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米国エネルギーMLPオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
〈愛称〉エネルギー・ラッシュ
※米国エネルギーMLPオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなしを総称して「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。

MLP市場の振り返りと過去の局面から見た投資妙味について
①軟調な展開が続くMLP市場、四半期末をはさんで変動の大きな展開
四半期末をにらみ、下落幅が拡大
MLP市場は2015年8月中旬以降、中国株の下落などを
きっかけに軟調な展開となりました。その後、大手の原油
貯蔵関連銘柄が保守的な業績ガイダンスを示したことや、
大手MLP同士のM&A（合併・買収）に関する発表が好材
料視されなかったことも、四半期末にかけて市場が下落
する要因となりました（図表①）。
その結果、当ファンドも「為替ヘッジあり」は25.7%（8月1
日～9月30日）、「為替ヘッジなし」は円高の影響もあり、
28.5%（同期間）下落しました（図表②）。

図表① MLP、原油、天然ガスのトータルリターン推移（米ドルベース）
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2015年10月に入り、やや値を戻す展開
MLP市場は変動の大きい状況が続いているものの、米
国のMLPファンドにおける資金動向が足元で資金流入
に転じるなど、落ち着きを取り戻しつつあると見られます
（図表③）。市場での売りが落ち着くにつれ、MLP市場は
値を戻し、直近安値をつけた9月29日後の4営業日（9月
30日～10月5日）では21.1%上昇しました（図表①）。

図表② 当ファンドのトータルリターン推移
（期間：2013年6月28日～2015年10月9日、日次）
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資源価格は落ち着きつつあるが、上昇は緩やかか
懸念材料である資源価格は日々さまざまな材料により
動いているものの、年初以降、価格水準は落ち着きつつ
あるように思われます（図表①）。EIA（米国エネルギー情
報局）は、2015年のWTI原油先物価格の平均値を50米ド
ル／バレル、2016年平均を54米ドル／バレルと見ており
（2015年10月6日時点）、概ね緩やかな上昇が見込まれ
ているといえます。

※10月12日は祝日のためデータなし。
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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、三菱ＵＦＪ国際投信が公表している基準価額とは異なります。
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図表③ 米国のMLPファンドにおける資金流出入額の推移
（百万ドル）

（期間：2013年1月～2015年9月、月次）
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上記は、あくまで過去の実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
作成時点における投資環境および見通しについて記載したものであり、今後内容については予告なく変更となる場合があります。将来を示唆・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」ならびに「本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／その他資産

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ
②足元の業績は安定的であり、MLPを取り巻く環境は悲観するほど悪くない
資源価格が下落するも、MLPの配当は堅調
4-6月期決算発表において発表された配当はMLPの
大半を占める中流事業（貯蔵・輸送など）を中心に底堅
いものでした（図表④）。既に始まっている7-9月期決算
における配当についても、10月13日時点で12社が発表
していますが、大手MLPのエンタープライズ・プロダク
ツ・パートナーズが前年同期比5.5%増の配当を提示す
るなど、中流事業中心に引き続き堅調となる見込みです。
※本資料では、MLPの「分配」を他資産との平仄で「配当」と表現しています。

主要銘柄を中心に配当成長は継続する見通し
MLP市場の代表的指数であるAlerian指数の時価総額
上位5銘柄を見ると、足もと及び今後の配当推移は堅調
であることがわかります（図表⑤）。
当ファンドでは、Alerian指数内外の銘柄を投資対象と
しており、将来的に安定的なキャッシュフローが期待さ
れ、高い配当成長率が期待できる中流事業を中心とし
た銘柄に着目した運用を設定来一貫して続けています。
※当ファンドでは、「USエネルギーMLPファンド」への投資を通じて、実質的な運用を行っています。

図表④ MLP主要銘柄の配当実績（2015年9月末基準）
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出所) MLPA、Bloomberg
MLPA公表の126銘柄(7/22基準)のうち、Bloombergデータが取得可能で前年同期比の比較
が可能な銘柄を集計。上流（探査・開発など）、中流（貯蔵・輸送など）、下流（精製・販売など）は
GICS分類を基に三菱UFJ国際投信が独自に判断。

図表⑤ MLP主要銘柄の配当推移
（期間：2009年～2017年、年次）
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Alerian MLP Indexの2015年9月末時点で組入上位5銘柄（合計組入比率は約50%に相当）に
ついて、2015年10月8日時点（マゼランのみ2015年9月21日時点）での配当見通しを基に作成。

当ファンドは、原油と比べてより長期での成長ストーリー 図表⑥ 天然ガスの中長期的な生産見通し
（期間：2014年1月～2016年12月、月次）
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現在の米国全体での生産量の約1/4に相当すると見ら
れています（図表⑥、⑦）。
図表⑦ 米国における主な天然ガス需要拡大テーマ
（単位：十億立方フィート／日）
また天然ガスは常温では気体という性質から、生産地
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と消費地をつなぐパイプラインなどの輸送設備や貯蔵施
1.2
1.6
2.2
2.9
1.7
9.5
LNG輸出
メキシコ／カナダ輸出
1.0
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
3.5
設、LNG輸出用の液化施設など多様なインフラ設備が
0.8
0.9
0.4
0.5
0.5
0.3
3.4
電力
必要となります。MLPはこれらエネルギーインフラ整備の
0.2
0.6
1.1
0.5
0.2
0.7
3.2
産業
交通
0.1
0.1
0.1
0.3
恩恵を受けることが期待されます。
合計

2.1

3.3

3.5

3.7

4.2

3.1

19.9

出所)各社情報等を基に三菱UFJ国際投信作成
上記は、あくまで過去の実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。作成時点における投資環境および見通しについて記載したものであり、今後変更になることがあります。将来を示唆・
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追加型投信／海外／その他資産

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ
③バリュエーションの観点から探るMLPの投資機会
米国国債との利回り差は魅力的な水準

図表⑧ MLP予想配当利回りと米国10年国債利回りの推移

MLP自体は中流事業を中心に概ね堅調な業績を維
持しているにもかかわらず、MLP市場は依然、大幅に売
り込まれた状況です。その結果、MLPの予想配当利回り
は7.43%（10月12日時点）となっています。米国では利上
げのタイミングが窺われているものの、10年国債の利回
り は 2.09% （ 同 ） 程 度 で推 移 し てお り、 そ の スプ レッ ド
（MLP予想配当利回りと米国10年国債の利回り差）も
5.34%と、2006年1月3日から2015年10月12日の過去平
均（3.61%）と比べても魅力的な水準と考えられます（図
表⑧）。
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過去、スプレッドが5%超となった局面では反発
右図は2006年1月以降の月末時点でのスプレッドの分
布、及び各月末時点から1年間保有した場合の騰落率
の平均値をスプレッドの水準ごとに示したものです（図
表⑨）。
月末時点のスプレッドが5%を超えたのは、リーマン
ショック後とQE3（量的金融緩和第3弾）前の金利低下時、
そして今回（2015年8、9月末）の11回しかなく、過去9回
においては、その後の1年間の騰落率は全てプラスとな
りました（図表⑩）。
スプレッド水準はあくまでも割安度を見るための一つ
の指標であり、米国債利回りをはじめ様々な要素が影
響するものの、割安感に着目したMLPの買いが期待さ
れる水準に来ているともいえそうです。
※上記はあくまで試算であり、将来の成果をお約束するものではありません。

図表⑨ MLP配当利回りスプレッドと水準ごとの1年後騰落率
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出所）Bloomberg
※1年後騰落率は、基準日の各月末を開始日として1年後までの騰落率（米ドルベース）。
手数料や税金等は考慮されていない。

図表⑩ 過去、スプレッドが5%を超えた9回のケース
①リーマンショック後にMLP市場が急落した場面

基準日

スプレッド

2008年10月31日
2008年11月28日
2008年12月31日
2009年1月30日
2009年2月27日
2009年3月31日
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5.0%
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②QE3前の米国長期債利回りが低下した場面
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※1年後騰落率は、米ドルベース。
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出所）Bloomberg

上記は、あくまで過去の実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。作成時点における投資環境および見通しについて記載したものであり、今後変更になることがあります。将来を示唆・
保証するものではありません。
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追加型投信／海外／その他資産

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ

ファンドの目的・特色
【ファンドの目的】投資信託証券への投資を通じて、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。
【ファンドの特色】
１．主にエネルギーや天然資源に関連するMLP*1等を主要投資対象とします。
各ファンドは、USエネルギーMLPファンド*2（以下、「USMLPF」ということがあります。）への投資を通じて、主にエネル
ギーや天然資源に関連するMLP等*3に投資を行います。
各ファンドは、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
*1 米国で行われている共同投資事業形態のひとつであるマスター・リミテッド・パートナーシップの略称です。
*2 USMLPFは、米ドル建のケイマン籍投資信託証券で、ニューバーガー・バーマン・エルエルシーが運用を行います。
*3 MLP等には、MLP出資持分のほか、MLPと実質的に同様の経済的な特徴を有するLLC（リミテッド・ライアビリティー・カン
パニー）の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、およびMLPに関連するその他の証券を含
みます。なお、当ファンドにおいて、「MLP」とは、「MLP」および「MLPの出資持分」の両方をいいます。また、当ファンドにお
いて、「MLP」には、上記のようなLLCを含めることがあります。
※エネルギーや天然資源関連以外のMLP等にも投資を行う場合があります。

２．「為替ヘッジあり」および「為替ヘッジなし」の計2本のファンドで構成されています。
「為替ヘッジあり」は、外貨建（米ドル建）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。
「為替ヘッジなし」は、外貨建（米ドル建）資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
※販売会社によっては、各ファンド間でスイッチングの取扱いを行う場合があります。
【スイッチング】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。
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。

３． 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
毎月13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。）
原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益を勘案し、委託会社が決定
する額を付加して分配を行うことがあります。
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。後記「収益分配金に関する留意事項」をご覧ください。

■ ファンドのしくみ：当ファンドは、複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象へ
投資を行うファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

※ USエネルギーMLPファンドは、ニューバーガー・バーマン・エルエルシーが運用を行います。
※ 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。
※ 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るほか、各ファンド間でスイッチングの取扱いを行う場合があります。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」ならびに「本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／その他資産

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ
投資リスク
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、実質的に組入れているMLP
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。
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。
主な変動要因は以下の通りです。
価格変動
リスク

当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的に主にエネルギーや
天然資源に関連するMLP等に投資を行います。そのため、投資対象の事業から得られる収入、
MLP等の市況、市場金利の変動等の影響を受けることとなり、MLP等の価格が変動すれば当ファ
ンドの基準価額の変動要因となります。

為替変動
リスク

＜為替ヘッジあり＞
主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、為替変動リスクが生じます。米ドル建資産（外国
投資信託）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、円金利が米ドル金利より低い
場合、円と米ドル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。
＜為替ヘッジなし＞
主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、米ドルが円に対して強く（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。

流動性リスク

実質的な投資対象であるMLP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
MLP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、組入れているMLP等を市場実
勢よりも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。一般的に、MLP等は株式等に比べ市場規模や取引量が小さく、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。

特定の事業へ
の集中投資
リスク

当ファンドは、実質的に主にエネルギーや天然資源に関連するMLP等に集中的に投資を行います。
そのため、エネルギーや天然資源の需給関係、技術進歩、経済的・政治的事由および戦争・テロ
等の影響を受け、MLP等の価格が変動した場合には、当ファンドの基準価額が大幅に変動するこ
とがあります。

MLP固有の
リスク

 MLPは、一般的に収入の大部分を出資者に分配するため、内部留保される資金額が限定され
ます。新たな事業への投資にあたっては、外部から資金を調達する場合があり、財務内容が良
好でないと判断されたMLPは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することが
あります。
 MLPの経営陣等による事業の運営管理手法等が、MLPの収益力や財務内容の悪化を招き
MLPの価格形成等に影響を与えることがあります。

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。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。

■ その他の留意点
・米国のMLP保有に伴う外国投資信託における税務手続きについて
当ファンドが投資する外国投資信託（本項において「外国投資信託」といいます。）が籍を置くケイマン諸島は、米国との間に租税条約が
なく、外国投資信託の行う米国への投資による収益について軽減税率は適用されません。外国投資信託では、保有するMLPからの米
国実質関連所得に対して、米国連邦所得税、州税・その他の地方税、米国支店利益税がかかりますが、これらの税金は税務申告を行
うことで初めて確定します。外国投資信託は、MLPから分配金を受け取る際に、分配金に対して最大35％の税率で源泉徴収されますが、
この源泉徴収された金額と年１回の税務申告により確定された税額の大小により還付を受け、または追加納税となることがあります。こ
のため、税額が確定した時点において外国投資信託の純資産が変動し、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
※上記は、平成27年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。現地の税制が変更された場合等には、税率等が変更に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。

・実質的な投資対象であるMLP等に適用される法律や税制、規制が変更されたり、新たな法律や税制、規制が適用された場合には、当
ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・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。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」ならびに「本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／その他資産

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ

収益分配金に関する留意事項

（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）をご参照ください。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」ならびに「本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／その他資産

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ
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。

手続・手数料等
■お申込みメモ
購入時

換金時

購入単位

販売会社が定める単位

購入価額

購入受付日の翌営業日の基準価額

換金単位

販売会社が定める単位

換金価額

換金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
*換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額とします。

換金代金

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。

申込不可日 ニューヨークの銀行、ニューヨーク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。

申込に
ついて

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。

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。

スイッチングを行う場合の手続・手数料等は、販売会社に確認してください。
信託期間

平成35年6月9日まで（平成25年6月28日設定）

繰上償還

当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上
償還されます。また、各ファンドについて、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
各ファンドの受益権の口数の合計が20億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。

その他
決算日

毎月13日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

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。

課税関係

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。

■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

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。）

信託財産留保額

換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
各ファンド
運用管理
費用
（信託報酬）

投資対象とする
外国投資信託証券

実質的な負担

日々の純資産総額に対して年率1.1664％（税込）（年率1.0800％（税抜））
※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。

投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.92％程度
各ファンドの純資産総額に対して年率2.0864％程度（税込）（概算）（年率2.0000％程度（税抜）（概算））
※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（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

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各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、年率0.0108％（税込）（年率0.0100％（税抜））をかけた額とします。
その他の費用・手数料

※ 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、組入れているMLP等の
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、税務処理に関する費用、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。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」ならびに「本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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米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
＜愛称＞エネルギー・ラッシュ
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

日本証券業
協会

登録番号

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

○

岡三証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53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

○

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

○

大万証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第14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

○

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

○

ふくおか証券株式会社

金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5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

株式会社新生銀行

登録金融機関

株式会社大光銀行

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

○
○

○
○

○

○

○

○

○

○

関東財務局長（登金）第10号

○

○

登録金融機関

関東財務局長（登金）第61号

○

株式会社千葉興業銀行
（為替ヘッジなしのみお取扱）

登録金融機関

関東財務局長（登金）第40号

○

株式会社トマト銀行

登録金融機関

中国財務局長（登金）第11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

○

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

○

○

○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

関東財務局長（登金）第33号

○

○

登録金融機関

※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。

○

○

（2015年10月14日時点）

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）

■ 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
ホームページアドレス http：//www.am.mufg.jp/

本資料で使用している指数について
● 「Alerian MLP Index」 、「Alerian MLP Total Return Index」は、Alerianの登録商標であり、Alerianからの使用許諾に基づき使用しています。
●Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc.（以下MSCI）とThe McGraw-Hill Companies, Inc.の事業部門であるStandard & Poor’s（以下
S&P）が開発し、両者が排他的知的財産および商標を有しています。三菱UFJ国際投信㈱は、許諾を得て利用しています。GICSおよびGICSの基準および分類作業に関連し
たMSCIおよびS&Pとその関係会社あるいは第三者（以下、MSCIおよびS&Pとその関係会社）は、当該基準および分類（あるいは、これらを利用した結果）に関して何らかの保
証や表明を行うものではありません。また、MSCIおよびS&Pとその関係会社は、GICSの独創性、正確性、完全性、販売可能性や特定の利用目的に対する適合性等を保証するも
のではありません。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合においても、MSCIおよびS&Pとその関係会社は、損害が発生する可能性を知悉していた場合であっても、
直接的な損害、間接的な損害、特別な損害、懲罰的損害賠償、結果としての損害、その他の損害（逸失利益を含む）について、その責を負いません。
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。

巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」ならびに「本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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