
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

C

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式

プレミアム企業のご紹介

※当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
※本資料は「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」の概要について投資家のみなさまにご紹介するために
作成したものです。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。
・モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり）を「為替ヘッジあり」およびモルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジなし）を「為替ヘッジなし」、ならびにこれらを総称して「当ファンド」ということがあります。

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ＆Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基
づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するもので
はありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、
又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格
付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号
に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外
の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさない
ための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権
その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

当賞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、2018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が判断したものです。国際株式型（グロー
バル・除く日本） 部門は、2018年12月末において当該部門に属
するファンド926本の中から選考されました。

Morningstar Award “Fund of the Year 2018”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。

「投資信託部門」では2017、2018、2019年それぞれの3月末時点に
おける１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位
75％に入っているファンドに関して、2019年3月末における3年間
の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、
シャープ・レシオを採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上
の期間を有し、残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50％以上
の条件を満たすファンドとしている。確定拠出年金専用ファンド、
SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信を対
象にしており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

優秀ファンド賞
受賞

優秀ファンド賞
受賞

国際株式型
（グローバル・除く日本） 部門

投資信託部門
外国株式

受賞歴 ーモルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）ー

ファンド情報提供資料
2019.07 （データ基準日：2019.05）

Morningstar Award 
“Fund of the Year 2018” Ｒ＆Ｉファンド大賞2019



・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年5月末時点の組入上位10銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、
スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが定義した区分に基づいています。・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

※後記の【本資料に関するご注意事項等】

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

D

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○英国の日用品大手で約200年の歴史を有するグローバル企業。

着圧ソックスの「メディキュット」、石鹸の「ミューズ」、フットケアの

「ドクターショール」、洗剤の「フィニッシュ」、除毛剤の「ヴィート」、

などを展開。ニキビ薬の「クレアラシル」、鎮痛剤の「ニューロフェン」

など、利益率の高い店頭薬品でも有力なブランドを保有しています。

○高いブランド力による優位性や、経営陣による優れた資本活用

（有効なM&Aや事業の取捨選択）などによって、継続的な利益成長

が期待され、特に店頭薬品事業の拡大が評価されます。

高いブランド力

生活必需品等の個人向けビジネスで
は、顧客の嗜好の変化や景気変動に
左右されにくい高いブランド力を
持つ企業が多い傾向にあります。

高い利益率

独自のビジネスモデル、強固な
販売網、参入障壁の高い業種、質の
高い経営陣などが、高い利益率を
維持する要因として挙げられます。

豊富な手元資金

潤沢なフリー・キャッシュフローは 、
株主還元や事業への再投資の
原資となり、企業価値の判断に
役立ちます。

・基準価額（分配金再投資、１万口当たり）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。

当ファンドにおいてのプレミアム企業

当ファンドの基準価額（分配金再投資）の推移 （期間：2012年2月17日（設定日）～2019年5月31日）

高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、
持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業をさします。

◆当ファンドで選ばれる企業の特徴

・上記はプレミアム企業のイメージをあらわしたものです。

銘柄紹介 レキットベンキーザー・グループ(英国/生活必需品)
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組入比率|為替ヘッジあり：7.9％/為替ヘッジなし：8.1％

・上記の画像は日本で扱うブランドに限られ、他国で
扱うブランドとは異なります。



当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクター分類に基づいています。・国・地域はモルガン・
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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。
の内容を必ずご覧ください。

（出所）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドの資料、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、各社ＨＰ等を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

E

フィリップ・モリス・インターナショナル (米国/生活必需品)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○世界最大級のたばこ会社。1972年より売上高トップを維持（2018

年度時点）する紙巻たばこ「マールボロ」など、世界中で愛される

ブランドを多数保有しています。近年は加熱式たばこ「ＩＱＯＳ

（アイコス）」に注力。ＩＱＯＳは、日本国内で300万人以上に嗜好され

ており、他地域でも急速に拡大しています。

○ＩＱＯＳの売上増加が市場期待を下回った際などに株価が急落しまし

たが、実際にはＩQOSの売上は着実に増えています。企業経営で

ESGが重視される中、たばこのマイナス要素の回避を目指す取り

組みで、長期的な業績向上が期待されます。

マイクロソフト(米国/情報技術)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○世界最大級のソフトウェア会社。圧倒的なシェアの製品を数多く

有しており、パソコン用基本ソフトウェア「Windows」、業務用アプリ

ケ ー シ ョ ン の 「 Office 」 、 Office を ク ラ ウ ド で 提 供 す る

「Office365」、クラウド構築システムの「Azure」、ゲームの

「Xbox」シリーズなどを展開しています。

○コスト削減、事業選択に加え、クラウド関連事業では収益のサブスク

リプション＊化に貢献して、景気敏感性が緩和し、市場予想以上の業績

を維持しています。またAzureは、「AWS(Amazon Web Services)」

に次ぐシェア第2位で、ＡＷＳのシェアに着実に迫っています。
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組入比率|為替ヘッジあり：7.4％/為替ヘッジなし：7.5％

組入比率|為替ヘッジあり：5.8％/為替ヘッジなし：6.0％

＊ 製品やサービスなどの一定期間の利用に
対して、代金を支払う方式。



・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年5月末時点の組入上位10銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、
スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが定義した区分に基づいています。・写真は一部イメージです。・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・

※後記の【本資料に関するご注意事項等】

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

F

ＳＡＰ(ドイツ/情報技術)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○ドイツを基盤として世界的に展開するソフトウェア会社で、ビジネス

ソフトウェアの開発や企業へのコンサルティング等の事業を行って

い ま す 。 主 力 事 業 で あ る ERP （ Enterprise Resource

Planning：業務基幹システム）ではオラクルとともに世界最大手と

なっています。

○ビジネス環境が急速にクラウド化する中で顧客企業のクラウド化

サポートが好業績に貢献。ERPを導入した顧客はシステムを更新し

続けることが多いため収益が維持され易く、テクノロジー企業特有

の収益の景気敏感性が緩和されています。

ユニリーバ(英国/生活必需品)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○約190の国・地域にブランドを展開し、毎日25億人が製品を使って

いる世界最大級の消費財メーカーであり、世界での年間売上が

509億ユーロ（約６兆1569億円*）を超えます。主要ブランドは、

スープの「クノール」、紅茶の「リプトン」、ボディソープの「ダヴ」、

シャンプーの「ラックス」などです。
＊2019年5月末の為替レート1ユーロ＝120.96円で換算

○グローバルブランドを各国の消費者にきめ細やかに合わせて展開

する戦略で、ブラジルやインド、中国へも50年以上前に進出し、現在

では売上の約60%を新興市場が占めています。
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組入比率|為替ヘッジあり：5.6％/為替ヘッジなし：5.7％

組入比率|為替ヘッジあり：5.2％/為替ヘッジなし：5.3％



当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクター分類に基づいています。・国・地域はモルガン・
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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。
の内容を必ずご覧ください。

（出所）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドの資料、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、各社ＨＰ等を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G

ビザ (米国/情報技術)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○200以上の国・地域で国際カードブランド「ビザ」を展開する会社。

クレジットカード、デビットカードなどの決済サービスを提供してい

ます。

○店舗の取り扱いや消費者の保有が多いブランドに優位性があり、

新規参入は非常に困難なことから、その優位性が維持されやすいと

いう特徴があります。また、高い利益率が潤沢なフリー・キャッシュ

フローをもたらし、株主利益の増大に貢献しています。また、欧州地域

の別組織として分離していたビザ・ヨーロッパを2016年に買収して

収益性を高めつつあり、今後の業績向上への貢献が期待されます。

アクセンチュア (米国/情報技術)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○創業期からの主要事業であるITサービスに加え、経営戦略・マーケ

ティングなど多様な業務を支援。コンサルティングからアウトソー

シングまで高いクオリティで提供できる競争力、特にデジタル・

クラウド・セキュリティー分野が評価されています。

○多くの世界大手企業と取引があり、売上の約4割を継続的サービス

が占め、業績の安定化に貢献しています。また、デジタルマーケ

ティングでは既存広告会社のシェアを奪っています。
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組入比率|為替ヘッジあり：5.0％/為替ヘッジなし：5.1％

組入比率|為替ヘッジあり：4.6％/為替ヘッジなし：4.7％



・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年5月末時点の組入上位10銘柄と直近の運用報告書で公開された組入銘柄（2019年2月25日時点）を紹介した
業分類基準）のセクター分類に基づいています。・国・地域はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが定義した区分に基づいています。・写真は一部
替・税金・手数料等を考慮しておりません。 ※後記の【本資料に関するご注意事項等】

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

H

バクスターインターナショナル(米国/ヘルスケア)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○主に透析関連、点滴関連でシェアが高く競争力があり、グローバルに

展開しています。製品の信頼性が重要であるため新規参入が困難で、

業界大手である同社は高い信頼性を誇ります。

○製品が継続的に消費されるため業績は安定的です。またグローバル

に必須な商品・サービスであるため、貿易摩擦に需要が影響される

可能性が極めて低いという魅力もあります。

ハイネケン(オランダ/生活必需品)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○オランダの飲料メーカ―。300以上のブランドを世界中に持ち、

ビール、蒸留酒、ワイン、ノンアルコール飲料を製造しています。代表

的な商品であるビールの「ハイネケン」は、毎日約2,500万本飲まれ

ています。

○事業の買収等により地域分散に注力しており、成長性・利益率が

低い西欧市場への依存度低下が評価されます。売上割合が高まった

アジア・パシフィックとラテンアメリカではハイネケン・ブランド育成

スキルを現地ブランドに導入して、成長性・利益率ともに向上

しました。
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組入比率|為替ヘッジあり：3.8％/為替ヘッジなし：3.9％

組入比率|為替ヘッジあり：3.6％/為替ヘッジなし：3.7％



ものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。・業種はＧＩＣＳ（世界産
イメージです。・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。また、為
の内容を必ずご覧ください。

（出所）モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドの資料、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、各社ＨＰ等を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

I

ダナハー(米国/ヘルスケア)

株価の推移（2012年2月17日～2019年5月31日）

○米国を基盤として、ライフサイエンス（具体的にはバイオプロセッシング＊）、

臨床検査器具（血液検査、免疫検査、遺伝子検査など）、環境・

水質検査、歯科関連（インプラント・歯科矯正）の事業を手掛ける

ヘルスケア企業。有効なM＆Aで業容を拡大しています。

○積極的なM＆Aを通じ、売上高を増やしており、近年ではライフ

サイエンス事業を拡大しています。2019年2月には、ゼネラル・

エレクトリック（GE）のバイオプロセッシングの事業を買収すると

合意し、株価は急騰しました。

＊ 細胞培養、DNA抽出などでバイオ薬品の製造過程を補助し、ヘルスケア業界の中でも

成長期待が高い分野です。

※上記は2019年5月末時点での組入上位10銘柄に加え、当ファンドの直近の運用報告書で公開された組入銘柄（2019年2月25日時点）も含めて、
プレミアム企業との関わりのイメージを説明しています。赤字は企業名、青字はブランド名です。

パパ ママ ぼく（わたし）

7:00
朝食後、フィリップモリス・インター
ナショナルの電子タバコＩＱＯＳで
一服。

朝食を済ませて、レキットベンキー
ザー・グループの洗剤フィニッシュ
を食洗機に投入。

朝食で、ユニリーバのリプトンを
飲んだよ！

9:00

出勤。オートマチック･データ･プロ
セシングの勤怠システムに出社
時間を記入。
レ レッ クスの調査結果 を元 に、
更なる顧客満足度向上を目指す。

子供を仲の良いお友達の家へ送る。
お友達は最近ダナハーの傘下企業
の製品で歯の矯正を始めたそうだ。

お気に入りのナイキの靴を履いて
お友達の家へ。

11:00 アクセンチュアに経営戦略を相談。
大好きな買い物へ。お気に入りの
ロレアルのランコムのリップを購入。

マ イ ク ロ ソ フ ト の Xbox で 対 戦
ゲーム！

13:00
ランチ後、ブリティッシュ・アメリカ
ン・タバコのケントで一服。
午後はＳＡＰのERP導入を検討。

愛犬を動物病院へ。
ゾエティスのワクチンを注射。

ゲームの後は、映画を皆で鑑賞。

19:00
夕食は家族でディナー。
ハイネケンのビールで乾杯。
ビザのクレジットカードでお支払い。

ペルノ・リカールのカクテルで乾杯。 ぼくは大好きなコカ・コーラで乾杯。

23:00
久しぶりに母親に電話。
バクスターインターナショナルの
製品での透析治療は順調のようだ。

週末の予定を考えながら就寝。
今日はちょっぴり夜更かししすぎ
ちゃったかな？もう寝よう～。

（ご参考）ある家族の１日とプレミアム企業との関わり

（米ドル）
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組入比率|為替ヘッジあり：3.5％/為替ヘッジなし：3.6％



モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

J

設定・運用は

ファンドの費用

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。

信託財産留保額:ありません。

運用管理費用（信託報酬）:

各ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.944％（税抜 年率
1.800％）をかけた額 ※消費税率が10%となった場合は、年率1.980％（税

抜 年率1.800％）となります。

その他の費用・手数料:
・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。

※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。

投資リスク

基準価額の変動要因：ファンドの基準価額は、株式市場の相場変動による
組入株式の価格変動や為替相場の変動等により上下します。また、組入有
価証券の発行者等の経営・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。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、株価変動リスク、為替変動リスクです。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。

本資料に関するご注意事項等

■本資料は三菱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。■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。

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
世界各国の株式のうち、プレミアム企業の株式に投資を行い、
中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

銘柄の選定に際しては、長期保有を視野に徹底的なボトム
アップ・アプローチを行い、利益成長の持続可能性を多面的
に分析します。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・
リミテッドに運用指図の権限を委託します。

為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジあり」および「為替
ヘッジなし」があります。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、
特色2、特色4のような運用ができない場合があります。

年１回決算を行い、収益の分配を行います。

◆毎年2月23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、
残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

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。

1

2

3

4

5

販売会社一覧

ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について：
Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.
とS&P（Standard & Poor’s）が開発した業種分類です。GICSに関する知
的財産所有権はMSCI Inc.及びS&Pに帰属します。

商号 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

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 ○

株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第8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（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30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 ○ ○

七十七証券株式会社（6月17日から取扱開始） 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37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 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6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 ○

西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号 ○ ○

広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44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 ○

株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2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 ○

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 ○ ○ ○ ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第180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 ○ ○ ○ ○

（2019年5月31日時点）投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで


