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基準価額（分配金再投資）(円)【左軸】

ＴＯＰＩＸ（配当込み）【左軸】

米製造業ＰＭＩ【右軸】

・ＴＯＰＩＸ（配当込み）は

2015年9月24日（設定日前営業日）

=10,000として指数化

【TOPIX】

基準価額とＴＯＰＩＸ、米製造業ＰＭＩの推移（上図）と当ファンドの業種別比率の推移（下図）

【当ファンド*1】

業種別比率（2019年6月末時点）

Ａ当ファンドはTOPIXよりも世界の景気に左右されやすい銘柄を
組み入れていることから軟調な推移となりました。

Q2018年以降のパフォーマンスがＴＯＰＩＸよりも軟調なのは

どうしてですか

騰落率 当ファンド ＴＯＰＩＸ

2016年 3.6% 9.8%

2017年 32.6% 22.2%

2018年 -30.8% -16.0%

2019年 4.9% 5.2%

（期間：2015年9月25日（設定日）～2019年6月28日）

2017年

・当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・2016年の騰落率は2015年9月24日（設定日前営業日）～2016年12月30日までの騰落率を使用しています。なお、当ファンドの騰落率は2015年9月24日（設定日
前営業日）を10,000として計算しています。・2019年の騰落率は2018年12月28日～2019年6月28日までの騰落率を使用しています。

2018年

ＩＳＭ製造業景況感指数とは

全米供給管理協会（ＩＳＭ）が

発表している米国の製造業

の景況感を示す指数です。

一般的に、本指数が50を

上回ると景気は良好、50を

下回ると景気の悪化を示唆

するといわれています。

好景気

不景気

*1当ファンドの2019年6月末時点の業種別比率は、電気機器とそれ以外の業種をその他で表示しています。

（期間：2015年9月末～2019年6月末）

景気に左右されやすい銘柄によるマイナスの影響

当ファンドは、TOPIXに比べて「電気機器」等の世界景気に左右

されやすい業種が多く含まれています（右図）。

それは、当ファンドが、“エネルギー情勢の変化”をテーマに銘柄

を組み入れているためです。一般的に、エネルギー関連企業の

株価は資源価格の影響を強く受けることから、世界景気に左右

されやすい銘柄と言えます。

足下、米中貿易摩擦や米国の過去の利上げ等で世界景気が減速

局面にさしかかっていることから、当ファンドには厳しい環境と

なりました。

下図は、今後の世界の景気動向を知る上で、最も重要な指標の

一つである、米国のＩＳＭ製造業景況感指数（米製造業ＰＭＩ）と

の比較です。

2019年

当ファンドでは、設定から
「電気機器」の銘柄を多く
組み入れています。

電気機器

・日本株式全体の値動きを説明する為にＴＯＰＩＸ（配当込み）を使用しています。なお、同インデックスは当ファンドのベンチマークではありません。・基準価額（分配金再投資、
資したものとして計算しています。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、東証33業種で分類して
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。・【本資料に関するご注意事項】の内容を必ず
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（円）再生可能エネルギーの開発・運営を手掛ける新電力会社

 世界景気に左右されにくい内需銘柄であり、景気拡大局面にも
関わらず、2017年は株価軟調、景気減速局面の2018年は株価
好調。

 2018年は大規模太陽光を新たに２件運転開始したほか、
大型バイオマス２件が建設工事進行中。

工場自動化向けのＦＡ（ファクトリー・オートメーション）
センサーなどの省エネ部品の需要が拡大

 景気拡大局面の2017年は株価好調、景気減速局面の
2018年は株価軟調。

 2018年において、米中貿易戦争により、減収減益と
なった同業他社と比較すると、同社は中小規模の案件
を巧みに取り込んだほか、同社のセンサーなどは相対
的に単価が低く、需要変動が小さいという強みを発揮。

組入上位3銘柄の株価推移

レノバ 組入1位（組入比率：7.9％）

自動車の電動化・電装化の進展でセラミックコンデンサ*3

の搭載数が増加傾向

 景気拡大局面の2017年と景気減速局面の2018年の株
価はともにほぼ横ばいで推移。

 2018年の下げ幅が限定的であったのは、景気減速局面にも
関わらず、自動車の電装化の進展により車載用コンデンサが
大幅に増加したことなどから2018年度の売上高と純利益は
過去最高を更新したため。一方で景気減速の影響でスマー
トフォンの販売台数減少などにより一部事業の業績は悪化。

*3 コンデンサとは電気を蓄えたり、放出したりする電子部品のことであり、
電子機器に欠かせない部品のひとつです。

FIT*2が2020年度の法改正で終了し今後は卸市場価格が基準価格
を下回った際に補填される制度に移行する見通しであるとの報道が
ありますが、稼働済・FIT認定取得済の発電設備について、期間中の買
取が打ち切られたり価格が低下したりするものではなくFIT終了が今
後の導入に与える影響は極めて限定的であると考えています。

*2 再生可能エネルギーで生み出した電気を、電力会社が一定の価格で長期間
買い取ること。

騰
落
率

2017年 ―

2018年 171%

2019年 -2%

2017年 2018年 2019年

・2017年2月23日上場のため、株価は取得可能な2017年2月23日から掲載しています。

（期間：2015年9月25日～2019年6月28日）

（期間：2015年9月25日～2019年6月28日）

（期間：2015年9月25日～2019年6月28日）

村田製作所 組入2位（組入比率：4.0％）

キーエンス 組入3位（組入比率：3.6％）

・上記は2019年6月末時点における当ファンドの組入上位3銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、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。・2019年の騰落率は2018年12月28日～2019年6月28日までの騰落率を使用しています。

騰
落
率

2017年 -3%

2018年 -1%

2019年 -3%

騰
落
率

2017年 57%

2018年 -12%

2019年 19%

2017年 2018年 2019年

2017年 2018年 2019年

（出所）Bloomberg、東京証券取引所のデータ、企業HP、各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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
います。・上記は指数を使用しています。・指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。・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
ご覧ください。

世界景気の影響を受けにくい銘柄と左右されやすい銘柄では、世界景気の拡大局面の2017年と減速局面で
ある2018年のリターンの特徴が大きく異なります。
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電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド車（PHV(PHEV)）の販売台数は、2018年は前年比
46％の増加となりました。
またＥＶ車の部品の一つであるリチウムイオン電池も、同24％の増加と堅調な伸びとなっています。

次世代モビリティ
注目投資テーマ

1

EV／PHV（PHEV） 販売台数の推移

（出所）Bloomberg New Energy Financeのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2015年～2018年）

・上記の注目投資テーマは一例であり、すべての投資対象を網羅するものではありません。また、上記注目投資テーマは2019年6月末時点のものであり、将来変更される場合がありま
・【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。

（出所）(株)矢野経済研究所「リチウムイオン電池主要4部材世界市場に関する調査（2018年）」2018年11月9日発表
を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2015年～2018年）

リチウムイオン電池主要4部材*1の世界市場規模推移

（億円）

※2019年6月末の為替レート1米ドル＝107.85円で換算

当ファンドでは、投資環境に応じて注目投資テーマを策定し、そのテーマに沿った銘柄を選定
します。現在の注目投資テーマは下記の３つです。

現在の３つの注目投資テーマの関連事業では、

2018年も引き続きポジティブな変化が見られました。

注目投資テーマの足下の状況はどうでしたか？

+ ％

+ ％

+ ％

+ ％

+ ％

+ ％

Ａ
Q

*1正極材、負極材、電解液、セパレーターをさします。
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日本政府が2030年時点で再生可能エネルギー電源の比率を22～24％に高める方針を打ち出
している中で、2018年の再生可能エネルギー比率は前年の16.4％から17.4％に増加しました。

異業種の電力・ガス分野への参入が相次いでお
り、小売電気事業者は、2018年では前年比
102社の増加と一定数の増加を遂げています。
また、電力の小売りも進んでおり、自由化された
2016年4月以降の切り替え率は全国平均で
20%を突破し、自由化の成功例とされる英国
に迫るペースで進んでいます。

エネルギー源の多様化
注目投資テーマ

2

エネルギーインフラの規制緩和
注目投資テーマ

3

日本の全発電に占める自然エネルギー（再生可能エネルギー）*2の割合の推移

（出所）認定NPO法人 環境エネルギー政策研究所(ISEP)のＨＰより三菱ＵＦＪ国際投信作成

中国、インドなどの新興国では、経済成長しながら、温暖化防止に向けＣＯ2排出量を抑えるため、
省エネ技術導入の一環として、省エネ性能に優れるロボットなどの製品の需要が増加基調にあり
ます。しかしながら、世界の産業用ロボットの販売台数は、中国景気の成長鈍化を受け、中国で伸び
が弱まったことで、2018年は前年比で約1％とわずかな伸びにとどまりました。

（期間：2014年～2018年）

世界の産業用ロボットの販売台数の推移
（期間：2014年～2018年）（千台）

（件）
登録小売電気事業者の事業開始年（2019年7月1日時点）

（出所）経済産業省 資源エネルギー庁のＨＰより三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2016年～2018年）

（出所）IFR and national robot associations

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。 ・画像はイメージです。

+ ％

*2自然エネルギー（再生可能エネルギー）とは水力、バイオマス、地熱、風力、太陽光をさします。



 世界的に強化基調にある環境規制への対応のため、次世代モビリティへの投資は旺盛です。
 日本国内でも、経済産業省と国土交通省が2030年度までに燃費を約3割改善することを自動

車メーカーに義務付ける新基準を示しています。政府は2030年に国内販売に占めるEVの割合
を全体の2-3割に高める目標を掲げており、現行の規制を上回る厳しい環境基準を設けて後押
しする狙いです。

個別銘柄事例～トヨタ自動車 組入5位 2.9％（2019年6月末現在）

自社の世界販売台数の半分を電動車にする目標時期を2025年と従来から5年前倒しすることを表明しました。

主要国の環境規制の強化や競合他社の急速なEVシフトが進んでいることから、同社の電動化への舵切りは喫緊の

課題です。

同社以外の国内メーカーでは、日産自動車が2022年度の世界販売の3割をEVかHVに、ホンダも2030年には世界

販売の15％をEVとFCV（燃料電池自動車）にする計画を掲げています。

次世代モビリティ
注目投資テーマ

1

引き続き有望な投資テーマであると考えています。

注目投資テーマの今後の見通しについて教えてください

日本：2030年目標：
26％減（2013年比）

主要国・地域の温室効果ガス（GHG)＊1の削減目標

米国：2025年目標：
26～28％減（2005年比）
※2017年6月、パリ協定から離脱

ＥＵ：2030年目標：40％減
（1990年比）

中国：2030年目標：CO2 削減
率でGDP当たり60～65％減
（2005年比）

＊1 温室効果ガス（GHG）とはCO2をはじめとする6種類。 （出所）UNFCCC（気候変動枠組条約）等の資料を基に三菱UFJ国際投信作成

・上記の注目投資テーマは一例であり、すべての投資対象を網羅するものではありません。また、上記注目投資テーマは2019年6月末時点のものであり、将来変更される場合がありま
組み入れることを保証するものではありません。 ・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

Ａ
Q
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 2012年と比べてESG（環境・社会・ガバナ
ンス）投資は1,000兆円以上増加し、グリー
ンボンド*2発行量は50倍に拡大するなど、
環境や社会への貢献度の度合いで投資企
業を選定する「ESG投資」は拡大しました。

 2030年における総発電量の22～24％
を再生可能エネルギーで賄うという政府の
方針に沿って、企業の再生可能エネルギー
の活用は今後も増加すると考えています。

 省エネ推進等の背景から需要が拡大してい
る産業用ロボットの世界全体の推定年間販
売台数は、景気回復が追い風となり2019
年から2021年までに約30％超の伸びが
期待できます。(右図）

 2016年4月に電力小売りが全面自由化さ
れ、既存の電力会社やガス会社、石油、情報
系の多くの企業が電力小売ビジネスに参入
しています。

 単に電力を供給するだけでなく、どのような
付加価値を付けてサービスを提供するかと
いうビジネスモデルが重要になっています。

 また新たな電力関連ビジネスへのITの活用
が重要な課題となりつつある中、電力を効率
的に利用する「エネルギーマネジメント」を行
う事業が広がっていくと考えています。

個別銘柄事例～キーエンス 組入3位、3.6％（2019年6月末現在）

米中貿易摩擦により同業他社が減収減益となる中、同社はＦＡセンサーなどの中小規模の案件を巧みに取り込み増収増益

となりました。同社は生産現場や開発分野向けのセンサや各種測定機器、研究開発用の顕微鏡等を独自開発しています。

その全てがオリジナル品で、80％以上の粗利率を可能とする「商品力やそれを支える開発力と生産力」、顧客への「ソ

リューション提案力」が強みです。世界の産業用ロボットの需要増加に伴い同社の業績も更に拡大していくと考えています。

個別銘柄事例～シンメンテHD 組入9位、2.4％（2019年6月末現在）

「店舗メンテナンスサービス」をワンストップで提供するという事業モデルをさらに追及するとともに、東京電力エナジー

パートナーおよび西部ガスといった異業種と業務提携し、電力・ガス会社が提供する「緊急メンテナンスサービス（24時

間365日様々な不具合に迅速に対応するサービス）」の実務も手掛けています。今後も電力ガス小売りへの異業種参

入が進むほど、同社の「緊急メンテナンスサービス」への需要は高まっていくものと考えます。

エネルギー源の多様化
注目投資テーマ

2

エネルギーインフラの規制緩和
注目投資テーマ

3

世界全体の産業用ロボットの推定年間販売台数（予測値）

（出所）IFR and national robot associations

（期間：2019年～2021年）

地域エネルギーマネジメント事業*3における
設備･システム構築市場規模推移

（期間：2015年度～2030年度）

（出所）(株)矢野経済研究所「地域エネルギーマネジメント事業に関する調査
（2018年）」2018年10月12日発表を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

予測値

す。 ・上記で掲載している企業名は当ファンドの投資テーマを理解していただくため記載したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を
ありません。・画像はイメージです。 ・【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。

（千台）

（億円）

*2グリーンボンドとは、企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェ
クトに要する資金を調達するために発行する債券です。

*3地域エネルギーマネジメント事業とは、スマートコミュニティ（エネルギーの効率的なシステム）事業の中で、電力自営線を使用して、地域の需要に
合わせて管理制御したエネルギーを供給する事業です。
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ＴＯＰＩＸ（配当込み）【左軸】

米政策金利【右軸】

・ＴＯＰＩＸ（配当込み）は2004年6月30日=100として指数化

（％）

2020年初には米製造業PMIの上昇＝
景気拡大を予想

米政策金利を引き下げている2008年12月

以前は、景気は冷え込み、米製造業ＰＭＩは下落

基調が続きました。米政策金利が0.00-0.25％

に引き下げられた2008年12月以降は、米製造

業ＰＭＩは底打ち、上昇に転じています。また、日

本株式市場全体も、世界景気の回復期待を背景

に、底打ちしました。米国ではＦＯＭＣ参加者によ

り2019年内の利下げの可能性が示唆されてお

り、 2020年以降の利下げ終了後は世界景気も

回復基調（＝米製造業ＰＭＩの回復）に転じ、株価

を下支えすると見込んでいます。

米国金利の引き下げ等による世界景気の回復は
当ファンドの投資テーマにプラスに働くと期待されます

今後の当ファンドの投資環境はどのようになるのでしょうか。

ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）参加者による
ＦＦ金利見通し分布（単位％、2019年6月時点）
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・●がＦＯＭＣ参加者17名の見通し、現行水準は2.375％（レンジ
2.25-2.5％）です。

ＴＯＰＩＸ、米政策金利、米製造業ＰＭＩの推移

・日本株式全体の値動きを説明する為にＴＯＰＩＸ（配当込み）を使用しています。なお、同インデックスは当ファンドのベンチマークではありません。・上記は、過去の実績・状況または作成時点
いては【本資料で使用している指数について】をご覧ください・【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。

（期間：2004年6月30日～2019年6月28日）
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米製造業ＰＭＩ



 当時よりモーター大手。当該期間（2009年以降）
は世界景気の回復に伴い、主力のHDD（ハード
ディスクドライブ）用モーターが、主な用途であるパ
ソコン市場においてネットブックの伸長や新興国の
需要増などにより拡大基調。加えて同社が推し進
めるＷＰＲ活動（売上がピーク水準に戻った時に営
業利益率がピークの倍を目指す収益構造改革）の
成果を好感し株価は大幅上昇。

 ＦＡ（ファクトリー・オートメーション）センサーなど検
出・計測制御機器大手。

 中国における製造業の人件費上昇等を背景とした
世界的な自動化･省力化投資拡大の流れが株価上
昇の追い風に。

日本電産 組入4位（組入比率：3.1％）

 当時も現在と同様、コンデンサが主力。当該期間
（2009年以降）は携帯電話からスマートフォンへの
移行時期であり、スマートフォンのような高機能電
子機器では同社が強みとするコンデンサ（中でもＭ
ＬＣＣ）の使用量が２倍強と需要増加期待から、株
価上昇。景気回復に伴い、電子部品セクターの受
注トレンドや在庫・出荷循環の底打ちしたことも株
価上昇の背景。

（期間：2009年1月5日～2009年10月30日）

（期間：2009年1月5日～2009年10月30日）

（期間：2009年1月5日～2009年10月30日）

村田製作所 組入2位（組入比率：4.0％）

キーエンス 組入3位（組入比率：3.6％）

・上記は2019年6月末時点における当ファンドの組入上位銘柄のうち、株価推移が取得可能な銘柄を掲載しています。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。

（出所）Bloomberg、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のデータ、企業HP、各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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。・上記は指数を使用しています。指数につ

2009年初来から2009年10月末までの世界景気回復期において、当ファンドが組み入れていた銘柄の株価

は上昇しました。

過去の世界景気回復時には当ファンド組入銘柄も大きく上昇

【本資料で使用している指数について】
ＴＯＰＩＸ（配当込み）：東証株価指数（TOPIX、配当込み）
東証株価指数（TOPIX、配当込み）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。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。
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追加型投信／国内／株式

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

わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式のうち、エネルギー関連企業の株式
を主要投資対象とします。
＜エネルギー関連企業とは＞
当ファンドにおいて、エネルギー関連企業とは、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに対応する
ことで収益拡大が期待される日本企業をいいます。

企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い
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のような運用ができない場合
があります。

年2回決算を行い、収益の分配を行います。
■ 毎年3月19日および9月19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。
• 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。

投資リスク

原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、
当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向
等により変更する場合があります。）

基準価額の変動要因：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等により上下し
ます。また、組入有価証券等の発行者等の経営・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、信用リスク、流動性リスクです。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。

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。

特色①

特色②

特色③



ファンドの費用

本資料に関するご注意事項

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）
※消費税が10％となった場合は、上限3.30％（税抜3.00％)となります。
（購入される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。）

換金時
信託財産
留保額

ありません。

■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

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1.566％（税抜 年率1.450％）をかけた額
※消費税が10％となった場合は、年率1.595％（税抜 年率1.450％)となります。

その他の費用・
手数料

以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる当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、当ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時に当ファンド
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、当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。

■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。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。

販売会社は右記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先でご確認いただけます。

●販売会社（購入・換金の取扱い等） ●設定・運用は




