
2022 年 7 月 9 日 

受益者のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 

＜円コース＞／＜米ドルコース＞／＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 

／＜マネープールファンドＡ＞〈愛称：スマートスター〉」 

における信託期間延長のお知らせ 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、弊社「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース

＞／＜米ドルコース＞／＜豪ドルコース＞（毎月分配型）／＜マネープールファンドＡ

＞〈愛称：スマートスター〉」の信託期間は、2023 年 10 月 11 日までとなっております

が、ファンドの運用状況等を勘案の上、引き続き受益者のみなさまに投資機会を提供さ

せていただくため、信託期間を延長する約款変更を 2022 年 7 月 9 日に実施いたしまし

たので、下記のとおりお知らせ申し上げます。 

また、「三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ」を構成する 16

ファンドのうち、＜円コース＞／＜米ドルコース＞／＜豪ドルコース＞（毎月分配型）

／＜マネープールファンドＡ＞以外のファンド（毎月分配型：4本、年 2回分配型／マ

ネープールファンドＢ：8本）が 2023 年 10 月 11 日付で満期償還を迎える予定です。（毎

月分配型）の 4本が満期償還することに伴う約款変更を 2023 年 10 月 7 日に予定してお

りますので、下記のとおりお知らせ申し上げます。 

 

本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧 

の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。 

  

 敬具 

記 

1. 対象ファンド 

・三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 

＜円コース＞（毎月分配型）〈愛称：スマートスター〉 

・三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 

＜米ドルコース＞（毎月分配型）〈愛称：スマートスター〉 

・三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 

＜豪ドルコース＞（毎月分配型）〈愛称：スマートスター〉 

・三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 

＜マネープールファンドＡ＞〈愛称：スマートスター〉 

 

 



2. 変更日 

 ①信託期間の延長 

2022 年 7 月 9 日 

②2023 年 10 月 11 日に満期償還するファンドを付表から削除 

     2023 年 10 月 7 日 

3. 変更内容（詳細につきましては、別紙をご参照ください。） 

①信託期間の延長 

 

 

 

  ②2023 年 10 月 11 日に満期償還するファンドを付表から削除 

     

4．＜円コース＞／＜米ドルコース＞／＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の信託期間延

長にかかるご注意事項 

 

＜円コース＞／＜米ドルコース＞／＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の信託期間は延

長されましたが、スイッチング（乗換え）対象の下記ファンドは 2023 年 10 月 11 日

に満期償還する予定のため、下記ファンドが関係するスイッチングのお申込み受付は

2023 年 10 月 6 日までとなります。 

【2023 年 10 月 11 日に満期償還予定のスイッチング対象ファンド】 
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 

＜ブラジルレアルコース＞／＜メキシコペソコース＞／＜トルコリラコース＞／ 

＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型） 
 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項目 変更後 変更前 

信託期間 2028 年 10 月 11 日まで 2023 年 10 月 11 日まで 

・ 本お知らせに関するお問い合わせ 

   三菱ＵＦＪ国際投信 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）】 

・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ 

  お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。 



2022/7/9 約款変更 

 

約款変更新旧対照表 
 

 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 

 

変更後（新） 変更前（旧） 

（信託期間） 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から

2028年10月11日まで、または第38条第８項、

第39条第１項および第２項、第40条第１項、

第41条第１項および第43条第２項の規定に

よる信託期間終了日までとします。 

 

（信託期間） 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から

2023年10月11日まで、または第38条第８項、

第39条第１項および第２項、第40条第１項、

第41条第１項および第43条第２項の規定に

よる信託期間終了日までとします。 

 

 

 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞ 

 

変更後（新） 変更前（旧） 

（信託期間） 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から

2028年10月11日まで、または第44条第７項、

第45条第１項および第２項、第46条第１項、

第47条第１項および第49条第２項の規定に

よる信託期間終了日までとします。 

 

（信託期間） 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から

2023年10月11日まで、または第44条第７項、

第45条第１項および第２項、第46条第１項、

第47条第１項および第49条第２項の規定に

よる信託期間終了日までとします。 

 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 



2023/10/7 約款変更 

 

約款変更新旧対照表 
 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（付表） 

（略） 

３．約款第38条第８項に規定する「別に定める各信

託」とは、次のものをいいます。 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース

＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコ

ース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコ

ース＞（毎月分配型）」 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープ

ールファンドＡ＞」 

 

（付表） 

（略） 

３．約款第38条第８項に規定する「別に定める各信

託」とは、次のものをいいます。 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース

＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコ

ース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコ

ース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジル

レアルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコ

ペソコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリ

ラコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアル

ーブルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バンク

ローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープ

ールファンドＡ＞」 

 

 

  

別紙 



 

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞ 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

（付表） 

１．約款第13条第１項、第44条第７項および第45

条第２項に規定する「別に定める各信託」とは、

次のものをいいます。 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コ

ース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド

ルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド

ルコース＞（毎月分配型）」 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

＜削除＞ 

 

 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネ

ープールファンドＡ＞」 

 

（付表） 

１．約款第13条第１項、第44条第７項および第45

条第２項に規定する「別に定める各信託」とは、

次のものをいいます。 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コ

ース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド

ルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド

ルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ

ジルレアルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ

シコペソコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル

コリラコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ

アルーブルコース＞（毎月分配型）」 

追加型証券投資信託「三菱ＵＦＪ 米国バン

クローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネ

ープールファンドＡ＞」 

 

 

以上 

 


