% ＣＯＭＥＸ銅 7.56%

大豆 5.46% ＷＴＩ原油 5.81% アルミニウム 5.89%

砂糖 4.28% ブレント原油 4.24% 亜鉛 2.95%

コーヒー 3.95% ＵＬＳディーゼル 2.75% ニッケル 2.76%

シカゴ小麦 3.91% ＲＢＯＢガソリン 2.42%

大豆油 2.87% 貴金属

大豆ミール 2.68% 畜産物 金 13.29%

カンザスシティ小麦 1.41% 生牛 4.69% 銀 3.91%

綿花 1.34% 豚赤身肉 2.13%

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
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Ｑ１：コモディティ市場に充分な流動性はありますか？

Ｑ２：ファンドが投資をするＥＴＦの純資産はどのくらいですか？

Ｑ３：為替の影響はありますか？

コモディティはニューヨークやロンドンなど世界の商品先物取引所等で取引されており、日々活発に取引されています。原油などの主要なコモディティ
においては、１日当たりの取引量が日本の株価指数の先物取引に匹敵するものもあります。

Ｑ４： ベンチマークとファンドの運用実績の乖離要因にはどのようなものがありますか？

2015年4月末現在、約5.8億ユーロ（日本円換算：約777億円）です。

ファンドが投資対象資産とするＥＴＦは、ユーロ建てのブルームバーグ商品指数トータルリターンをベンチマークとして、概ねそれに連動する投資成果
をめざして運用されます。ユーロ建ての指数は、米ドル建ての指数をユーロ換算したものであり、ファンドのマザーファンドは為替ヘッジを行わないため、
米ドル・ユーロ（投資対象ＥＴＦ）、ユーロ・円（ファンドのマザーファンド）の動きのうち、ユーロ部分が相殺され、実質的には米ドル建ての指数を円換算
したもの（米ドル・円：ファンドのベンチマーク）とほぼ同等の値動きとなります。この結果として、ファンドは実質的に米ドル・円の為替相場の変動による
影響を受けます。

ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として商品（コモディティ）を実質的な投資対象資産とするＥＴＦに投資を行い、ブルームバーグ商品指
数トータルリターン（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行いますが、ファンドの基準価額の騰落率とブルームバーグ商品指数
トータルリターン（円換算ベース）の騰落率は一致するものではありません。
この要因は、実際に投資をするＥＴＦの値動きが当該インデックスの値動きと一致するものではないことの他に、信用リスクの顕在化等が起こるとＥＴＦ
が当該インデックスの騰落率に概ね連動しなくなる可能性があること、資金流出入とＥＴＦを売買するタイミングのずれ、ユーロ建てのＥＴＦを日本時間
で円換算することによる為替評価タイミングのずれ、売買コスト・信託報酬・監査報酬等の費用をファンドで負担すること等によるものです。また、ファン
ドの投資効果がブルームバーグ商品指数トータルリターンを円換算したものと連動することを保証するものではありません。

eＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス Ｑ＆Ａ ①

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。
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Ｑ５：コモディティは他資産と比べると値動きの大きさはどのくらいですか？

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス Ｑ＆Ａ ②

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。
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・上記期間における１年間のリターンを使用（投資タイミングは各月末）。 ・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
・上記は指数を使用しています。指数については、【当資料で使用している指数について】をご覧ください。
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米国の原油リグ数と原油生産量

 昨年夏場からの原油市況急落を受けて高コストの米国シェールオイル企業の開発投資意欲が後退し、
昨年末頃から全米の原油リグ（掘削装置）数が激減しました。

 これを受け、今年3月からは米国の原油生産量が頭打ち、減少の兆しを見せ、足下の原油市況反発の
背景になっています。

 一方で、米国原油在庫量は、頭打ちの兆しはあるものの、例年に比べて大幅に積み上がっており、原油
市況の上値を重くする要因となっています。

米国原油在庫量

原油市況の現状と見通し ①

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（期間：2014年5月第1週～2015年4月第4週）
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各商品グループの指数の推移

＜各商品グループの市況見通し＞

 【穀物グループ】 トウモロコシ、大豆など昨年に続き概ね豊作の観測のため上値が重い。悪天候による生産障害が発生するかが
注目点。

 【工業用金属グループ】 アルミニウムなど中国での生産が旺盛であることなど供給過剰観測が上値を抑える。中国の経済対策への期待
がサポート要因。

 【貴金属】 金にとって、米国利上げ観測の後退は上昇要因であるが、ドル高は下落材料（金は「ドルの代替資産」としての
性格を帯びるため）。生産コストと思われる1トロイオンス＝1,200ドル水準を意識する動きを予想。

 【ソフトコモディティ】 ブラジルでの砂糖やコーヒーの生産高が堅調であるとの観測が上値を重くする。エルニーニョ現象などによる天
候不順が発生するかが注目点。

 【畜産物】 ＢＢＱシーズン到来で牛肉等の需要期待が高まる一方、食肉の供給増観測が上値を抑える。

各商品グループの市況

（期間：2010年4月30日～2015年4月30日）

・2010年4月30日＝100として指数化

・計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください。

・上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（年/月）
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商品指数の推移

・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。

ブルームバーグ商品指数トータルリターン（米ドルベース、円ベース）の推移

（期間：2010年4月30日～2015年4月30日）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
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第３回の登録者数は2,396名で過去最高更新しました。
「ポートフォリオの達人」の入賞のみなさま、おめでとうございました。

第３回 ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」の方々（個人戦）
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第３回の登録チームは76組でした。
「ポートフォリオの達人」の入賞のみなさま、おめでとうございました。

第３回 ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」の方々（チーム戦）
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遊びの感覚を交えつつ、経済や投資への理解も深まります。
投資家仲間との交流もできて価値があります。[48歳男性]

最近投資を始めて、このコンテストの存在を知りました。
半分ゲームのような感覚で気軽に参加でき、勉強にもなるので今後も継続していただきたいです。[30歳男性]

面白い。こういった形のシミュレーションゲームを作ってほしい。仮想で慣れたら実際に行動してみたい。[26歳女性]

 ｅＭＡＸＩＳの投資信託6種類に毎月定額で積立を行っているのですが、
ツールを使って自分のポートフォリオを客観的に診断できるのは非常に新鮮でした！
また、各商品ごとの過去実績のグラフが用意されていましたが、こちらも大変参考になりました。
できればこのツールとグラフは常設でどこかに置いておいてほしいです！ [31歳男性]

企画を通して積極的にユーザーを獲得しようとする姿勢と、
利用者の立場を考えた投信を運用していることには大変好感を持っています。 [29歳男性]

どんどんｅＭＡＸＩＳを宣伝して、世界一の投資信託になってほしい。[31歳男性]

催される限り、ずっと参加し続ける所存です。ｅＭＡＸＩＳを一生モノの投資信託に育ててください！ [45歳男性]

 リスクとリターンの関係性を普及することに尽力されている姿は、大変共感できます。[39歳男性]

 りっぱな投資教育だと思います。長期分散投資の王道、ｅＭＡＸＩＳに今後も期待しています。 [54歳男性]

比較的市場が安定しているこのタイミングでこのような企画をされたことは、素晴らしいと思います。
旦那から勧められ、拝見させて頂きましたが、このような常識が世間に広がるといいですね。 [36歳女性]

第３回 ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」コンテスト参加者の声

コンテストの感想（任意入力項目）では、コンテストをご評価いただく声を多く頂きました。

（コンテスト参加者から寄せられた感想を抜粋）
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第3回「ポートフォリオの達人」コンテスト登録時属性データ 【アンケート回答者】

１．地域別登録人数 [327名]

２．属性

性別 年齢

投信
経験年数

ｅＭＡＸＩＳの
購入経験

投資型商品で利用している、
または利用したい金融機関

世帯
年収

【実施概要】

調査対象：「ポートフォリオの達人」の登録ユーザー

回答期間：平成26年12月6日～平成27年1月16日

有効回答：327件

【回答者属性】

回答者の中心は首都圏、東海、近畿といった都市部在住の男性、30代～50代の

資産形成層、世帯年収は500万円程度であった。

また、ネット証券をメインの取引先としている層が3割を超え、ネットユーザーのネット

証券利用率の高さも伺えた。

第３回 ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」アンケート回答者属性
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第４回ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」コンテスト開催決定！

■期間（予定）

（募集期間） 2015年07月01日（水） ～ 2015年07月31日（金）まで・・・１ヵ月間
（測定期間） 2015年08月03日（月） ～ 2015年11月30日（月）まで・・・４ヵ月間

※今回は、第３回と同じ内容のコンテストになります。

第４回ｅＭＡＸＩＳ「ポートフォリオの達人」コンテスト開催のご案内
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■ ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス：日経平均株価（日経２２５）
日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象と
して日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・権利落ち等の市況とは
無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉
える指標として、広く利用されています。日経平均株価（日経２２５）に関する知的財産権その他一切
の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２５）の内容を
変える権利および公表を停止する権利を有しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運
用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負
いません。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２５）を継続的に公表する義務を負うものでは
なく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。

■ ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス：ＪＰＸ日経インデックス４００
ＪＰＸ日経インデックス４００とは、東京証券取引所の第一部、第二部、マザーズ、ＪＡＳＤＡＱを主たる
市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ＲＯＥ等を基に原則400銘柄を選定し算出さ
れる株価指数です。ＪＰＸ日経インデックス４００は、2013年（平成25年）８月30日の時価総額を
10,000ポイントとして、日本取引所グループ、東京証券取引所および日本経済新聞社が算出・公表
しています。算出対象銘柄数の増減や増資など市況変動によらない時価総額の増減が発生する場
合は、その連続性を維持するため、基準時の時価総額（基準時価総額）を修正します。「ＪＰＸ日経イ
ンデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称し
て「ＪＰＸグループ」といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいま
す。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新
聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対し
て、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関
する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属しています。ファ
ンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運
用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「Ｊ
ＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中
断に関して、責任を負いません。ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の
構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止す
る権利を有しています。

■ ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象とし
て算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数
値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、
利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指
数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含
まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの
指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファ
ンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの
基準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。本件インデックス・ファンドは、東京証
券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンド
の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件イン
デックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するもの
ではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

■ ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマン
スインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されて
おり、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。

■ ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス：ＮＯＭＵＲＡ 物価連動国債インデックス（フロアあり）
ＮＯＭＵＲＡ 物価連動国債インデックス（フロアあり）とは、野村證券株式会社が発表している日本国が
発行したフロアありの物価連動国債のパフォーマンスインデックスで、ポートフォリオの投資収益率・利
回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。

各指数は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は
一切関係ありません。

■ ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象とし
て算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数
の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、指数の算出、指数
値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利および東証REIT指数の商標に関するすべ
ての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは
公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標
の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用も
しくは東証REIT指数の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではあり
ません。東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性
を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公
表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファンドは、東証REIT指数
（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額と東証REIT指数（配当込み）の指数値が著しくカイ離することがあります。本件インデックス・
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所
は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資の
アドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの
購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
ん。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因する
いかなる損害に対しても、責任を有しません。

ｅＭＡＸＩＳのベンチマークについて
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■ ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス：ダウ・ジョーンズ工業株価平均
ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCの商品で、輸送株と公益株
以外の商品とサービスを提供する米国のすべての上場銘柄から、米国を代表する優良30銘柄を選出
し、指数化したものです。ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（円換算ベース）は、ダウ・ジョーンズ
工業株価平均（ＮＹダウ）（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。「Dow Jones
Industrial Average™」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）（当インデックス）はS&P Dow Jones Indices
LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されていま
す。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録
商標で、DJIA®、The Dow®、Dow Jones®およびDow Jones Industrial AverageはDow Jones
Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、
特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。
当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、
または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関
するいかなる表明も行わず、Dow Jones Industrial Averageの誤り、欠落、または中断に対して一切の
責任も負いません。

■ ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス：ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本
を除く世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデック
ス（除く日本、円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、米ドルベー
ス）をもとに、委託会社が計算したものです。

■ ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス：ＭＳＣＩコクサイ インデックス
ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く
世界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベー
ス）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算し
たものです。

■ ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス：ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で
構成されています。ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ エマージン
グ・マーケット・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

各指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

■ ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス：シティ世界国債インデックス（除く日本）
シティ世界国債インデックス（除く日本）とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されて
いる、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、シティ世界国債インデックス（除
く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

■ ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）
Ｓ＆Ｐ先進国REITインデックスとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するＳ＆Ｐグローバル株
価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託（REIT）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正
時価総額に基づいて算出される指数です。Ｓ＆Ｐの免責文については、投資信託説明書（交付目論
見書）をご参照ください。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）
は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。

■ ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス：Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴインデックス（配当込み）
Ｓ＆Ｐ新興国リートインデックス（配当込み）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するＳ＆Ｐ
グローバル株価指数の採用銘柄の中から、新興国の不動産投資信託（REIT）および同様の制度に基
づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。Ｓ＆Ｐの免責文については、投資
信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。なお、Ｓ＆Ｐ新興国リートインデックス（配当込み・円換
算ベース）は、Ｓ＆Ｐ新興国リートインデックス（配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。

■ ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー
が算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現
地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により
構成されています。JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モル
ガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバー
シファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。当指数は、J.P.モルガン・セキュリ
ティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属
しております。

■ ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）：合成ベンチマーク
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ
エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、シティ世界国債イン
デックス（除く日本、円換算ベース）、 JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算
ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成指数です。

■ ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）はベンチマークを設定しておらず、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ
Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・イン
デックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベー
ス）、 JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を12.5％ずつ組み合
わせた合成指数を参考指数としています。

ｅＭＡＸＩＳのベンチマークについて
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当資料で使用している指数について

【コモディティ：ブルームバーグ商品指数】
ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity IndexSM）とは、ブルームバーグ社が公表す
る、世界の商品（コモディティ）市況の総合的な動きを表すインデックスです。
「ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity IndexSM）」および「ブルームバーグ
（Bloomberg®）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）および
その関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、委託会社によ
る一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg
Commodity IndexSM））は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS
Securities LLC）の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブ
ルームバーグ、ならびにUBSセキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下
「UBS」と総称します。）のいずれも、委託会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS
は、ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックスを承認し、是認し、レビューしまたは推奨するもので
はありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg
Commodity IndexSM）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全性も
保証するものではありません。

【国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）】
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対
象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯ
Ｐ Ｉ Ｘに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

【先進国株式：ＭＳＣＩ コクサイ インデックス】
ＭＳＣＩ コクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で
構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属
します。

【新興国株式：ＭＳＣＩ エマージング・マーケット インデックス】
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新
興国で構成されています。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.
に帰属します。

【国内債券：NOMURA-BPI総合】
NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の債券パフォーマンスイン
デックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されて
います。同指数は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会
社は一切関係ありません。

【先進国債券：シティ世界国債インデックス（除く日本）】
シティ世界国債インデックス（除く日本）とは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表
されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した
債券インデックスです。

【新興国債券：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド】
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エル
エルシーが算出し公表している現地通貨建ての新興国国債のパフォーマンスを表す指数で、指
数構成国のウエイトに上限を設けた指数です。同指数の著作権はＪ.Ｐ.モルガン・セキュリティー
ズ・エルエルシーに帰属しております。

【国内ＲＥＩＴ：東証ＲＥＩＴ指数】
東証ＲＥＩＴ指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象とし
て算出した指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰
属します。

【先進国ＲＥＩＴ：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス】
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックスとは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している指
数で、先進国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正
時価総額に基づいて算出されています。

【新興国ＲＥＩＴ：Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴインデックス】
Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴインデックスとは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している指
数で、新興国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正
時価総額に基づいて算出されています。
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購

入

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
「お申込みメモ＜2＞」をご参照ください。
※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。

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

換金単位
販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

換金価額
「お申込みメモ＜2＞」をご参照ください。

換金代金
原則として、「お申込みメモ＜2＞」に記載の日から販売会社においてお支
払いします。

締

切

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。

制

限

等

申込不可日
各ファンドについて、「お申込みメモ＜2＞」のいずれかに該当する休業日は、
購入・換金のお申込みができません。

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。なお、ファンドによっては、大口の換金のお申込みにつ
いては正午までにお願いします。

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、外貨建資産に投資する場合には
外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、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。

信
託
期
間

信託期間
無期限
〈下記を除く各ファンド〉 （2009年10月28日設定）
〈全世界株式インデックス〉 （2010年7月20日設定）
〈新興国債券インデックス〉 （2010年9月13日設定）
〈バランス（８資産均等型）／バランス（波乗り型）〉

（2011年10月31日設定）
〈ＮＹダウインデックス〉 （2013年8月7日設定）
〈新興国リートインデックス〉 （2013年11月18日設定）
〈ＪＰＸ日経４００インデックス〉 （2014年4月1日設定）
〈国内物価連動国債インデックス〉 （2014年11月6日設定）
〈ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス〉 （2015年6月18日設定）

繰上償還
各ファンドについて、受益権の口数が所定の口数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
・
分
配

決算日
毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年1回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

課税関係
課税上、株式投資信託として取り扱われます。少額投資非課税制度
「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。

ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。

お申込みメモ＜１＞
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税金

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。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。

・運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎計算期間の6ヵ月終
了日および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。

・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。

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）
「ファンドの費用＜2＞」をご参照ください。

その他の
費用
・

手数料

〈日経２２５インデックス／ＴＯＰＩＸインデックス／国内債券
インデックス/ＪＰＸ日経４００インデックス／国内物価連動
国債インデックス〉

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担い
ただきます。

〈国内リートインデックス〉

売買委託手数料等、監査費用、マザーファンドの換金に伴
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。

〈ＮＹダウインデックス〉

〈ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス〉

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に
要する費用等を信託財産からご負担いただきます。

〈上記を除く各ファンド〉

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に
要する費用、マザーファンドの換金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。

お客さまが直接的に負担する費用

購
入
時

購入時

手数料
ありません。

換
金
時

信託財産

留保額
「ファンドの費用＜2＞」をご参照ください。

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。

委託会社（ファンドの運用の指図等） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管・管理等） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

ファンドの費用＜１＞・税金
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ファンド名 購入価額 換金価額 換金代金 申込不可日
信託財産
留保額

運用管理費用
（信託報酬）

[純資産総額×
下記の率]

eMAXISプラス
コモディティインデックス

購入申込
受付日の

翌営業日の
基準価額

換金申込
受付日の

翌営業日の
基準価額

原則として、
換金申込受付日
から起算して
5営業日目から

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、フランクフルト証券
取引所の休業日

ありません。

当該ファンド
年0.432％（税込）

マザーファンドの投資対
象とするＥＴＦ
年0.45％
↓
実質的な負担
年0.882％（税込）

お申込メモ＜２＞・ファンドの費用＜２＞
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各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

信託報酬の配分

取扱い純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社

50億円以上100億円未満の部分 年0.1782％ 年0.1998％ 年0.054％eMAXISプラス コモディティインデックス

50億円未満の部分 年0.189％ 年0.189％ 年0.054％

100億円以上の部分 年0.1674％ 年0.2106％ 年0.054％

50億円未満の部分

50億円以上100億円未満の部分

100億円以上の部分

年0.189％ 年0.189％ 年0.054％

年0.1782％ 年0.1998％ 年0.054％

年0.2916％ 年0.2916％ 年0.0648％

年0.1674％ 年0.2106％ 年0.054％

年0.2808％ 年0.3024％ 年0.0648％

年0.2376％ 年0.0648％

50億円未満の部分

50億円以上100億円未満の部分

100億円以上の部分

50億円未満の部分 年0.2376％

年0.27％ 年0.3132％ 年0.0648％

50億円以上100億円未満の部分 年0.2268％ 年0.2484％ 年0.0648％

日経２２５インデックス
ＴＯＰＩＸインデックス
国内債券インデックス

ＪＰＸ日経４００インデックス
国内物価連動国債インデックス

国内リートインデックス

ＮＹダウインデックス 全世界株式インデックス
先進国株式インデックス 先進国債券インデックス
先進国リートインデックス 新興国株式ンデックス
新興国債券インデックス 新興国リートインデックス

バランス（８資産均等型）
バランス（波乗り型）

100億円以上の部分 年0.216％ 年0.2592％ 年0.0648％

（すべて税込）
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各ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、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。

投資信託は預貯金と異なります。

投資リスク

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス ◎ ◎ ◎ ◎ －
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・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。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配
金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因
となります。

・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。

・ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックスは、対象指数との連動性を保つために特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該銘柄の影響を大きく受ける場合があり
ます。

・ファンドの資産規模によっては、運用方針に基づく運用が効率的にできない場合があります。

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

その他の留意点

リスクの管理体制

（価格変動リスク）

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有
価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。また、ファンドが投資する有価証券等はスワップ取引等を利用する
場合がありますが、その取引相手の倒産等により、取引が不履行になるリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも大幅に不利な条件でしか反対
売買ができなくなるリスクなどがあり、その結果として多額の損失が発生し、基準価額が大幅に下落する場合があります。

市場リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券（リー
ト）の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式や組入公社債、組入不動産投資信託証券の価格の下
落は基準価額の下落要因となります。また、商品（コモディティ）価格は需給関係や為替、金利の変化など様々な要因により大きく変動します。また、ファンドが投資する有価証券等
は特定の商品指数の変動の影響を受けるため、ファンドはその影響を受け組入有価証券等の価格の下落は基準価額の下落要因となります。また、物価連動国債については、上記
のほか物価の変動による影響を受け価格が変動します。一般に、物価が下落した場合あるいは物価の下落が見込まれる場合には、物価連動国債の価格が下落するため、基準価
額の下落要因となります。

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能と
なる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少な
いため、流動性リスクも高い傾向にあります。また、上場投資信託証券に投資する場合は、一般的に株式と比べ上場投資信託証券は取引規模が小さく、取引量も少ないため、流
動性リスクも高い傾向にあります。

（為替変動リスク）
ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス、ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス、
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス、ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）、ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）、
ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックスにおいて、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ので、為替変動の影響を大きく受けます。

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス、ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス、ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等
型）、ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）において、新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含
む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

信用リスク

流動性リスク

カントリーリスク

投資リスク
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■ 当資料はｅＭＡＸＩＳシリーズについて投資家のみなさまにご理解を深めていただくことを目的として、
三菱ＵＦＪ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。
また、勧誘を目的に作成したものではありません。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・完全性を保証す
るものではありません。

■ 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。

■ 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。販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。

当資料のご利用にあたっての注意事項等

注意事項等




