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（期間：2012年11月1日～2013年8月30日）

・基準価額、基準価額（分配金再投資）、参考指数は設定日を10,000として指数化しています。
・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率1.785％（税抜1.7％））控除後の値です。
・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。

ファンドの現況

（2013年8月30日現在）

・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おります。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
■基準価額および分配金は１万口当たりです。

参考指数はMSCI All Countries South East Asia Index（円換算ベース）です。
MSCI All Countries South East Asia Indexとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの
5ヵ国の株式で構成されています。MSCI All Countries South East Asia Index（円換算ベース）は、MSCI All Countries South East Asia Indexを
もとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI All Countries South East Asia Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI 
Inc.に帰属します。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2013/8/30 前月末 前月末比

基準価額 8,500円 9,499円 -999円

純資産総額（百万円） 31,704 36,631 -4,927

基準価額 日付

設定来高値 12,048円 2013/4/22

設定来安値 8,236円 2013/8/29

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来

ファンド -10.52% -18.52% -7.97% - - 11.78%

参考指数 -10.39% -18.26% -7.85% - - 13.04%

差 -0.13% -0.26% -0.12% - - -1.26%

アセアンの株式・為替市場の見通しと

主な投資対象国の経済情勢について
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今後の見通し

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
※使用している指数については後記の「指数注記」をご覧ください。

アセアン株式および為替の市況動向と
今後の見通しについて

5月後半以降の株式および為替の市況動向

【株式】
アセアン諸国の株式市況は4月から5月にかけて高値圏で推移していましたが、年初来高値を更新した後、5
月22日にバーナンキＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が量的緩和の縮小を示唆したことをきっかけとして
下落し、足下は変動幅の大きい展開となっています。なお、各市場の株価指数をみると（2013年5月31日～8
月30日）、フィリピン総合指数が13.5％、シンガポールＳＴ指数が8.5％、ＦＴＳＥブルサマレーシアＫＬＣＩイン
デックスが2.4％、ジャカルタ総合指数が17.2％、タイＳＥＴ指数が17.1％の下落となっています。

【為替】
為替市況（2013年5月31日～8月30日）は、対円でインドネシアルピアが も大きく下落し、他の通貨も下落し
ました。

(出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

各国株価指数推移

2012年12月末＝100として指数化

各国対円為替推移

(期間：2012年12月末～2013年8月末）

アセアン諸国の株式市況は、短期的には米国の量的緩和縮小を巡って変動幅の大きい動きになるとみて
います。しかし、バリュエーション（投資価値基準）面から見ると過去の割高感は解消されてきており、企業
業績の面では、今来期とも堅調に推移すると考えています。また、中期的には、個人消費やインフラ投資の
拡大による内需の成長に加え、欧米や中国などの景気回復等を背景とした輸出回復が期待できることから
株式市況は堅調に推移すると予想します。

また、アセアン諸国は、1997年のアジア通貨危機当時と比べると、輸入カバレッジ（外貨準備高/月間輸入
額）や短期債務カバレッジ（外貨準備高/短期債務）などの面ではいまだ充分な水準にあります。こうしたこ
とから、アセアン諸国の通貨は対円で次第に落ち着いた動きに戻るとみています。

2012年12月末＝100として指数化

(期間：2012年12月末～2013年8月末）

■■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。■■上記見通しないし分析
は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。 ■■計測
期間が異なる場合には結果も異なることにご注意ください。

・使用している株価指数については「当資料で使用している指数について」をご覧ください。
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ファンダメンタルズの脆弱性が資金流出圧力

海外からの直接投資は継続、構造改革の期待が高まる

(期間：2003年～2015年、2013年以降は市場コンセンサス予想値）

(期間：2004年～2015年、2013年以降は市場コンセンサス予想値）

インドネシアの経済情勢

■ インフレの高止まりや経常収支の赤字を背景としたファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の
脆弱性が資金流出圧力につながっています。

■ 一方、海外からの直接投資は2012年に2004年以降で過去 高を記録、2013年も高いペース
での流入が続いています。

インドネシアでは、2013年6月末の補助金削減に
よる燃料価格の上昇等を背景にインフレが加速
し、8月の消費者物価上昇率は前年比＋8.79％と
なりました。

また、同国は経常収支の赤字が定着しており、こ
うしたファンダメンタルズの脆弱性が5月以降に
台頭した米国の量的金融緩和の縮小観測と相
まって、資金流出圧力が高まり、ルピア安につな
がっています。

こうしたなか、同国は8月23日に投資促進や金融
流動性の改善を柱とする緊急対策を発表、足下
ではルピアは落ち着きを取り戻しつつあります。

海外からの直接投資をみると、2012年は2004年以降
で過去 高を記録、2013年も高いペースで流入が続
いています。

アセアンで 大の人口を抱える同国では、一人当たり
GDPはまだ3,600米ドル程度ですが、中間所得者層が
着実に台頭してきており、消費市場としての魅力を増
しています。さらに今後、インドネシア政府は、投資促
進・輸出産業の拡大策として、優遇税制の拡充や出
資規制の緩和などを実施する予定です。

インドネシアの経常収支・財政収支・為替の推移

インドネシアの実質ＧＤＰ成長率と直接投資の推移

■■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。■■上記見通しないし分析
は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

(出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

(出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
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タイの経済情勢

経常収支は黒字、工業国としての発展が続く

タイ

ラオス

ベトナム

カンボジア

マレーシア

(期間：2003年～2012年）

タイの海外直接投資と経常収支

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■タイの実質ＧＤＰは、2013年第1四半期が前期比1.7％減、第2四半期が同0.3％減となり、輸出
や消費、投資の低迷を背景に2四半期連続でマイナス成長となっています。

■ しかしながら、積極的な外資導入策により、経常収支は黒字基調が続いています。

■ 同国は製造拠点として強みがあるのみでなく、フロンティア市場であるCLMV（カンボジア、ラオ
ス、ミャンマー、ベトナム）へアクセス可能な地理的な優位性があり、工業国としての発展が続く
と考えています。

実質ＧＤＰ成長率は2四半期連続でマイナスに

タイの実質ＧＤＰは、2013年第1四半期が前期比1.7％減、第2
四半期が同0.3％減となり、輸出や消費、投資の低迷を背景に
2四半期連続でマイナス成長となっています。

また、足下ではタクシン元首相の帰国問題を巡って政局が不
安化し、インフラ投資に遅延の可能性が高まっていることなど
も経済の先行き不透明感につながっています。

しかしながら、同国では積極的な外資導入策により、経常収支
は黒字基調が続いています。

タイには製造拠点として強みがあるだけでなく、フ
ロンティア市場であるCLMVへアクセス可能な地
理的優位性があります。

2015年のアセアン統合に向け、ベトナムからミャ
ンマーまでを陸路で結ぶ物流大動脈である東西
回廊、南部回廊などインフラが整備されつつあり、
地理的優位性の高まりを背景に工業国としての
発展が続くとみています。

また、医療、環境、代替エネルギー、インフラ・物
流、電気・電子産業など特定10業種に対しての奨
励を行う新投資奨励政策が2013年12月までに決
定される予定です。

■■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。■■上記見通しないし分析
は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

(出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
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フィリピンの経済情勢

金融市場は不安定だが、経済は堅調を維持

労働力人口が今後数10年にわたって増加する見込み

（出所）Board of Investmentsのデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（出所）世界銀行のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■フィリピンの株価や為替動向は、ＦＲＢの量的緩和の縮小観測の台頭をきっかけに不安定化し
ていますが、2013年4-6月期のGDP成長率は前年比7.5％増となり、経済は堅調です。

■アキノ政権の安定した政治が経済成長の大きな原動力となっています。

■同国では今後人口の増加が予想されており、15-64歳の生産年齢人口の増加が輸出および国
内消費拡大の大きな原動力になるとみています。

フィリピンの株価や為替動向は、ＦＲＢの量的緩和の
縮小観測の台頭をきっかけに不安定化していますが、
2013年4-6月期のGDP成長率は前年比7.5％増となり、
アジアでは中国に並ぶ高成長を実現しています。

アキノ政権の安定した政治、BPO（ビジネス・プロセ
ス・アウトソーシング）事業の発展、OFW(海外に出て
働くフィリピン人労働者）による送金が内需を振興、こ
れらが経済成長の大きな原動力となっています。

こうしたアキノ政権下の財政再建、マクロ経済の安定
化を背景に対外的な信認が向上し、 大手格付会社
S&Pによる外貨建て国債格付けは、2013年5月に
BBB-と投資適格になりました。

2012年現在、約9,700万人と世界12位を占める
フィリピンの人口は、今後も増加が予想されてい
ます。なかでも、15-64歳の生産年齢人口の比率
上昇が今後数10年にわたって続くと予想されてい
ます。

同国は英語が公用語であり、英語を話す若い人
口の増加は労働力の輸出および国内消費の拡
大の大きな原動力になるとみています。

人口と生産年齢人口割合の推移

(期間：2005年～2050年、2015年以降は予想値）

・生産年齢人口とは15-64歳の人口を使用しています。
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■■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。■■上記見通しないし分析
は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

6倍以上



Fund Report

ファンド
レポート

平成25年9月9日

経常黒字の縮小が懸念材料

国内年金基金が安定的に株式市場を下支え

（出所）ＭＵＩＳ（ＨＫ)のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■マレーシアでは足下、経常収支の縮小が懸念材料ではありますが、堅調な個人消費や政府支
出拡大が経済の牽引役となって、2013年4-6月期実質GDP成長率は前期より加速しています。

■シンガポールとの共存共栄に向けた大規模都市開発「イスカンダル計画」を積極的に推進、累
計投資額は3兆円を突破しています。

■同国では比較的古くから年金制度が発達しており、国内の年金基金が株式市場を安定的に下
支えするとみています。

マレーシアの経済情勢

マレーシアでは足下、経常収支の縮小が懸念材料ではありますが、堅調な個人消費や政府支出拡大
が経済の牽引役となって、2013年4-6月期実質GDP成長率は4.3％増と前期より加速しています。

2013年上半期の投資認可額はサービス業投資の拡大にともない前年比30％増となりました。また、高
付加価値投資の誘致が奏功し、米国中心にFDI（対外直接投資）は71％増加しています。

2020年の先進国入りを目指すマレーシアはナジブ政権が二期目に入り、経済改革プログラム（ETP）の
下、シンガポールとの共存共栄に向けた大規模都市開発「イスカンダル計画」を積極的に推進、累計投
資額は3兆円を突破しています。

マレーシアでは比較的古くから年金制度が発
達しています。

アジアの中では国の経済規模に比較して年金
の規模が大きく、安定的に株式市場に資金が
流入する構図となっています。

このため、マレーシア株式市況は他の市場に
比べて大きく値崩れする可能性が小さいと考え
ています。
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(期間：1985年～2011年）

■■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。■■上記見通しないし分析
は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
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輸出依存度が高い経済構造

高い配当利回りが株式市況を下支え

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■シンガポールはGDPに対する輸出依存度が高く、欧州・米国・日本さらには中国の景気回復の
恩恵を受けやすい経済構造であるとみています。

■ 移民政策や産業誘致等、政府の高い政策実行力が同国の魅力です。

■ アセアン市場の中でも相対的に高い配当利回りが株式市況を下支えすると考えています。

シンガポールの経済情勢

シンガポールはＧＤＰに対する輸出依存度が高く、
欧州・米国・日本さらには中国の景気回復の恩恵
を受けやすい経済構造であるとみています。

同国の輸出品目としては、電子製品（集積回路）、
化学品（医薬品、石油化学製品）の比率が高く、
これらは景気敏感な品目であるため、世界景気
の動向を反映しやすいといえます。

また、移民政策や産業誘致等、政府の高い政策
実行力が同国の魅力となっています。

シンガポール企業は株主還元に積極的で、近年は
アセアン市場の中でも配当利回りは相対的に高い
水準にあります。

株価上昇局面では他の市場に劣後する傾向にあ
るものの、足下の下落局面ではマレーシアと並ん
で相対的に安定した推移となっています。

また、シンガポールドルは主要貿易相手国通貨に
よる通貨バスケットにより運営されていることから、
アセアン市場の中でも安定的に推移する傾向にあ
り、総じてディフェンシブ性の強い市場特性がある
とみています。

各国株式の配当利回り

（出所）ＪＥＴＲＯのデータより三菱ＵＦＪ投信作成

対ＧＤＰ比輸出依存度の推移
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（期間：2003年～2013年、各年末、2013年のみ8月末）
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■■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。■■上記見通しないし分析
は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

・シンガポールは2008年以降より表示



■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、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金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、投資元金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。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

■ファンドの目的
アセアン諸国の株式等を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色
・アセアン諸国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式等が主要投資対象です。

・主としてアセアン諸国の株式等（ＤＲ（預託証書）※を含みます。）に投資を行います。
 ※ＤＲ（預託証書）とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と
    同様に金融商品取引所等で取引されます。

・株式等の運用にあたってはフィリップ・キャピタル・マネジメント（シンガポール）リミテッドの投資助言を活用します。
・組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

＜主な投資制限＞
・株式への投資割合に制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

＜分配方針＞
・年4回の決算時（1・4・7・10月の各23日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
・原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがありま
 す。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の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ありません。

アセアン株式オープン

ファンドの目的・特色

投資リスク

《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な
規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

市場リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行
えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

（価格変動リスク）
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格
の下落は基準価額の下落要因となります。
（為替変動リスク）
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪
化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることが
あります。

信用リスク

流動性リスク

カントリーリスク

　

委託会社（ファンドの運用の指図等） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管・管理等） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

販売会社（購入・換金の取扱い等） 後記の各照会先でご確認いただけます。
加入協会 一般社団法人投資信託協会

設定・運用 …三菱ＵＦＪ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

一般社団法人日本投資顧問業協会



アセアン株式オープン

投資リスク

■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を
 超えて行われる場合があります。
 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。
 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

■リスクの管理体制
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っています。

手続・手数料等

■お申込みメモ

購入単位
販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

購入代金 販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。

換金単位
販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額－信託財産留保額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。

申込不可日
シンガポール証券取引所の休業日、シンガポールの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。2013
年の該当日は2月12日、3月29日、5月1日、5月24日、8月8日、8月9日、10月15日、12月25日です。なお、休業日は
変更される場合があります。

換金制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。
なお、1億口または1億円以上の換金のお申込みについては正午までにお願いします。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における
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）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込
みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間 2017年10月23日まで（2012年11月1日設定）

繰上償還 受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

決算日 毎年1・4・7・10月の各23日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年4回の決算時に分配を行います。
※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係
課税上、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（2014年1月1日以降）



  

アセアン株式オープン

当資料のご利用にあたっての注意事項等

手続・手数料等

《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／販売会社が登録金融機
関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。／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。／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）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために三菱ＵＦＪ投信が作成した資料です。／当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。／当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・完全性を保証するものではありません。／当資料中のグ
ラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・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の
で、実質的な投資成果を示すものではありません。
■市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。

■ファンドの費用・税金
・ファンドの費用

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

お客さまが直接的に負担する費用

購入時

購入時手数料
購入価額×3.15％（税抜 3％）（上限）
販売会社にご確認ください。

換金時

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3％

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）

純資産総額×年1.785％（税抜 年1.7％）

その他の費用・
手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・税金

個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。
なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料
  （監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。

※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当
  額が含まれます。

※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

＜オフィシャルサイト＞　     http://www.am.mufg.jp/
＜モバイルサイト＞            http://k.m-muam.jp/a/1/3
基準価額・分配金をメール配信（＊メール配信対象外ファンドもあります。）

お 客 さ ま 専用

フリーダイヤル ０１２０－１５１０３４
受付時間／9:00～17:00　（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）



ファンド名称：アセアン株式オープン

 ワイエム証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 中国財務局長（金商）第8号  

 

 浜銀ＴＴ証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 関東財務局長（金商）第1977号  

 

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

 

 東海東京証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
 東海財務局長（金商）第140号  一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 

 商号  登録番号等  加入協会

 宇都宮証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 関東財務局長（金商）第32号  

 

販売会社情報一覧表

  2013 年 08 月 30 日 現在

「当資料で使用している指数について」
フィリピン株価：フィリピン総合指数
フィリピン総合指数とはフィリピンを代表する株価指数です。
シンガポール株価：シンガポールＳＴ指数
シンガポールＳＴ指数とはシンガポールを代表する株価指数です。
マレーシア株価：ＦＴＳＥブルサマレーシアＫＬＣＩインデックス
ＦＴＳＥブルサマレーシアＫＬＣＩインデックスとはマレーシアを代表する株価指数です。
インドネシア株価：ジャカルタ総合指数
ジャカルタ総合指数とはインドネシアを代表する株価指数です。
タイ株価：タイＳＥＴ指数
タイＳＥＴ指数とはタイを代表する株価指数です。
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