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バンクローン【左軸】 米国国債利回り【右軸】

ＦＦ金利【右軸】

当資料はウエスタン・アセット・マネジメント社の資料をもとに三菱ＵＦＪ投信が作成いたしました。

米国バンクローン・オープン
＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞

（毎月決算型）／（年1回決算型）
追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）

■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。

ファンド情報ご提供資料
（データ基準日：2015年3月31日）

2015年4月

当ファンド設定来のバンクローン市況と今後の注目点について教えてください。1

当ファンド設定来（2014年5月27日）のバンクロー

ン市況は、米国の長期金利低下や、2014年後半

の原油価格下落などに伴う、エネルギー関連企業

のバンクローンが値下がりした影響で、軟調に推移

する局面もあったものの、2014年通年では利子収

入等の積み上げ効果により底堅く推移しました。

今後の注目点については、米国の利上げです。

景気拡大傾向が続く米国では、2015年3月の米連

邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の声明文において、

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策の正

常化に対して「忍耐強くなれる」との文言を削除す

るなど、今後の利上げに向けた地ならしをし始めた

とみられます。ウエスタン社では米国の利上げは

2015年9-12月に実施され、その後緩やかな利上

げ局面となると予想しています。

過去の利上げ局面や市場金利の上昇局面をみ

ると、安定的な収益力を背景にバンクローンは相対

的に堅調に推移してきました。そのため、バンクロー

ンは、今後想定される金利上昇局面で、市場の注

目を集めるものと考えています。

■米国では、2015年9-12月に利上げが行われ約10年ぶりの利上げ局面となる見通しであり、そうした

状況下ではバンクローンの安定的な収益の積み上がりに注目。

■バンクローン発行企業の財務状況は引き続き健全。

■銘柄選定については、ボトムアップ・リサーチを重視。

ウエスタン・アセット・マネジメント社
ポートフォリオマネジャー、

Ｔ．Ｊ．セトル氏
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バンクローン・米国国債利回り・ＦＦ金利
の推移

平素は「米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）／（年1回決算型）」をご愛顧賜り厚く御礼申しあげます。
当ファンド（4本）は2014年5月27日に設定され、2015年3月に純資産総額が

1,000億円を突破しました。今回、ウエスタン・アセット・マネジメント社（以下、ウェ
スタン社）のポートフォリオマネジャー、Ｔ．Ｊ．セトル氏に実施したインタビューから、
当ファンドの実質的な主要投資対象であるバンクローンの足もとの状況や今後の
見通しなどについてお伝えします。

ポイント

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

・バンクローンは米ドルベース、トータル・リターンです。
・ＦＦ金利とはＦＯＭＣ誘導目標の上限であり米国の政策金利を表します。
・グラフ内の背景が色つきの部分は米国国債利回り上昇局面を表して
います。

（期間：1996年12月末～2015年3月末）

・バンクローンは1996年12月末＝100として指数化

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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Ｖ

米国バンクローン・オープン
＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞

（毎月決算型）／（年1回決算型）

■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。

ファンド情報ご提供資料

当資料はウエスタン・アセット・マネジメント社の資料をもとに三菱ＵＦＪ投信が作成いたしました。

バンクローン発行企業の財務状況はどうですか。2

米国バンクローン発行企業の財務状況は引き続

き健全な状況が続くと予想しています。米国経済

は堅調に推移していますが、企業経営者は現在の

利益水準の維持を重視し、コストの見直しを継続し

ています。また、企業経営者は、リスクを取ることに

慎重な姿勢を維持しているため、現金などの手元

流動性が積み上がっており、企業のバランス・シー

トは引き続き健全な状態にあります。

加えて、ここ数年にわたり債務の借換えが進んだ

ことで、当面の間は満期を迎えるバンクローンが減

少しています。そのため、2015年2月末時点のデ

フォルト率（債務不履行の割合）は1.24％程度（過

去12ヵ月平均）、回収率を加味したデフォルト率は

0.38％程度と、過去と比較しても低水準となってお

り、今後も安定的な推移が予想されます。

バンクローンのデフォルト率
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当ファンドでは、2015年2月にダラー・ツリー社の新規発行のバンクローンを購入しました。同社は米国を中心に

1米ドルショップを運営するディスカウント・ストアで、同業であるディスカウント・ストアのファミリーダラー社を同年1月

に買収し、全米に13000店舗を有する大手ストアとなりました。

同社の経営陣はフリー・キャッシュフローを重視したマネジメントを行っており、現金などの手元流動性も潤沢であ

ることなどから、高い負債返済能力を有しています。さらに、今回発行したバンクローンは、小売セクターの中でも

格付けが高いことに加え、大規模発行であったことから市場で高い流動性が確保できると考えられます。ウエスタ

ン社は、当バンクローンの需要が今後市場で高まる可能性が高く、同水準の格付けを有する競合会社のバンク

ローンと比較しても魅力が高いと判断し投資を行いました。

ウエスタン社は、キャッシュフロー創出能力、経営陣の質、発行条件による需給など様々な要因によって、米国

バンクローンの価格が決定されると考えており、ボトムアップ・リサーチを重視した運用を行っています。

運用方針や直近の投資銘柄について教えて下さい。3

次ページへ続く

・ここでは、当ファンドの運用方針をよりご理解いただくために当ファンドが実際に投資した銘柄の選定ポイントをご紹介しております。特定の
銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。

（出所）ムーディーズ社のデータよりウエスタン・アセット・マネジメント社作成

・回収率を加味したデフォルト率＝過去平均12ヵ月デフォルト率×（1-回収率）
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※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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米国バンクローン・オープン

＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）／（年1回決算型）

■上記表は過去の実績・状況であり、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。

ファンド情報ご提供資料

当資料はウエスタン・アセット・マネジメント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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前ページから続く

Ｖ

当ファンドが2015年2月に投資したバンクローン

（出所）ウエスタン・アセット・マネジメント社、ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

※1 2015年2月に当ファンドが投資を行った銘柄のうち、投資金額が大きい銘柄について掲載しています。
※2 バンクローン銘柄の発行体格付けはスタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）社の長期自国通貨建発行体格付けを使用していますが、Ｓ＆Ｐの

データがない場合はムーディーズ（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）の格付けを使用しています。
※3 ＬＩＢＯＲとは、Ｌｏｎｄｏｎ ＩｎｔｅｒＢａｎｋ Ｏｆｆｅｒｅｄ Ｒａｔｅの略。ロンドン市場での銀行間平均貸出金利のこと。

・上記は、当ファンドが2015年2月に実際に投資したバンクローンです。上記は、当ファンドの運用方針をよりご理解いただくために投資
金額の大きい銘柄をご紹介するものであり、特定の銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。

【当資料で使用した指数について】

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

■バンクローン【クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックス】
クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスとは、クレディ・スイス証券が算出する、バンクローンの値動きを表すインデックスです。

■米国国債利回り【シティ米国債インデックス】
シティ米国債インデックスとは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックス
です。
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当ポートフォリオの格付分布

当ポートフォリオの証券種別構成比率

当ポートフォリオの組入上位10業種

当ポートフォリオの特性値

■上記表・グラフは過去の実績・状況であり、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。■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。

米国バンクローン・オープン
＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞

（毎月決算型）／（年1回決算型）

・比率は実質的な運用を行う外国投資信託の純資産総額に対する割合です。
・業種はバークレイズの業種分類を基に、ウエスタン・アセット・マネジメントが分類
したものです。
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「ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド
－ＪＰＹ ヘッジド・クラス／ＪＰＹ アンヘッジド・クラス」の運用状況

・データはウエスタン・アセット・マネジメントより提供された運用ポートフォリオベースのものです。
・直接利回りとは、個別銘柄等についての表面利率を加重平均したものです。
・利回りは、計算日時点の評価に基づくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後の
ファンドの「期待利回り」を示すものではありません。

・デュレーションは、金利の変化に対する資産価格の感応度を表し、数値が大きいほど資産価格の変動
の割合は大きくなります。
なお、バンクローンのデュレーションについては、各ローンの次回利払日までの日数を年率換算した
ものです。ウエスタン・アセット・マネジメントの算出によるものです。

・平均残存年数は、各銘柄の残存年数（バンクローンにおいては弁済期限）を加重平均したものです。

当ファンドが主要投資対象としているバンクローンは、一般に、クーポンが基準金利を基に変更される変動金利のため、固定金利の債券に比べ、市場の金利変
動による価格変動リスクが小さくなります。上記のバンクローンの利回り算出にあたっては、計算日時点の基準金利を基に算出しています。よって将来の利回り水
準を保証するものではありません。

直接利回り 5.00％

平均残存年数 5.12年

デュレーション 0.65年

・比率は組入バンクローン等の評価額
に対する割合です。

＜追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）＞
米国バンクローン・オープンの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。 2015年2月27日現在

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

・米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）／（年1回決算型）の主要投資対象である「ウエスタン・アセット・米国バンクロー
ン（オフショア）ファンド－ＪＰＹ ヘッジド・クラス／ＪＰＹ アンヘッジド・クラス」の運用状況について、運用委託先であるウエスタン・アセット・マネジメント提供のデータ（現
地月末前営業日基準）を掲載しています。

バンクローンとは
銀行等の金融機関が主に投資適格未満（ＢＢ格相当以下）の事業会社等に
対して行う貸付債権（ローン）のことです。バンクローンのクーポン（利子）は主
に短期金利（基準金利）を基に変更されます。なお基準金利には通常フロアと
呼ばれる基準金利の下限が定められており、クーポンの極端な低下を防いで
います。バンクローンは、相対的に信用力が低い企業に対して行われるローン
ですが、担保等が付されており、通常の債券に比べて弁済順位が高くなって
います。

平均格付とは、基準日時点で当該ファンドが保有しているバンクローン等に係る信用
格付を加重平均したものであり、当該ファンドに係る信用格付ではありません。

・比率は実質的な運用を行う外国投資信託の純資産総額に対する割合です。
・格付の表示にあたっては、Ｓ＆Ｐ社、Ｍｏｏｄｙ’ｓ社、フィッチ・レーティングス社の3社
のうち も高い格付を採用しています。

・上記3社の格付を取得していない場合は、ウエスタン・アセット・マネジメントによる
独自の格付を採用しています。

平均格付 Ｂ＋

ファンド情報ご提供資料
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■上記表・グラフは過去の実績・状況であり、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、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。

米国バンクローン・オープン
＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞

（毎月決算型）／（年1回決算型）

基準価額の推移（期間：2014年5月27日（設定日）～2015年3月31日）

分配金実績（1万口当たり、税引前）

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

基準価額の推移（期間：2014年5月27日（設定日）～2015年3月31日）

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

分配金実績（1万口当たり、税引前）

【毎月決算型】

【毎月決算型】

毎月決算型

4期前
（14年12月）

5期前
（14年11月）

6期前
（14年10月）

3期前
（15年1月）

2期前
（15年2月）

直近期
（15年3月）

50円 50円 50円50円50円50円 350円

設定来累計
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＜追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）＞
米国バンクローン・オープンの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。

4期前
（14年12月）

5期前
（14年11月）

6期前
（14年10月）

3期前
（15年1月）

2期前
（15年2月）

直近期
（15年3月）

50円 50円 50円50円50円50円 350円

設定来累計

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

ファンド情報ご提供資料

・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。
・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4期（2014年9月22日）から行っております。
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■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用成果を示唆・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。

米国バンクローン・オープン
＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞

（毎月決算型）／（年1回決算型）

基準価額の推移（期間：2014年5月27日（設定日）～2015年3月31日）

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年1回決算型）

基準価額の推移（期間：2014年5月27日（設定日）～2015年3月31日）

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）

初回決算日が2015年5月20日のため掲載期間中に分配金は支払われておりません。

・基準価額は設定日を10,000として指数化しています。
・基準価額は、信託報酬控除後の値です。
・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、2015年5月20日から行う予定です。

年1回決算型
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■主として円建外国投資信託への投資を通じて、米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン等に実質的な投資を行います。

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）

■原則として、取得時においてＢ－格相当以上の格付けを有するバンクローン等に投資します。円建外国投資信託においては、流動性確保等の
ため、米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも一部投資を行います。

■投資対象とする円建外国投資信託の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。また、円建外国投資信託等への投資に
あたり、ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社の投資助言を受けます。

■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、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。

ファンドの特色

1

3

2

「年1回決算型」は毎年5月20日、「毎月決算型」は毎月20日の決算時（休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。4

米国企業が発行する米ドル建てのバンクローン（貸付債権）等が実質的な主要投資対象です。

円建外国投資信託の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。

「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。

市況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。

＜追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）＞
米国バンクローン・オープンの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

ファンド情報ご提供資料



情報提供資料
米国バンクローン・オープン

＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）／（年1回決算型）

ファンド情報ご提供資料

・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。

＜追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）＞
米国バンクローン・オープンの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

お客さまにご負担いただく費用

購

入

時

購入時

手数料

換

金

時

信託財産

留保額

お客さまが直接的に負担する費用

3.24％（税抜 3％）を購入金額に乗じて

得た額とします。

ありません。

運用管理費用

（信託報酬）

その他の費用・

手数料

当該ファンド：純資産総額×年1.215％（税抜 年1.125％）

投資対象とする投資信託証券：年0.525％

実質的な負担：年1.74％（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。

売買委託手数料等、監査費用、投資対象とする投資信託証

券における諸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

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

したがって、投資者の皆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皆さまに帰属します。
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

【市場リスク】
（価格変動リスク）
一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債等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）
「米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）（年１回決算型）」
組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で
円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
「米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（年１回決算型）」
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。
【信用リスク】
組入有価証券等（バンクローンを含みます。以下同じ。）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。
【流動性リスク】
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。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も
少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

ファンドは、格付けの低いバンクローンを投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べ、信用・流動性の各リスクが大きくなる
可能性があります。

《投資信託のご購入の際には、必ず 新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》
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【当資料に関するご注意事項等】

■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。

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

■当資料は「米国バンクローン・オープン」の投資対象であるバンクローンについてのご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 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。



情報提供資料ファンド情報提供資料

販売会社情報一覧表

米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）

ファンド名称：

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） 上記ご参照
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

8/8

米国バンクローン・オープン
＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞

（毎月決算型）／（年1回決算型）

ファンド情報ご提供資料

＜追加型投信／海外／その他資産（バンクローン）＞
米国バンクローン・オープンの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。

＜信用格付会社等の提供する格付け等の情報について＞
本資料において格付等の情報を提供する信用格付会社等の第三者は、格付等の情報についての正確性、完全性、適時性または入手可能性を保証するもの
ではなく、理由の如何を問わず、過失その他による誤り若しくは脱漏またはかかる内容を利用して得られた結果についての責任を負いません。第三者たる内容
提供者は、市場性または特定の目的や利用への適合性についての保証を含め（これに限られません。）、明示黙示を問わずいかなる保証も行わず、本資料に
おいて提供されている情報の内容の利用に関して、直接、間接、付随的、懲戒的、補償的、懲罰的、特別的若しくは結果的に生じた損害、費用、経費、弁護
士費用または損失（逸失利益若しくは収益および機会費用を含みます。）について、いかなる責任または債務も負わないことをここに明示します。信用格付は意
見の表明であり、事実の表明でも、またいかなる金融商品の購入、保有または売却を勧奨するものでもありません。信用格付は金融商品の適格性や金融商品
が投資目的に合致していることを示すものではなく、投資助言として依拠すべきものではありません。

 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行 (委託金融商品取引業者

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 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／

 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

 商号  登録番号等  加入協会

 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／

 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行  一般社団法人第二種金融商品取引業協会 関東財務局長（登金）第5号

※「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。


