販売用資料

追加型投信／海外／債券 ●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
追加型投信／国内／債券 ●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）

当ファンドのポイントと今後の見通し

データ基準日：2015年6月30日

世界投資適格債オープン（通貨選択型）は、為替取引*の対象通貨が異なる6つのコース（「各通貨コース」といいます。）とマネー・プール・ファンドⅡの計7本
のファンドから構成されています。以上を総称して「当ファンド」ということがあります。また、各々を「各ファンド」ということがあります。
*円コースが投資を行うワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（JPYクラス）は、原則として対円で為替ヘッジを行います。

ファンドのポイント
【ポイント１】
各通貨コースは、日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券に投資します。

【ポイント２】
＜円コース＞
安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益を目指します。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、為替変動リスクの低減を図ります。
＜各通貨コース（円コースを除く）＞
各通貨コース（円コースを除く）は、安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益およ
び為替差益の獲得を目指します。
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、残存信託期間等の事情によっては、ポイント1、ポイント2のような
運用ができない場合があります。

【ポイント３】
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎月15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。
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。
後記「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。

投資適格債券とは
投資適格債券
一般的に格付けがトリプルB(BBB)格相当以上の債券のこと
をいいます。
一方、投資適格に満たないダブルB(BB)格相当以下の債券を
ハイ・イールド債券といいます。投資適格債券は他の債券と
比較して格付けが高く、信用リスクが低い債券です。
社

債

一般企業が発行する債券で、事業債ともいいます。
一般的に企業は、デフォルト(債務不履行・支払い遅延)リス
クが国や国際機関より高いと考えられており、社債の金利は
、国債の金利などを基準に上乗せされる傾向があります。

ソブリン債
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。
※上記は、あくまで格付けと信用力のイメージを表した
ものであり、実際とは異なる場合があります。

■上記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。
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」および「当資料で使用している指数について」を必ずご覧ください。
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販売用資料

追加型投信／海外／債券 ●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
追加型投信／国内／債券 ●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）

当ファンドのポイントと今後の見通し

データ基準日：2015年6月30日

保有銘柄（社債）のご紹介
バンク・オブ・アメリカ

ゴールドマン・サックス・グループ

国名：米国／格付け：A－

国名：米国／格付け：A－

【概要】
金融持株会社。銀行業務、投資、資産管理、
その他金融およびリスク管理商品とサービ
スを提供する。
子会社には、モーゲージ格付け会社、投資
銀行、証券ブローカーなどがある。

【概要】
銀行持株会社。投資銀行業務、証券業務およ
び投資運用業務を中心に、企業、金融機関、
政府機関、富裕層などを対象として金融サー
ビスを提供する。ニューヨークを本拠地とし
た、1869年創業の世界有数の金融機関。
2014年、M&Aアドバイザリー業務で5年
連続首位。

GEキャピタルコーポレーション

フォード・モーター・クレジット

国名：米国／格付け：AA＋

国名：米国／格付け：BBB－

【概要】
米ゼネラル・エレクトリックの金融部門。
設備・資産のリース、自動車リースや車両
管理、ベンダー向けの小口リースとクレ
ジット、法人向け融資、不動産向け投融資、
個人向け金融など、幅広い金融サービスを
提供。

【概要】
米主要自動車会社フォード・モーター傘下の
金融子会社。
子会社等を通して、自動車金融サービス事業
を世界各国で展開。割賦販売などの個人向け
金融サービスや、企業向けに設備ローン等を
提供。

ベライゾン・コミュニケーションズ

AT&T

国名：米国／格付け：BBB＋

国名：米国／格付け：BBB＋

【概要】
総合電話・通信会社。ワイヤライン音声・
データのサービス、ワイヤレスサービス、
インターネットサービス、電話帳出版など
を手掛ける。連邦政府向けに業務用電話回
線・データサービス、電話通信設備、公衆
電話などのネットワークサービスを提供す
る。

【概要】
通信持株会社。子会社や関係会社を通して、
地域・長距離電話サービスをはじめ、無線・
データ通信やインターネットアクセス、伝言
サービス、テレビ放送、電話帳の広告・出版
などの事業を手掛ける。

・格付けはS&P社とMoody’s社のうち高いものをS&P社の表示方法をもって表記しています。
（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ国際投信作成
・上記は2015年6月末時点の投資対象ファンドにおける組入銘柄について、発行体ごとの組入比率および業種等を基に選定し、
ご紹介しています。したがって、特定の銘柄の推奨を示唆するものではありません。

■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。
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」および「当資料で使用している指数について」を必ずご覧ください。
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販売用資料

追加型投信／海外／債券 ●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
追加型投信／国内／債券 ●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）

当ファンドのポイントと今後の見通し

データ基準日：2015年6月30日

世界投資適格債券の推移
世界投資適格債券は、2010年後半の欧州債務危機や2013年5月のバーナンキ
FRB議長（当時）の金融引き締め発言などの際に下落する局面がありましたが、
その後は長いケースでも１年以内には下落分を戻して堅調に推移してきました。
【世界投資適格債券の推移（円ヘッジベース）と世界経済の主な出来事】
（期間：2010年3月末～2015年6月末）
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2013年5月
バーナンキ・ショック

130
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欧州債務危機深刻化
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S&P社が米国国債を格下げ
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スペイン・イタリアで政局不安
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・2010年3月末＝100として指数化
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※世界投資適格債券は、世界投資適格社債（日本円除く）と世界ソブリン債券（除く日本）を75％：25％で合成したもの。
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。
（出所）バークレイズ社、ブルームバーグ社のデータより三菱UFJ国際投信作成

今後の市場環境見通しと運用方針

社債市場については、2014年後半以降、原油価格下落などによって過度に売
られた結果、割安な水準にあるとみています。セクター別では、出遅れ気味
だった欧州経済について、通貨安や原油安、前例のない金融緩和などの後押し
を受け、足下改善が見られることから、欧州の銀行セクターをポジティブにみ
ています。また、安定的な収益が見込まれる運輸やファンダメンタルズの安定
している保険セクターなども強気にみています。一方、合併・買収（M&A）
などのイベント・リスクが警戒される消費財（非市況）セクターへは慎重なス
タンスとしています。
米国では利上げが意識されているものの、米国の景気回復が背景にあることか
ら、企業業績の向上を通じて信用力が高まり社債市場は堅調となることが見込
まれます。
（出所）J.P.モルガン社のコメントより三菱UFJ国際投信作成
※ 上記は当ファンドの投資先であるワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（WIGBF）の資料を基に作成しています。作成時点における市場
環境もしくは運用方針等について記載したものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。

■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。
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」および「当資料で使用している指数について」を必ずご覧ください。
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追加型投信／海外／債券 ●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
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当ファンドのポイントと今後の見通し

データ基準日：2015年6月30日

各通貨コースの基準価額等の推移（期間：2010年4月16日(設定日)～2015年6月30日）
基準価額（円）

課税前分配金再投資換算基準価額（円）

【米ドルコース】

【円コース】
（円）

（円）
18,000

18,000

16,000

16,000

14,000

11,464円

14,000

12,000

12,000

10,000

10,000

9,585円

8,000
6,000
10/04

11/04

12/04

13/04

14/04

15,447円

12,898円

8,000
6,000
10/04

15/04

【豪ドルコース】

13/04

14/04

15/04

（円）

15,210円

18,000

16,000

16,000

14,000

14,000

12,000

12,000

10,000

10,816円

12,799円

10,000

8,000

6,688円

8,000

11/04

12/04

13/04

14/04

6,000
10/04

15/04

【中国元コース】

14,000

14,000

16,033円

10,000

8,000

8,000

13/04

14/04

15/04

14/04

13,483円

12,000

10,000

12/04

13/04

（円）

16,000

11/04

12/04

18,000

16,000

12,000

11/04

【インドネシア・ルピアコース】
16,924円

（円）
18,000

6,000
10/04

12/04

【ブラジル・レアルコース】

（円）
18,000

6,000
10/04

11/04

15/04

6,000
10/04

8,965円

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

※ 基準価額（1万口当たり）は、信託報酬控除後のものです。
※ 「課税前分配金再投資換算基準価額」は、各投資信託の公表している基準価額に、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して
算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。
※ グラフ内の数値は2015年6月30日現在の基準価額および課税前分配金再投資換算基準価額を表示しています。

■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。
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」および「当資料で使用している指数について」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

世界投資適格債オープン（通貨選択型）は、為替取引*1の対象通貨が異なる6つのコースとマネー・プール・ファンドⅡの計7本のファ
ンドから構成されています。 ＊1 円コースが投資を行うＪＰＹクラスは、原則として対円で為替ヘッジを行います。
※以上を総称して「当ファンド」ということがあります。また、各々を「各ファンド」ということがあります。

ファンドに係るリスクについて
＜各通貨コース＞ （円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース）
基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。
また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・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。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、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。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「金利変動リスク」および「信用リスク」等があります。
＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・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。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、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。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」および「信用リスク」等があります。
※くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの目的・特色
【目的】
◆各通貨コース（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース）
安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

◆マネー・プール・ファンドⅡ
安定した収益の確保を目指して運用を行います。

【特色】
◆上記7本の各ファンド間でスイッチング*2が可能です。
*2 スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。
スイッチングの際の購入手数料は販売会社が定めるものとします。また、換金した場合、解約金の利益に対して税金がかかります。

◆マネー・プール・ファンドⅡの購入の申込みは、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。
■ファンドのしくみ
◆各通貨コース：ファンド・オブ・ファンズ方式*3により運用を行います。
*3 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。
ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則（「投資信託等の運用に関する規則」第2条）に規定する
ファンド・オブ・ファンズをいいます。

◆マネー・プール・ファンドⅡ：ファミリーファンド方式*4により運用を行います。
*4 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。

※上記の各ファンド間で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。
※当ファンドおよびマネー・プール マザーファンドは三菱ＵＦＪ国際投信が運用を行います。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

各通貨コースの特色

（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。）

１ 各通貨コースは、日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券に投資します。
◆各通貨コースは、ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド*1（以下「ＷＩＧＢＦ」ということがあります。）への投資を通じて、
主として日本を除く*2世界の投資適格格付け（ＢＢＢ格相当以上）を有する社債*3とソブリン債券*4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。
*1 WIGBFは、円建のケイマン籍投資信託証券で、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが運用を行います。
*2 日本国内で発行されるものおよび海外で発行される円建のものを除きます。なお、各通貨コースは日本企業が海外において外貨建
で発行する社債へ投資することがあります。
*3 当ファンドにおいて、社債にはＣｏＣｏｓを含みます。ＣｏＣｏｓについては、投資リスク「ＣｏＣｏｓ固有のリスク」をご参照ください。
*4 当ファンドにおいて、ソブリン債券とは、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。
◆各通貨コースが投資を行うＷＩＧＢＦにおいては、米ドルやユーロなど複数通貨（以下「原資産通貨」ということがあります。）建の債券に
投資しますが、原資産通貨売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引*5を行います。為替取引には、外国為替予約取引および
直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を活用することがあります。
*5 円コースが投資を行うＪＰＹクラスは、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動
リスクを排除することはできません。
※直物為替先渡取引（NDF）について：外国為替先渡取引の一種であり、対象通貨を用いた受渡しを行わずに、主に米ドルなど
主要通貨による差金決済を相対で行う取引です。

２ 各通貨コースは、安定したインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。
◆各通貨コースの収益の源泉には、3つの要素があります。
要素１ 日本を除く世界の投資適格格付けを有する社債とソブリン債券への投資
ＷＩＧＢＦを通じて日本を除く世界の投資適格格付け（ＢＢＢ格相当以上）を有する社債とソブリン債券を実質的な主要投資対象
とすることで、信用リスクの低減を図り、安定したインカムゲインの確保と債券の値上がり益の獲得を目指します。
◆ＷＩＧＢＦの主な運用方針
・基本投資比率は、社債75％程度、ソブリン債券25％程度です。
（投資環境、流動性などを勘案し、±25％の範囲で投資比率の変更を行うことがあります。）
・個別銘柄の投資にあたっては、取得時においてＳ&Ｐ社またはＭoody’s社による格付け（両社の格付けが異なる場合は高い方の
格付け）が、原則としてＢＢＢ格相当以上とします。
・格下げによりＢＢＢ格未満となった場合は、原則として1ヵ月以内に売却します。
要素２ 原資産通貨と各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」
各通貨コースの対象通貨の短期金利が、原資産通貨の短期金利*と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム
（金利差相当分の収益）」の獲得が期待できます。
※対象通貨の短期金利が、原資産通貨の短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の
費用）」が生じます。
*当ファンドにおいて、原資産通貨の短期金利とは、投資している原資産の複数通貨の短期金利をその組入比率により加重
平均したものとなります。
要素３ 対象通貨の為替変動
選択した各通貨コース（円コースを除く）の対象通貨が対円で上昇（円安）した場合には、為替差益を得ることができます。
一方、対円で下落（円高）した場合には、為替差損が生じます。

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、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。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

各通貨コースの特色

※上記は、主な収益源の要素の説明であり、全ての要素を網羅しているものではなく、将来における運用成果を予想
あるいは保証するものではありません。市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

各通貨コースの特色
３ 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎月15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。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

マネー・プール・ファンドⅡの特色

（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。）

１ わが国の公社債へ投資を行います。
①わが国の公社債を中心に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮します。
②投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が1年以内のものとします。
③わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券への投資にあたっては、原則として組入時において
1社以上の信用格付業者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
（ア）Ａ-2格相当以上の短期信用格付
（イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
（ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信用力を有すると判断したもの
なお、組入れにあたっては、次の範囲内とします。
• 純資産総額に対し1発行体あたり原則1％を上限とします。
• 2社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信用格付またはＡ-1格相当の短期信用格付のいずれかを受けている
もの、もしくは信用格付のない場合には委託会社がこれらと同等の信用度を有すると判断した有価証券についてのみ、純資産
総額に対し1発行体あたり原則5％を上限とします。
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のような運用ができない場合があります。

２ 年2回決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎年3月15日および9月15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。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

投資リスク
【各通貨コース】
●為替変動リスク
＜円コース＞
主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、
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、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、そ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。

＜各通貨コース（円コースを除く）＞
主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行
います。そのため、各通貨コースの対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準
価額の下落要因となります。また、各通貨コースの対象通貨の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取
引によるコストがかかることにご留意ください。

●金利変動リスク
実質的に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、基準価額の変動
要因となります。各通貨コースは、米ドルやユーロなど複数通貨建の債券に投資を行うため、それら各国の金利の変動の影響を受けま
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、基準価額の変動は大きくなります。

●信用リスク
実質的に投資している債券の発行体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等により債券価格が
大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況また
は信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

●ＣｏＣｏｓ固有のリスク
当ファンドの実質的な投資対象に含まれるＣｏＣｏｓは、発行体が破綻する前において2つの偶発条件（①発行体の自己資本比率が一定
水準を下回った場合、②発行体が実質破綻＊となった場合）の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ転換されるトリ
ガー条項＊＊が実質的に付されたものをいいます。
＊ 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。
＊＊トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なることがあります。
元本が削減される場合（全損となることもあります。）や普通株に転換され価値が元本を下回る場合、当ファンドの基準価額が下落する
ことがあります。
ＣｏＣｏｓにかかる法制度の変更等があった場合には、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

●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、この場合には基準価額の下落要因となります。

■その他の留意点
・各通貨コースでは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物
為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や
当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動き
は、実際の当該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
・資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが
異なります。

【マネー・プール・ファンドⅡ】
●金利変動リスク
主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。

●信用リスク
投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることが
あります。

■その他の留意点
・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけ
る当ファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。
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。
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。
巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

手続・手数料等
■お申込みメモ
【購入時】
●購入単位
●購入価額
【換金時】
●換金単位
●換金価額
●換金代金
【申込について】
●申込不可日
●換金制限

【その他】
●スイッチング

●信託期間
●繰上償還

●決算日

●収益分配

●課税関係

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

販売会社が定める単位（「マネー・プール・ファンドⅡ」の購入の申込みは、各通貨コースからの
スイッチングの場合に限ります。）
購入受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める単位
換金受付日の翌営業日の基準価額
原則として、換金受付日から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。
ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかが
休業日の場合には、購入・換金はできません。（「マネー・プール・ファンドⅡ」には申込不可日は
ありません。）
■各通貨コース
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。
■マネー・プール・ファンドⅡ
資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
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。
スイッチングを行う場合の手続・手数料等は、購入・換金の場合と同様となります。
平成32年3月13日まで（平成22年4月16日設定）
■各通貨コース
各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該通貨
コースは繰上償還されます。
また、各通貨コースについて、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、または各通貨
コースの受益権の口数の合計が60億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても
償還されることがあります。
■マネー・プール・ファンドⅡ
各通貨コースが全て償還することとなる場合には、当該ファンドは繰上償還されます。
■各通貨コース
毎月15日（休業日の場合は翌営業日）
■マネー・プール・ファンドⅡ
毎年3月15日および9月15日（休業日の場合は翌営業日）
■各通貨コース
毎月（年12回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。
販売会社との契約により再投資することも可能です。
■マネー・プール・ファンドⅡ
半年ごとに（年2回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。
販売会社との契約により再投資することも可能です。
課税上の取扱いは株式投資信託となります。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
※配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

委託会社およびファンドの関係法人
■委託会社 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
■受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
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■販売会社 販売会社の照会先は以下の通りです。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
ＴＥＬ ０１２０－７５９３１１（フリーダイヤル）
受付時間／営業日の９：００～１７：００
ホームページ http://www.am.mufg.jp/

（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

手続・手数料等

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■ファ ンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

信託財産留保額

購入受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限3.24％（税込）（上限3.00％（税抜））がかかります。
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。）
（「マネー・プール・ファンドⅡ」には購入時手数料はかかりません。）
ありません。

投資者が信託財産で 間接的に負担する費用
各通貨コース

日々の純資産総額に対して年率1.0044％（税込）（年率0.9300％（税抜））
※日々計上され、毎決算時または償還時に各通貨コースから支払われます。

投資対象とする
投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.49％程度
外国投資信託証券
運用管理費用
（信託報酬）

実質的な負担

各通貨コースの純資産総額に対して年率1.50％程度（税込）（概算）（年率1.42％程度（税抜）（概算））
※各通貨コースの信託報酬率と、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。

マネー・プール・
ファンドⅡ

日々の運用収益率に応じて、日々の純資産総額に対して、年率0.756％（税込）（年率0.700％（税抜））以内を
かけた額とします。
※日々計上され、毎決算時または償還時に当該ファンドから支払われます。

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、以下の年率をかけた額とします。

その他の費用・
手数料

■各通貨コース：年率0.00432％（税込）（年率0.00400％（税抜））以内をかけた額とします。
■マネー・プール・ファンドⅡ：年率0.00216％（税込）（年率0.00200％（税抜））をかけた額とします。

※監査費用以外のその他の費用・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。
※監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。
※投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な信託報酬率について、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時
の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費
用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等は確定していないことなどから、実質的な信託報酬率には含めてお
りません。
※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。

本資料に関してご留意頂きたい事項
本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託の取得のお申
込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡ししますの
で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。なお、以下の点にもご留意くだ
さい。
○投資信託は預金等や保険契約と異なり、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頂いた投資信託は、投資者保護基金の補償の
対象ではありません。
○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、
将来の運用成果を示唆あるいは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ので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではあ
りません。
○本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがありま
す。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
○本資料は信頼できると判断した情報等をもとに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。
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（販売用資料）

世界投資適格債オープン（通貨選択型）
●円コース（毎月決算型） ●米ドルコース（毎月決算型） ●豪ドルコース（毎月決算型） ●ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
追加型投信／海外／債券
●中国元コース（毎月決算型） ●インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
●マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）
追加型投信／国内／債券

作成基準日：2015年6月30日

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。

金融商品取引業者名

株式会社ＳＢＩ証券
（ﾏﾈｰ･ﾌﾟｰﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞⅡ（年2回決算型）を除く）

登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
第二種
日本
金融先物
金融商品
投資顧問業
取引業協会
取引業協会
協会

○

○

○

○

○

新潟証券株式会社(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ﾚｱﾙｺｰｽ(毎月決
算型）、中国元ｺｰｽ（毎月決算型）､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号
ﾙﾋﾟｱｺｰｽ（毎月決算型）を除く)

○

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
（ﾏﾈｰ･ﾌﾟｰﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞⅡ（年2回決算型）を除く）

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195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
登録金融機関
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)

関東財務局長（登金）第5号

○

○

○

○

※今後、上記の販売会社については変更となる場合があります。

当資料で使用している指数について
■世界投資適格社債（日本円除く）：バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）：社債インデックス
バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）：社債インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社（バークレイズ）が開発
、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
■世界ソブリン債券（除く日本）：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。

本資料に関してご留意頂きたい事項
本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し
しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。なお、以下の点にもご留意ください。
○投資信託は預金等や保険契約と異なり、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頂いた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは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ので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
○本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もありま
す。
○本資料は信頼できると判断した情報等をもとに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。
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