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平素より、「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）」、「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

為替ヘッジあり」、「エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

本資料では、足下の運用状況と当ファンドのポイントをご報告いたします。

今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ファンド情報提供資料
データ基準日：2019年6月28日

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）

足下の運用状況と当ファンドのポイント

追加型投信／海外／債券

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

設定来の基準価額等の推移

過去1年間の運用状況について
①市場環境
・米ドル建てエマージング債券市況は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げに向けた姿勢などを背景に米国金
利が上昇する場面などで軟調となる場面があったものの、米中貿易摩擦や景気減速への懸念等を背景にＦＲＢが金
融政策に関して緩和的な姿勢に転じたことなどから米国金利は低下に転じ、過去1年間で見ると上昇しました。
②運用状況
・当ファンドでは、良好と考えられるファンダメンタルズ（経済の状況）等を評価してハンガリーやクロアチア等の欧州諸
国やカタールなどの組み入れを高めとしました。2019年以降、エマージング債券市況が堅調に推移する中でこれら
のエマージング諸国の債券市況が上昇したことなどが基準価額にプラスに寄与しました。

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）

・基準価額（1万口当たり）、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信
託報酬）控除後の値です。

・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算

しています。
・エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）、エマージング・ソブリン・オー

プン（1年決算型）のベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified
（円換算） です。エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジ
ありのベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円ヘッジあり・
円ベース）です。詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」を
ご覧ください。

・ベンチマークは、設定日を10,000として指数化しています。

（期間：2003年8月8日（設定日）～2019年6月28日） （期間：2009年3月18日（設定日）～2019年6月28日）

（期間：2003年8月8日（設定日）～2019年6月28日）
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・本資料内では、エマージング・ソブリン・オープン マザーファンドを「マザーファンド」と記載することがあります。

1/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（ウエリントン社）のご紹介

ベンチマークを上回る運用実績を有するマザーファンド

（出所）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーの資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での⾒通し・分析であり、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。

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

 マザーファンドは15年以上の実績を有し、ベンチマークに対してパフォーマンスは堅調です。

 暦年でベンチマークを下回ったのは、2007年、2015年の2回のみです。

（出所）J.P.Morgan、Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

Ｊａｍｅｓ Ｖａｌｏｎｅ, ＣＦＡ

ポートフォリオ･マネジャー
経験年数：31年

Ｋｅｖｉｎ Ｍｕｒｐｈｙ

ポートフォリオ･マネジャー
経験年数：32年

Ｅｖａｎ Ｏｕｅｌｌｅｔｔｅ

ポートフォリオ･マネジャー
経験年数：19年

世界でも長い歴史を誇る大手運用機関の1つです

• 創業1928年

• 米国で初めてと言われるバランス型ファンドを運用

• 運用資産額：約119.0兆円*

グローバルに展開しています

• 従業員2,600名以上、806名の運用プロフェッショナル

• 世界の主要金融センターの14拠点に運用および営業部門を配置

エマージング債券運用チームの概要
• 運用資産額：約3.4兆円*

• アナリスト、ストラテジスト：18名

*2019年6月27日時点（1米ドル＝107.79円）で円換算

マザーファンドのパフォーマンス 年間騰落率と超過収益率

（期間：2003年8月8日（設定日）～2019年6月28日）

※2003年は2003年8月8日～、2019年は6月28日まで
※ベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算） です。
※上記はマザーファンドのパフォーマンスであり、信託報酬等を控除していません。

• ファンドマネジャー：8名

• トレーダー：5名

主なポートフォリオ･マネジャーウエリントン社のご紹介

 ファンドの運用を行うウエリントン社は、1928年に創業した米国 古の運用機関の一つです。徹底したリサーチを

行い、グローバルな視点から、新興国債券の運用専任チームがポートフォリオ管理を行います。

 チームリーダーのジェームズ・W・ヴァローン氏は運用・調査経験年数が31年と長期にわたり、設定来当ファンドを

担当するなど、長期で安定的な運用を行うための体制を整えています。

2/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

年 マザーファンド① ベンチマーク② 超過収益率（①－②）

2003 -0.26% -0.99% 0.73%

2004 9.63% 8.37% 1.25%

2005 26.20% 25.18% 1.03%

2006 12.34% 10.96% 1.38%

2007 0.45% 1.48% -1.03%

2008 -28.49% -29.92% 1.43%

2009 35.17% 31.68% 3.49%

2010 0.73% -0.86% 1.59%

2011 3.01% 2.56% 0.45%

2012 30.79% 30.70% 0.09%

2013 15.95% 15.38% 0.57%

2014 25.03% 23.02% 2.01%

2015 0.97% 1.18% -0.21%

2016 8.13% 6.36% 1.77%

2017 8.29% 6.91% 1.38%

2018 -5.39% -5.92% 0.52%

2019 7.22% 7.98% -0.76%
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銘柄選定のポイント

■四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。原則として、比率は純資産総額に対する割合です。
■格付けは、Ｓ＆Ｐ、Ｍｏｏｄｙ’ｓのうち も高い格付けをＳ＆Ｐの格付記号に基づき表示しています。
■平均格付けとは、基準日時点で当該ファンドが保有している有価証券に係る信用格付けを加重平均したものであり、当該ファンドに係る信用格付けではありません。
■上記は、過去の実績・状況または作成時点での⾒通し・分析であり、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。

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

ベンチマークとの比較では、当ファンドはロシア・欧州やアフリカをオーバーウエイト（投資比率を基準となる配分比率よ
り高くすること）とする一方、ラテンアメリカやアジアについてはアンダーウエイト（投資比率を基準となる配分比率より
低くすること）としています。当ファンドでは、エマージング諸国それぞれのファンダメンタルズ（経済の状況）や個別の
債券のバリュエーション（割安度）等を考慮してポートフォリオを構築した結果、ベンチマークの地域別組入比率とは乖
離しています。

地域別組入比率 （2019年6月末時点） 格付け別構成比 （2019年6月末時点）

 ウエリントン社は各国の経済状況に関し独自の見通しを持っています。こうした見解と市場における債券価格を

比較し、投資魅力があると判断した債券を積極的に組み入れます。

 2019年6月末時点において、クロアチア、ハンガリー、アゼルバイジャンといった国に特に注目し、ベンチマークに

対しオーバーウエイトしています。逆に、フィリピン、ペルー、ウルグアイ等はアンダーウエイトしています。

組入上位５ヵ国の組入比率の推移 国別アクティブウエイト（％） （2019年6月末時点）

上位10ヵ国 下位10ヵ国（期間：2017年10月2日～2019年6月28日）

※比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
※2019年6月末時点における組入上位5ヵ国の推移です。

※アクティブウエイトとは、ベンチマークの国・地域別比率に対する乖離幅のことです。
※ベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算） です。
※エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）のデータを使用（保有現物債券に

対する比率）しています。

エマージング・ソブリン・
オープン（毎月決算型） ベンチマーク

※ベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算） です。
※国・地域は出所元の定義によります。

3/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

エマージング・ソブリン・
オープン（毎月決算型） ベンチマーク
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（出所）J.P.Morganのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（出所）J.P.Morganのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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アクティブウエイト上位４ヵ国のご紹介①

※ 2019年6月末時点におけるアクティブウエイト上位4ヵ国を掲載しています。
※米ドル建て各国国債は、J.P. Morgan EMBI Global Diversifiedの国別指数を使用しています。
■上記は、過去の実績・状況または作成時点での⾒通し・分析であり、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。

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

ハンガリー
組入1位・アクティブウエイト2位

概要 国土は日本の約4分の1程度の大きさ、人口は約980万人。主要産業は機械工業、化

学･製薬工業、農業などで、特に自動車産業が中心。日本の自動車メーカー「スズキ」

や自動車部品メーカー「デンソー」などが進出している。外資の製造業誘致による工業

化が奏功し、経済成長率は2016年2.3％、2017年4.1％、2018年4.9％と順調な拡大

を続けている。また、温泉大国としても有名。日本との関係は伝統的に良好。2019年に

は外交関係開設150周年を迎え、5月には秋篠宮ご夫妻らが記念行事に参加された。

■米ドル建て同国国債の推移（過去3年）

長期にわたり財政赤字に悩まされていますが、7年連続で財政赤

字額がＥＵの安定成長協定（ＳＧＰ）で定められたＧＤＰの3％以内

に収まるなど、財政再建で目に見える成果を出している点を評価

しています。ＥＵ内では強権政治を進める同国のオルバン政権に

対する批判が強まっておりますが、今後も財政状況の改善が続く

と見ております。

クロアチア共和国
組入2位・アクティブウエイト1位

概要 国土は九州の約1.5倍の大きさ、人口は約410万人。主要産業は観光業、造船業、石

油化学工業など。独立時の紛争等により経済発展が遅れていたものの、2015年に経済

成長率がプラスに転じて以降、経済は堅調に拡大している。2019年7月に、ユーロ採用

に向けた準備段階となる枠組みに参加する意向をユーロ圏加盟国などの関係国に伝え

た。早ければ2023年のユーロ採用をめざす。クロアチア 南部の都市ドゥブロヴニクはジ

ブリ映画の舞台になったとされる。

■米ドル建て同国国債の推移（過去3年）

（出所）外務省、J.P.Morgan、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー等の情報提供を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2016年6月30日～2019年6月28日）

（期間：2016年6月30日～2019年6月28日）

2013年のＥＵへの加盟以降、ＥＵ内での恩恵を受けファンダメン

タルズの更なる改善が期待されています。実際に、2019年3月

のＳ&Ｐに続き、6月にはフィッチにより同国が投資適格へ格上げ

されるなど、信用力の高まりが確認されております。

運用チームのコメント

運用チームのコメント

4/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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アクティブウエイト上位４ヵ国のご紹介②

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

（出所）外務省、J.P.Morgan、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー等の情報提供を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

※ 2019年6月末時点におけるアクティブウエイト上位4ヵ国を掲載しています。
※米ドル建て各国国債は、J.P. Morgan EMBI Global Diversifiedの国別指数を使用しています。
■上記は、過去の実績・状況または作成時点での⾒通し・分析であり、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。

（出所）外務省、J.P.Morgan、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー等の情報提供を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

アゼルバイジャン共和国
組入7位・アクティブウエイト3位

概要 カスピ海に接する旧ソ連構成国。国土は日本の約4分の1、人口は約990万人。主な宗

教はイスラム教シーア派。主要産業は石油･天然ガス、石油製品、鉄鉱など。通貨は

「マナト」。2000年代、カスピ海沖の石油ガス開発で経済は急発展を遂げ「コーカサスの

ドバイ」とも呼ばれていたがその後低迷、足下は徐々に回復に向かっている。

首都バクーは2025年の万博誘致都市として立候補していたが、大阪に敗北。2017年

よりＦ1レース「アゼルバイジャングランプリ」が開催されている。

■米ドル建て同国国債の推移（過去3年）

良好なバリュエーションに加え、財政再建や銀行業界の再

編、そして経常収支の改善や景気拡大を背景に信用力の

改善が期待できることから、同国を選好しています。

（期間：2016年6月30日～2019年6月28日） 運用チームのコメント
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カタール国
組入4位・アクティブウエイト4位

概要 国土は秋田県ほど、人口は約271万人。主要産業はＬＮＧ、石油、石油化学製品などだ

が、脱石油に備えた産業開発、輸出産業育成、教育の充実、高度な社会福祉制度の

見直し等を通じて、「持続可能な知識集約型社会」への転換を目指している。国際会議

のホストやスポーツ大会の開催等を積極的に推進し、カタールという国の存在を国際社

会にアピールすることに注力。

■米ドル建て同国国債の推移（指数開始来）

高い経済成長率、2022年サッカーワールドカップに向けた

インフラ開発、低い油田の損益分岐点価格などが経済

環境を後押ししていることを評価しています。中東を中心と

するイスラム圏の一部諸国からの国交断絶を受けてもなお、

良好な経済状況は継続しているため同国を選好していま

す。なお、同国を含む湾岸協力理事会（ＧＣＣ）諸国は

2019年1月より新興国債券指数（J.P. Morgan EMBI Global

Diversified）への組み入れが開始されております。

（期間：2019年1月31日～2019年6月28日）
運用チームのコメント

5/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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ご参考

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

指数におけるデフォルト国数およびマザーファンドでの組入比率

（期間：2004年～2018年）

6/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

米ドル建て新興国債券指数（J.P. Morgan EMBI Global Diversified）の構成国におけるデフォルト件数は低水準で
推移しており、2018年においては構成国におけるデフォルトはありませんでした。また、マザーファンドでのデフォルト国
の組入比率も低水準となりました。
※国のデフォルトという性質上、ＩＭＦ（国際通貨基金）の融資やリストラクチャリングによる経済環境の好転が期待できることがあり、デフォルトした銘柄を意図的に保

有することもあります。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での⾒通し・分析であり、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。

年 国数
*1

国名
*1

マザーファンドにおける

当時の組入比率
*2

2004 0 － －

2005 1 ドミニカ共和国 0.92%

2006 0 － －

2007 0 － －

2008 1 エクアドル 0.00%

2009 0 － －

2010 1 ジャマイカ 0.00%

2011 1 コートジボワール 0.00%

2012 1 ベリーズ 0.00%

2013 1 ジャマイカ 0.00%

2014 1 アルゼンチン 3.80%

2015 1 ウクライナ 1.46%

2016 1 モザンビーク 0.00%

モザンビーク 0.00%

ベリーズ 0.00%

ベネズエラ 0.84%

2018 0 － －

2017 3

 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）、エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）のベンチマーク：J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）
米ドル建のJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（出所：Bloomberg）を三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設
定日を10,000として指数化したものです。なお、ベンチマークは基準日前営業日の同インデックスの指数値を、為替は基準日の三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値を、それぞれ用いて計算しています。
 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジありのベンチマーク：J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円ヘッジあり・円ベース）
米ドル建のJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（出所：Bloomberg）をもとに三菱ＵＦＪ国際投信が対顧客先物相場の仲値と対顧客電信売買相場の仲値により計
算したヘッジコストを考慮して算出したうえ設定日を10,000として指数化したものです。なお、ベンチマークは基準日前営業日の同インデックスの指数値を、為替は
基準日の三菱ＵＦＪ銀行の対顧客先物相場の仲値と対顧客電信売買相場の仲値を、それぞれ用いて計算しています。
 米ドル建て新興国債券：J.P. Morgan EMBI Global Diversified
JPモルガンEMBI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米ドル建ての新興国国債および国債に準
じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した指数です。

J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーの指数、「信用格付会社等の提供する格付け等の情報」に関する免責事項等については、委託会社のホームページ
（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）でご確認ください。

本資料で使用している指数について

*1 指数におけるデフォルトが発生した国数、国名です。
*2 各組入比率は、指数におけるデフォルトが発生した国の当ファンドのマザーファンドにおける月末の組入比率です。
※デフォルトとは、債務不履行のことです。

（出所）Ｍｏｏｄｙ’ｓ、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

7/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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【ファンドの目的】

【ファンドの特色】

高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指し
て運用を行います。

特色１ エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投

資を行います。

■新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソ
ブリン債券への投資も行います。（一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。）新興国の現地（自国）通貨建債券
への投資は、行いません。

【エマージング・カントリー（新興国）】 一般的に、先進国と比較すると証券市場は未発達なものの、経済成長の著しい、あるいは可能性の高い新興諸
国を指します。

【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。

【準ソブリン債券】 政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券とします。

重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を
大幅に縮小する場合があります。

特色２ 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の

獲得を目指します。

■新興国の債券に投資することにより、相対的に高い利回りが期待されます。一般的に新興国が発行する債券は格付けが
低く、先進国等が発行する上位格付け債券と比較して高い利回りとなる傾向があります。したがって、相対的に高い投資
収益率が期待できる反面、デフォルトが生じるリスクも高いと考えられます。

■原則として、為替ヘッジは行いません。
米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。

■J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）をベンチマークとします。
ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。

■J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円ヘッジあり・円ベース）をベンチマークとします。
ベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません。

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、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、
特色１、特色２のような運用ができない場合があります。

特色３ 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に

関する権限を委託します。

■ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、1928年に創業した米国 古の運用機関の一つです。
徹底したリサーチを行い、グローバルな視点から、新興国債券の運用専任チームがポートフォリオ管理を行います。

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

共通の特色

8/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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特色４ 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

■毎月5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ありません。また、委託会社の判断により、分配を
行わない場合もあります。
７ページの「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。

特色４ 年１回の決算時(８月５日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

■分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、
分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市
況動向等により変更する場合があります。）

将来の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ありません。

「エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり」は上記１～４の特色に、下記の特色も加わります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

■為替ヘッジは、委託会社が行います。
■投資するマザーファンドでは、米ドル建資産以外の外貨建資産について、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場

合があります。（この場合においても、当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。）

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、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、上記
のような運用ができない場合があります。

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

異なる特色

9/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の
全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
なお、当ファンドはエマージング・ソブリン・オープン マザーファンドを通じて実質的な運用を行います。

ファンドのしくみ
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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。

債券の発行国の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動す
る可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性が

あります。
・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。

この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

【投資リスク】

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。当ファンドは米ドル建債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国
の金利等の影響を受ける場合もあります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準
の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、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。

流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリス
クのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは当ファンドの解約金額の規模によっては、組入
有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には当ファンドの基準価額の下落要
因となります。一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機
動的な売買が行えないことがあります。

信用リスク(デフォルト・リスク)

債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け（信用度）の変更や変更の可能性などにより債券価格が大きく変動し、当
ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、
デフォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、
債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことが
あります。

カントリー・リスク

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

共通のリスク

10/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

基準価額の変動要因

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。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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■その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

■リスクの管理体制
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。また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の
報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。なお、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しています
が、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています。

為替変動リスク

当ファンドは、主に米ドル建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、投資している有価証券の発行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。

当ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資していますので（ただし、これらに限定されるものではありません。）、為替変動リスク
が生じます。これら外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の
資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできま
せん。また、為替ヘッジを行うにあたり、ヘッジコストが発生する場合があります。円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の
金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、
為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

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。

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

異なるリスク

11/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型）

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
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【お申込みメモ】

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。

購
入
時

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
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。

換
金
時

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から信託財産留保額を差引
いた価額

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
に
つ
い
て

申込不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の
いずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。

申込締切時間
原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分
とします。

換金制限
各ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を
超える換金はできません。

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、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を
取消すことがあります。

そ
の
他

信託期間 2023年8月5日まで
■毎月決算型：2003年8月8日設定
■毎月決算型 為替ヘッジあり：2009年3月18日設定
■1年決算型：2003年8月8日設定

繰上償還
各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10億口を
下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあ
ります。

決算日
■毎月決算型／毎月決算型 為替ヘッジあり
毎月5日（休業日の場合は翌営業日）
■1年決算型
毎年8月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
■毎月決算型／毎月決算型 為替ヘッジあり
毎月の決算時に分配を行います。
■1年決算型
年1回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたって
は、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。）
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。

スイッチング
各ファンド間でのスイッチングが可能です。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やスイッチングの取扱いを行わない場合
があります。手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。なお、換金
時の譲渡益に対して課税されます。

◎お客さまが直接的に負担する費用

購
入
時

購 入 時

手 数 料

購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％）
販売会社が定めます。
※消費税率が10％となった場合は、上限3.30％
（税抜 3.00％）となります。

くわしくは、販売会社にご確認ください。

換
金
時

信託財産

留 保 額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に
0.5％をかけた額

◎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 )

日々の純資産総額に対して、年率1.6956％
（税抜 年率1.5700％）をかけた額
※消費税率が10％となった場合は、年率1.7270％

（税抜 年率1.5700％）となります。

その他の費用・

手数料

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担し
ます。
・監査法人に支払われる各ファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支
払われる手数料

・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管
機関に支払われる費用

・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・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。

※ 運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準価額に反
映されます。毎月決算型および毎月決算型 為替ヘッジありにおいては、毎決算時または償
還時に、1年決算型においては、毎計算期間の 初の６ヵ月終了時、毎決算時または償還
時に各ファンドから支払われます。

※ 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。なお、各ファンドが負担する費用
（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照くだ
さい。

【ファンドの費用】

本資料に関するご注意事項

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料です。投資信託
をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする 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。
●本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。●本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。

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

12/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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商号
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 ○

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 ○ ○

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 ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6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 ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社（ダイレクトコース） 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251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 ○ ○ ○

岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○

株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（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 ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○

京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52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 ○ ○

株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第15号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56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 ○

寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第7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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11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 ○

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 ○

株式会社仙台銀行（※） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第16号 ○

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578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 ○ ○

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○ ○ ○

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 ○

株式会社トマト銀行（インターネット専用） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11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 ○

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 ○ ○

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○ ○

ファンド名称：エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

登録番号等

【販売会社情報】

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

13/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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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 ○

株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第10号 ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164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 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

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 ○

三津井証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第14号 ○

株式会社三菱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 ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第10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 ○ ○

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 ○

株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41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 ○

株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611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 ○

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 ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第78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 ○

商号
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

ファンド名称：エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

登録番号等

商号
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 ○

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 ○ ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12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 ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6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 ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○ ○

臼木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第31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 ○ ○ ○

岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○

おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 ○

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○

株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（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 ○

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 ○ ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第35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 ○

京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56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 ○

寿証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第7号 ○

株式会社西京銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第7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 ○

ファンド名称：エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

登録番号等

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

14/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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機 長

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 ○

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21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 ○

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 ○

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 ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11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 ○

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 ○

株式会社仙台銀行（※） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第16号 ○

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○

株式会社大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61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 ○

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 ○

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 ○

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　 ○

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17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 ○

株式会社栃木銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第57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 ○

株式会社トマト銀行（インターネット専用） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11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 ○ ○

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○

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 ○ ○

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 ○ ○

株式会社東日本銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52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 ○

株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第10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 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164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 ○ ○ ○

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 ○

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 ○

三津井証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第14号 ○

株式会社三菱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 ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第10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 ○ ○

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 ○

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 ○

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 ○

株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611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 ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○

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 ○

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

15/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。

商号
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

証券株式会社 金融商 業者 東財務 金商 第

ファンド名称：エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

登録番号等
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商号
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 ○

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 ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○

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 ○ ○

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 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56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 ○

十六ＴＴ証券株式会社（ラップ専用） 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188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 ○

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 ○

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 ○ ○ ○

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 ○

株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15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 ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164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 ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

リーディング証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第78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 ○

ファンド名称：エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）

登録番号等

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

委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客さま専用フリーダイヤル：
0120-151034(受付時間／営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス：
https://www.am.mufg.jp/

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

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）／(毎月決算型）為替ヘッジあり／（１年決算型）

16/16※後記の「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。


