
平成 27 年 12 月 24 日 

各 位 

会社名   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

      （管理会社コード 13444） 

代表者名  取締役社長      金上 孝 

問合せ先  ディスクロージャー部 宇野 誠朗 

(TEL. 03－6250－4910) 

 

ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの投資信託約款の変更に関するお知らせ 

 

 当社は、以下のファンドの投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．銘柄名（コード） 

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（1346） 

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（1348） 

ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（1344） 

ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（1593） 

ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（1670） 

 

２．変更の理由 

租税特別措置法施行令改正に対応するため個人番号および法人番号に係る文言の追加、

ならびに信託契約の一部解約を不可とする規定に係る文言追加                  

 

３．変更の内容 

詳細は別添の新旧対照表をご参照ください。 

 

４．日程 

平成 27 年 12 月 24 日  金融庁届出日 

平成 28 年 1 月 1日  変更日 

 

５．変更に関する書面決議の方法及び期日 

上記変更につきましては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される「変更

の内容が重大なもの」に該当しないため、書面決議は行いません。 



投資信託約款の変更の案 
 

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称、住所および個人番号（行政

手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいいます。以下同じ。

）または法人番号（同条第15項に規定する

法人番号をいいます。個人番号または法人

番号を有しない者にあっては、氏名または

名称および住所とします。次項において同

じ。）その他受託者が定める事項を、受益者

名簿に名義登録するものとします。 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替

機関より通知を受けた受益権の帰属者を

振替機関等の振替口座簿に記載または記

録された受益権に係る受益者として、その

氏名または名称、住所および個人番号また

は法人番号その他受託者の定める事項を

受益者名簿に登録するものとします。（略）

 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称および住所その他受託者が定

める事項を、受益者名簿に名義登録するも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機

関より通知を受けた受益権の帰属者を、振

替機関等の振替口座簿に記載または記録

された受益権に係る受益者として、その氏

名または名称および住所その他受託者の

定める事項を受益者名簿に登録するもの

とします。（略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権（第52

条の規定に基づき、受託者が書面決議にお

いて重大な約款の変更等に反対した受益者

からの請求により買い取った受益権を除き

ます。）について、信託期間中においてこの

信託の一部解約の実行を請求することはで

きません。 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権につい

て、信託期間中においてこの信託の一部解

約の実行を請求することはできません。 

以 上 



投資信託約款の変更の案 
 

ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称、住所および個人番号（行政

手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいいます。以下同じ。

）または法人番号（同条第15項に規定する

法人番号をいいます。個人番号または法人

番号を有しない者にあっては、氏名または

名称および住所とします。次項において同

じ。）その他受託者が定める事項を、受益者

名簿に名義登録するものとします。 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替

機関より通知を受けた受益権の帰属者を

振替機関等の振替口座簿に記載または記

録された受益権に係る受益者として、その

氏名または名称、住所および個人番号また

は法人番号その他受託者の定める事項を

受益者名簿に登録するものとします。（略）

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称および住所その他受託者が定

める事項を、受益者名簿に名義登録するも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機

関より通知を受けた受益権の帰属者を、振

替機関等の振替口座簿に記載または記録

された受益権に係る受益者として、その氏

名または名称および住所その他受託者の

定める事項を受益者名簿に登録するもの

とします。（略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権（第52

条の規定に基づき、受託者が書面決議にお

いて重大な約款の変更等に反対した受益者

からの請求により買い取った受益権を除き

ます。）について、信託期間中においてこの

信託の一部解約の実行を請求することはで

きません。 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権につい

て、信託期間中においてこの信託の一部解

約の実行を請求することはできません。 

以 上 



投資信託約款の変更の案 
 

ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称、住所および個人番号（行政

手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（第２条第５

項に規定する個人番号をいいます。以下同

じ。）または法人番号（同条第15項に規定す

る法人番号をいいます。個人番号または法

人番号を有しない者にあっては、氏名また

は名称および住所とします。次項において

同じ。）その他受託者が定める事項を、受益

者名簿に名義登録するものとします。 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替

機関より通知を受けた受益権の帰属者を

振替機関等の振替口座簿に記載または記

録された受益権に係る受益者として、その

氏名または名称、住所および個人番号また

は法人番号その他受託者の定める事項を

受益者名簿に登録するものとします。（略）

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称および住所その他受託者が定

める事項を、受益者名簿に名義登録するも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機

関より通知を受けた受益権の帰属者を、振

替機関等の振替口座簿に記載または記録

された受益権に係る受益者として、その氏

名または名称および住所その他受託者の

定める事項を受益者名簿に登録するもの

とします。（略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権（第52

条の規定に基づき、受託者が書面決議にお

いて重大な約款の変更等に反対した受益者

からの請求により買い取った受益権を除き

ます。）について、信託期間中においてこの

信託の一部解約の実行を請求することはで

きません。 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権につい

て、信託期間中においてこの信託の一部解

約の実行を請求することはできません。 

以 上 



投資信託約款の変更の案 
 

ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称、住所および個人番号（行政

手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいいます。以下同じ。

）または法人番号（同条第15項に規定する

法人番号をいいます。個人番号または法人

番号を有しない者にあっては、氏名または

名称および住所とします。次項において同

じ。）その他受託者が定める事項を、受益者

名簿に名義登録するものとします。 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替

機関より通知を受けた受益権の帰属者を

振替機関等の振替口座簿に記載または記

録された受益権に係る受益者として、その

氏名または名称、住所および個人番号また

は法人番号その他受託者の定める事項を

受益者名簿に登録するものとします。（略）

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称および住所その他受託者が定

める事項を、受益者名簿に名義登録するも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機

関より通知を受けた受益権の帰属者を、振

替機関等の振替口座簿に記載または記録

された受益権に係る受益者として、その氏

名または名称および住所その他受託者の

定める事項を受益者名簿に登録するもの

とします。（略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第48条 受益者は、自己に帰属する受益権（第55

条の規定に基づき、受託者が書面決議にお

いて重大な約款の変更等に反対した受益者

からの請求により買い取った受益権を除き

ます。）について、信託期間中においてこの

信託の一部解約の実行を請求することはで

きません。 

 

（信託契約の一部解約） 

第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につい

て、信託期間中においてこの信託の一部解

約の実行を請求することはできません。 

以 上 



投資信託約款の変更の案 
 

ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称、住所および個人番号（行政

手続きにおける特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項

に規定する個人番号をいいます。以下同じ。

）または法人番号（同条第15項に規定する

法人番号をいいます。個人番号または法人

番号を有しない者にあっては、氏名または

名称および住所とします。次項において同

じ。）その他受託者が定める事項を、受益者

名簿に名義登録するものとします。 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替

機関より通知を受けた受益権の帰属者を

振替機関等の振替口座簿に記載または記

録された受益権に係る受益者として、その

氏名または名称、住所および個人番号また

は法人番号その他受託者の定める事項を

受益者名簿に登録するものとします。（略）

 

（受益者名簿の作成と名義登録） 

第17条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を

作成し、第７条の受益者について、その氏

名または名称および住所その他受託者が定

める事項を、受益者名簿に名義登録するも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

 

② 受託者は、計算期間終了日において、社

振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機

関より通知を受けた受益権の帰属者を、振

替機関等の振替口座簿に記載または記録

された受益権に係る受益者として、その氏

名または名称および住所その他受託者の

定める事項を受益者名簿に登録するもの

とします。（略） 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権（第52

条の規定に基づき、受託者が書面決議にお

いて重大な約款の変更等に反対した受益者

からの請求により買い取った受益権を除き

ます。）について、信託期間中においてこの

信託の一部解約の実行を請求することはで

きません。 

 

（信託契約の一部解約） 

第45条 受益者は、自己に帰属する受益権につい

て、信託期間中においてこの信託の一部解

約の実行を請求することはできません。 

以 上 


