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■上記グラフは過去の実績・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等を示唆・保証するものではありま
せん。また、為替・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。

Ｖ

（出所）ＩＭＦ「ワールド エコノミック アウトルック」のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

実質ＧＤＰ成長率（前年比）

Ｖ

米国のガソリン価格と消費者信頼感指数

（注）ミシガン大学消費者信頼感指数（季調前）とは、消費者のマインドを
表す指数。（1966年第1四半期＝100）

（出所）ＥＩＡ（米国エネルギー情報局）、ブルームバーグ社のデータより
三菱ＵＦＪ投信作成

ファンド情報ご提供資料
（データ基準日：2015年2月27日）
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ガソリン価格の下落を受けて明るさを増す米国経済の見通し1

平素は「三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【愛称：Ｎｅｗアメリ
カン】」をご愛顧賜り厚く御礼申しあげます。
足下で米国景気の拡大傾向が強まる中、米国株式やＭＬＰについての現状と見通しについてお伝え致します。当レ
ポートが皆様の今後のご投資のお役に立てば幸いでございます。

ガソリン価格下落で消費意欲が改善

明るさを増す米国景気の見通し

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大規模な

金融緩和策をきっかけに着実な景気回復局面に

ある米国経済ですが、足下ではガソリン価格の下

落が個人消費の回復を後押しする要因になると考

えられます。

全米のレギュラー・ガソリン平均価格は2月末には

1月末よりやや反転したものの、1ガロン＝2.2米ドル

（約260円* ）と低水準に留まっており、ガソリン・燃

料消費の負担軽減によって、2015年に米国家計

は約1,300億米ドル（約16兆円*、ＧＤＰ予想比約

0.7％相当）相当の恩恵を享受するものとみられま

す。既にガソリン価格の下落は消費意欲の改善に

寄与し始めており、今後の個人消費拡大への波及

が期待されます。

また、2015年2月の米雇用統計は、非農業部門

雇用者数が前月比29.5万人増と市場予想（24万

人増）を上回り、実体経済の面でも米国景気は

底堅さを増しつつあります。

国際通貨基金（ＩＭＦ）は2015年1月に公表した

「世界経済見通し（改訂版）」において、世界経済

全体の見通しを小幅下方修正する中、米国の

景気見通しを引き上げました。具体的には、2015

年の米国の実質ＧＤＰ成長率予想は従来予想の

+3.1％から+3.6％へ上方修正され、2016年の

見通しも+3.3％へ引き上げられました。今後は、世

界経済のけん引役としての米国経済の重要性が

一段と増すものと考えられます。

*1ドル=119.63円（2015年2月27日時点）
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堅調な米国経済動向を受けて、米国株式は高

値圏での推移が続いています。米国企業の収益が、

足下で過去最高益を更新するペースで改善が続

いており、米国株式にとって追い風となっています。

また、ＦＲＢは2014年10月に量的緩和の終了を

決定したものの、足下では欧州中央銀行（ＥＣＢ）に

よる量的緩和決定を皮切りに、主要先進国や新興

国で金融緩和の動きが拡大しており、世界的な流

動性の拡大も米国株式の押し上げに寄与している

と考えられます。

2015年後半から2016年にかけて、米国株式市

場が上昇基調を維持するためには、企業収益の回

復の持続性が大きな焦点となると考えられます。と

りわけ、最近の原油価格の急落や米ドル高の進行

を受けて、米国企業の収益環境も変化しつつあり、

今後はセクターや銘柄による選別色が強まりそう

です。

原油価格の急落により、米国のエネルギー・セク

ターは、上流の探査・生産企業を中心に収益見通

しが大幅に悪化しています。一方、前述のように

ガソリン価格の下落は個人消費の押し上げ要因に

なることから、エネルギー・セクターを除けば、米国

主要企業の今後の業績は米国景気の回復に支え

られ底堅く推移することが予想されます。

米国企業の中でも、良好な米国経済の恩恵を受

け、米ドル高となってもその影響を受けにくいとされ

る内需型企業が米国株式市場をけん引することが

期待されます。

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型） 【愛称：Ｎｅｗ アメリカン】

Ｖ

（出所）レッグ・メイソン社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

Ｖ

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

■上記グラフは過去の実績・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等を示唆・保証するものではありま
せん。また、為替・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。■計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注
意ください。■上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用した指数について】をご覧ください。

当資料はレッグ・メイソン社の資料をもとに三菱ＵＦＪ投信が作成いたしました。

（注）予想は2015年2月27日時点

米国株式は史上最高値を更新

今後の米国株式は選別色が強まる展開へ

米国株式の1株当たり利益の見通し

米国株式の株価と収益

内需型企業が米国株式市場をけん引する展開に2

ファンド情報ご提供資料

（期間：1989年12月末～2015年2月末）

（期間：2005年～2016年予想）

（注）ＥＰＳはＳ＆Ｐ500株価指数ベース
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・2005年＝100として指数化
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当資料はレッグ・メイソン社の資料をもとに三菱ＵＦＪ投信が作成いたしました。
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2014年9月以降の原油価格の急落を受けて、

ＭＬＰ市場は調整局面にあります。ただし、ＭＬＰの

中でも、原油価格下落に伴う影響はセクターに

よって異なる傾向がみられます。

石油・ガスの探査・生産事業を営む上流ＭＬＰで

は、原油価格の下落は収益を直接的に圧迫する

ことから、価格の急落が顕著となっています。一方、

パイプラインや貯蔵施設等を保有・運営する中流

ＭＬＰは、長期の手数料契約に基づく事業の安定

性から、上流ＭＬＰと比較して下落幅は限定的と

なっており、足下では上昇に転じています。

原油価格の急落により米国の原油掘削装置

（リグ）の稼働数が減少傾向にあるものの、現在、

米国の石油採掘企業の多くは採算性の高い

シェール油田での原油増産に注力しているとみら

れています。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）による最

新の予測でも、米国の原油生産量は2016年にか

けて増産基調が続くとの見通しが示されています。

既に、ＥＩＡ等の主要国際機関の予測では、世界

的な石油の供給過剰は2015年後半にも収束に

向かうとの見方もあり、原油市況には底打ちの兆し

が見えつつあります。

こうした中、ＭＬＰの予想配当利回りは足下で6％

強の水準にあり、利回り面でのＭＬＰの投資妙味が

増していると考えられます。今後、原油相場が安

定化に向かうに連れて、ＭＬＰへの再評価の動き

が広がることが期待されます。

Ｖ

（注）ＭＬＰのセクター別指数（上流・中流・下流）は、直近の銘柄数と時価総額
構成比で加重平均した推定値。
（出所）ブルームバーグ社、レッグ・メイソン社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

原油価格の急落を受けてＭＬＰが調整

配当利回りの面で投資妙味高まる

ＭＬＰのセクター別価格指数と原油価格

原油価格の急落を受けた調整によりＭＬＰに割安感3
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Ｖ

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

米国の主要3資産の予想配当利回り
と10年国債利回り

（期間：2012年12月31日～2015年2月27日）
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■上記グラフは過去の実績・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等を示唆・保証するものではありま
せん。また、為替・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。■計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注
意ください。■上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用した指数について】をご覧ください。
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2014年後半から足下にかけて、原油価格動向

が米国株式市場の大きな変動要因となってきまし

た。今後、2015年後半に向けて原油市場の需給

環境は安定に向かうとみられる一方、ＦＲＢによる

利上げ開始が米国株式にとっての新たなリスクとし

て注視されます。

底堅い米国景気の回復を背景に、ＦＲＢは2015

年央にも利上げを開始する公算が高まっています。

直近の市場コンセンサスによれば、米10年国債

利回りは足下の2％前後の水準から、2016年6月

には3％近辺まで上昇するとの見方が大勢となっ

ています。

金利上昇懸念から米国株式市場が大きな調整

圧力を受けた経験として、2013年の局面が記憶

に新しいところです。2013年5月22日のバーナン

キＦＲＢ議長（当時）の議会証言を契機に、量的緩

和の縮小への警戒感が高まり、米10年国債利回

りは2013年後半には一時3％前後の水準まで急

上昇しました。

このような状況の中、2013年5月から2013年末

の金利上昇懸念が強まる局面で、米国ＲＥＩＴが大

きく調整した一方、ファンダメンタルズの相対的な

底堅さから米国株式やＭＬＰは緩やかな上昇基調

を維持しました。今後、政策金利の引き上げに伴

う金利上昇が予想される中、2013年の経験則に

基づけば、分散投資に改めて注目する必要がある

といえます。

そのため、2015年後半に向けて、①米国企業の

収益の回復状況、②原油市場とＭＬＰへの再評価、

③金利上昇リスク、の３つの点を注視しながら、資

産の分散を図ることが重要であると考えます。

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型） 【愛称：Ｎｅｗ アメリカン】

Ｖ

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（注）2年国債と10年国債の利回り予想はエコノミスト・コンセンサス予想で、
ＦＦ金利の予想はＦＦ金利先物の金利。予想は2015年3月10日時点。

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

当資料はレッグ・メイソン社の資料をもとに三菱ＵＦＪ投信が作成いたしました。

利上げ開始が米国株式のリスク要因

金利上昇リスクと分散投資の重要性

米国の主要金利の推移と市場予想

2015年央に見込まれる米利上げ開始のリスクに注視4

主要3資産のトータル・リターン指数

各期間の主要3資産のトータルリターン（％）

市場予想

2015年12月

2016年
6月

2016年
12月

10年国債
利回り

2年国債
利回り

ＦＦ金利

ファンド情報ご提供資料

（期間：2012年12月31日～2015年2月27日、
2015年以降は予想）
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（期間：2012年12月31日～2015年2月27日）

4/8

■上記グラフは過去の実績・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等を示唆・保証するものではありま
せん。また、為替・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。■計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注
意ください。■上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用した指数について】をご覧ください。



情報提供資料

ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）とは
Ｍａｓｔｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐの略称で、米国で行われて
いる組合型の共同投資事業形態の一つであり、金融商品
取引所に上場され取引されています。
ＭＬＰの多くは、原油や天然ガスなどの天然資源の探査、精製、
備蓄、運搬等に要するインフラ事業に投資を行い、そこから得
られる収益を配当として投資家に支払います。

組入上位10銘柄

証券種別比率

ＭＬＰの業種別比率 株式の業種別比率

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型） 【愛称：Ｎｅｗ アメリカン】 ファンド情報ご提供資料

「ＬＭ・ＵＳ高配当株プラス・マザーファンド」の運用状況（2015年2月27日時点）

・「ＬＭ・ＵＳ高配当株プラス・マザーファンド」の運用会社のクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー提供の資料（現地月末前営業日基準）に基づき作成
したものです。

・比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

・比率は現物ＭＬＰ評価額に対する割合です。
・業種はクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが独自に分類したものです。

・比率は現物株式評価額に対する割合です。
・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）10セクターに基づき分類しています。

・比率は、組入有価証券評価額に対する割合です。
・業種は、株式についてはＧＩＣＳ（世界産業分類基準）10セクターに基づき分類、ＭＬＰについてはクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが独自に分類した
ものです。

・予想配当利回りは、クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシーが算出したものです。
・ポートフォリオの平均予想配当利回りとは、組入銘柄の予想配当利回りを加重平均したものです。 よって当ファンドの将来の分配をお約束するものではありません。

投資対象とする投資信託証券においては、ＭＬＰの配当金について35％を上限として税金が差し引かれます（なお、税務申告を行うことにより、差し引かれた
税金の一部が還付される場合があります。）。また、前記の税金に加えて、その他の諸税が賦課される見込みです。

5/8

（組入銘柄数：65銘柄）

銘柄 種別 国名 業種 比率
（参考）

予想配当利回り

1 ＵＮＩＴＥＤ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ ＣＯＲＰ 株式 アメリカ 資本財・サービス 4.11% 5.86%

2 ＯＣＨ－ＺＩＦＦ ＣＡＰＩＴＡＬ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮ－Ａ ＭＬＰ アメリカ その他 3.73% 4.55%

3 ＲＥＧＡＬ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＧＲＯＵＰ－Ａ 株式 アメリカ 一般消費財・サービス 3.58% 3.62%

4 ＬＯＣＫＨＥＥＤ ＭＡＲＴＩＮ ＣＯＲＰ 株式 アメリカ 資本財・サービス 3.55% 2.98%

5 ＴＡＬ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ 株式 アメリカ 資本財・サービス 3.16% 6.77%

6 ＥＮＥＲＧＹ ＴＲＡＮＳＦＥＲ ＰＡＲＴＮＥＲＳ ＬＰ ＭＬＰ アメリカ 中流事業 2.90% 6.80%

7 ＶＥＲＩＺＯＮ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＩＮＣ 株式 アメリカ 電気通信サービス 2.85% 4.46%

8 ＤＯＭＩＮＩＯＮ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＩＮＣ 株式 アメリカ 公益事業 2.84% 5.33%

9 ＡＴ＆Ｔ ＩＮＣ 株式 アメリカ 電気通信サービス 2.82% 5.45%

10 ＡＲＥＳ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰ 株式 アメリカ 金融 2.65% 8.81%

ポートフォリオの平均予想配当利回り 5.11%

■上記グラフは過去の実績・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等を示唆・保証するものではありま
せん。また、為替・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。■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。
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ボーナス
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ボーナス
分配

第14期
（14年8月）

第15期
（14年9月）

第17期
（14年11月）

第18期
（14年12月）

第19期
（15年1月）

第16期
（14年10月）

第13期
（14年7月）

第12期
（14年6月）

第11期
（14年5月）

300円 20円 20円 20円 20円20円20円20円600円

第20期
（15年2月）

20円

基準価額の推移（期間：2013年6月28日（設定日）～2015年2月27日）

分配金実績（1万口当たり、税引前）

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）【愛称：Ｎｅｗ アメリカン】

基準価額の推移（期間：2013年6月28日（設定日）～2015年2月27日）

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）【愛称：Ｎｅｗ アメリカン】

400円 20円 20円 20円20円20円20円300円

分配金実績（1万口当たり、税引前）

・基準価額、基準価額（分配金再投資）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。
・ボーナス分配とは、特定月（2・5・8・11月）の決算時に売買益等がある場合に、毎月の配当等収益等から行う安定分配に上乗せして行う分配です。
なお、売買益等がある場合でもボーナス分配を行わない場合があります。

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
・収益の分配は、第3期決算日（2013年9月24日）から行っております。

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞ ／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型） 【愛称：Ｎｅｗ アメリカン】

20円

第14期
（14年8月）

第15期
（14年9月）

第17期
（14年11月）

第18期
（14年12月）

第19期
（15年1月）

第16期
（14年10月）

第13期
（14年7月）

第12期
（14年6月）

第11期
（14年5月）

第20期
（15年2月）

ファンド情報ご提供資料
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■上記グラフは過去の実績・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、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、
為替・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。
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収益分配金に関する留意事項
■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。
■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ファンドの収益率を示すものではあり
ません。
■投資者のファンドの購入価額によっては、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。

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。

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。

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

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

お客さまにご負担いただく費用

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。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。

米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます。）およびＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナー
シップ）が実質的な主要投資対象です。
■米国経済成長の恩恵を受ける、米国高配当株式およびＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）に実質的な投資を行い、中長期的な
値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投
資）への投資も行います。（ファンド・オブ・ファンズ方式）

■実質的な投資比率は、原則として株式60％、ＭＬＰ40％を基本とします。

毎月の決算時（24日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定した分配をめざします。
ただし、２・５・８・11月の決算時には、上記安定分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合が
あります。

■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。
・配当等収益等は、経費等控除後の配当等収益のほか、収益調整金および分配準備積立金の一部を含みます。

「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の２つからお選びいただけます。
■「為替ヘッジあり」は、原則として投資する証券投資信託において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
■「為替ヘッジなし」は、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

投資対象とする証券投資信託は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社が運用を行います。
■レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は投資対象ファンドが投資するマザーファンドの運用の指図に関する権限を、米国のクリアブリッジ・
インベストメンツ・エルエルシーに委託します。

市場動向および資金動向により、上記のような運用が行えない場合があります。

ファンドの特色

1

2

3

4

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。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。
投資信託は預貯金と異なります。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。

投資リスク

価格変動リスク
株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、投資対象事業
から得られる収入や市況・経済の状況等により組入ＭＬＰの価格が下落する
ことがあります。

為替変動リスク
外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。

信用リスク
組入株式・ＭＬＰの発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入
株式・ＭＬＰの価格が下落することがあります。

主な投資リスクとして、組入株式・ＭＬＰの価格変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、
流動性リスク等があります。

当資料に関するご注意事項等

■当資料は三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラスについて投資家
のみなさまに理解を深めていただくことを目的に三菱ＵＦＪ投信
が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示
資料ではありません。また、勧誘を目的に作成したものではあり
ません。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。
■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。
■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。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。

ＭＬＰは株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
が高い傾向にあります。

購

入

時

購入時

手数料

購入価額×3.24％（税抜 3％）（上限）

購入時手数料は販売会社が定めます。

くわしくは、販売会社にご確認ください。

＜スイッチングの場合＞

ありません。

運用管理費用

（信託報酬）

当該ファンド：純資産総額×年1.3392％（税抜 年1.24％）

投資対象とする投資信託証券：年0.6264％（税込）

実質的な負担：年1.9656％（税込）

※投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質

的な料率（上限値）を算出したものです。

換

金

時

信託財産

留保額
ありません。

その他の

費用・手数料

売買委託手数料等、監査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。

保

有

期

間

中

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
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＜追加型投信／海外／資産複合＞
当ファンドの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。
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販売会社情報一覧表

ファンド名称：三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

【当資料で使用した指数について】
■ 米国株式：Ｓ＆Ｐ500株価指数
Ｓ＆Ｐ500株価指数は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、
流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したも
のです。

■ ＭＬＰ：アレリアンＭＬＰインデックス
アレリアンＭＬＰインデックスは、アレリアン社が算出するエネルギー関連のＭＬＰの値動きを示す指数です。

■ 米国ＲＥＩＴ：FTSE NAREIT All Equity REITS Index
FTSE NAREIT All Equity REITS Indexとは、米国リートの値動きを表す指数です。
FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会社が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSE International Limited（以下「FTSE」）
が使用します。NAREIT®はNational Association of Real Estate Investment Trusts (以下「NAREIT」)が所有する商標です。 FTSE NAREIT All
Equity REITS Indexは、FTSEが算出を行います。FTSEとNAREITのいずれも本商品のスポンサー、保証、販売促進を行っておらず、さらにいか
なる形においても本商品に関わっておらず、一切の責務を負うものではありません。インデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所
有権はFTSEとNAREITに帰属します。
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商号 登録番号等 加入協会

髙木証券株式会社

金融商品取引業者 日本証券業協会

近畿財務局長（金商）第20号

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行

登録金融機関 日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／

関東財務局長（登金）第5号 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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 日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／

関東財務局長（金商）第2336号 一般社団法人金融先物取引業協会／

一般社団法人第二種金融商品取引業協会


