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追加型投信／内外／株式 ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）/（為替ヘッジなし）

本資料において、それぞれのファンドを（為替ヘッジあり）（為替ヘッジなし）、また、総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」と呼ぶことがあります。

※巻末の「本資料に関してご留意いただきたい事項」「本資料で使用した指数について」を必ずご覧ください。※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通
し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・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。
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ワールド・ビューティー・オープン
（為替ヘッジなし）

先進国株式
（円換算）

当ファンド残高合計168億円、取り扱い金融機関39社*
2018年7月31日、ワールド・ビューティー・オープンは設定から
１年が経過。設定来の当ファンドの運用状況・株式市場の動向と
ビューティー市場のストーリーを再確認する。

設定来のパフォーマンスは「為替
ヘッジあり」14.7％、「為替ヘッジ
なし」15.1％と堅調だ*。

過去１年の株式市場を振り返ると、
昨年は「適温相場」と呼ばれ、好景
気の中で低金利が続き、株高が支え
られてきた。しかし、2018年2月に
は米国の利上げペース加速や、米中
貿易摩擦などが懸念され、先進国株
式が大きく下落。その後上昇基調に
戻ったものの、5月下旬には米国の
保護政策や北朝鮮情勢、欧州の政局
不安の高まりなどで再び下落となっ
た。

この間における「為替ヘッジな
し」のパフォーマンスを見ると、2
月から3月にかけての下落局面では
先進国株式と比べて下落幅が抑えら
れたことが分かる（図1・期間①）。
ビューティー・ビジネス関連企業が

図1 ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）と先進国株式（円換算）

図2 当ファンドの組入上位10銘柄の変化

市場に左右されにくい傾向を有する
ことなどが背景にあると考えられる。
一方、3月末以降は保有銘柄の良好
な決算発表などを受け、基準価額
（分配金再投資）は設定来最高値水
準まで上昇した（図1・期間②）。当
ファンドは原則として、決算日の基
準価額水準が当初元本額10,000円

ビューティー市場が「安定性」
「成長性」を有し、「イノベーショ
ン」により美の領域が拡大している
との認識は変わっていない。ただし、
成長ストーリーは変わらないが、各
企業の収益の成長性や財務の健全性
などを考慮して銘柄を選別し、組入
上位銘柄は変化させている。当ファ
ンドでは「魅せる」「磨く」「支え
る」を投資における“美”の視点と定
義しているが、組入上位10銘柄を設
定当初と比較すると研究開発等の
「支える」に該当する銘柄が増え、

様 々 な 美 の 視 点 か ら 投 資 を
行っていることが分かる。新たに上
位に入った日本の銘柄「ファンケ
ル」はサプリメントや青汁のイメー

（10,000口当たり）を超えている場
合には、当該超えている部分につい
て、分配対象額の範囲内で、全額分
配を行うという分配方針を掲げてい
る。２回の決算を終え、累計の分配
金支払い額は「為替ヘッジあり」
1,739円、「為替ヘッジなし」1,729
円となった。

ジがあるが、世界初の無添加化粧品
販売を開始した会社でもある。同社
は業績をＶ字回復させ、2017年度は
11年ぶりに過去最高売上を更新した。

＊2018年 7月31日時点
基準価額（分配金再投資）

＜パフォーマンス推移＞ ＜期間別騰落率＞

出所：Datastreamのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 左図期間：2017/7/31（設定日）～2018/7/31、日次 ※2017/7/31＝10,000として指数化 ※基準価額（分配金再投資）を使用していま
す。基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値であり、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。※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。※当ファンドにベンチマークはありません。先進国市場全体と値動きの動向を比較することを目的として、 MSCI ワールド インデックス（税引前配当込）を表示しています。

※新しく上位10銘柄に
入った企業に色づけ
※個別銘柄の推奨を目
的とするものではなく、
当ファンドにおいて左
記銘柄を組入れること
を保証するものではあ
りません。

＊2018年7月31日時点
取次販売会社含む
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＊＊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。分配金の一部又はすべてが、実質的
には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

＊＊

順位 企業名 "美"の視点 企業名 "美"の視点
1 ロレアル 魅せる 資生堂 魅せる
2 エスティローダー 魅せる エスティローダー 魅せる
3 資生堂 魅せる コーセー 魅せる
4 ユニリーバ 磨く クローダ・インターナショナル 支える
5 コーセー 魅せる バイヤスドルフ 磨く
6 アルタ・ビューティ 支える アライン・テクノロジー 磨く
7 花王 磨く ファンケル 磨く
8 アライン・テクノロジー 磨く ポーラ・オルビスホールディングス 磨く
9 ポーラ・オルビスホールディングス 磨く アルタ・ビューティ 支える
10 コティ 魅せる ジボーダン 支える

2017年8月末 2018年7月末



ワールド・ビューティー・オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

※巻末の「本資料に関してご留意いただきたい事項」及び「本資料で使用した指数について」を必ずご覧ください。※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見
通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・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。
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昨年の訪日外国人旅行者数は2,800万人超と、増
加基調にある。こうした外国人旅行者の需要増加に
伴う化粧品の売上拡大が期待される。実際に、日本
の化粧品販売金額は５年連続で増加している（図
３）。さらに、日本で購入した商品が気に入り、現
地の店舗やインターネットで購入しリピーターとな
るという好循環もみられる。

コーセーは昨年、中国での低価格ブランドの生産
から撤退した。これまで、中国では現地生産の低価
格ブランドと日本からの輸入品を販売していた。現
地消費者の高価格帯志向が強まる中で、今後は
「メード・イン・ジャパン」を前面に押し出してい
く方針だ。このことからも、質の高い日本の化粧品
への需要が高まっていることが分かる。

先進国を中心に、高齢化が進展する中で拡大が期
待されるのがアンチエイジング市場だ。昨年より科
学的に裏づけされた「しわ改善」化粧品が相次いで
登場している。

2017年1月、日本で初めてしわ改善効果の承認を
受けたポーラのリンクルショットが登場。15,000円
と高額にも関わらず、１年間で約130億円を売り上
げる大ヒットとなり、「しわ改善」化粧品という新
しい市場を切り開くこととなった。同年6月には資
生堂が参入し、2018年秋にはコーセーから新商品の
発売が予定されている。

いずれの商品も各社の研究の賜物である。例えば、
ポーラは独自の有効成分「ニールワン」の発見後も
商品の形にするまで研究を重ね、発売まで合わせて
15年の年月をかけたという。こうした各社の研究が
新商品の開発ひいては新しい市場の開拓へと繋がっ
ている。

この時期にドラッグストアやコスメ売り場に足を
運ぶと目につくのは日焼け止めではないだろうか。
ミルク、ジェルタイプをはじめ近年ではスプレータ
イプの日焼け止めも登場するなど種類も豊富で、日
本の日焼け止めの販売金額は拡大している。

背景として、男性の紫外線に対する意識の高まり
が考えられる。調査によると、20代の男性の半数は
紫外線に対して何らかの対策をしているという。さ
らに、女性では、夏だけではなく一年を通して日焼
け対策を行っている層がいるとみられる。このよう
に、既存の商品カテゴリにおいてはユーザー層や利
用シーンの拡大が成長を後押ししている。

図5 紫外線対策をすることがありますか？
「ある」と答えた回答者の性別・世代別比率

出所：株式会社マクロミル調べ｢紫外線（UV）対策に関する調査（2018年6月）｣を
基に三菱UFJ国際投信作成 調査時期：2018年5月 対象：20～69歳の男女1,000人

図6 紫外線対策をする時期はいつですか？
（女性の回答）

肌寒い時期でも
紫外線対策が
されている
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図3 化粧品販売金額と訪日外国人旅行者数

出所：経済産業省「経済産業省生産動態統計年報」、日本政府観光局(JNTO)のデー
タを基に三菱UFJ国際投信作成
期間：2003年～2017年(年次)

図4 しわ改善化粧品の商品比較

＊好調な売行きにより、2018年1月に15,000円から現行価格へ改定
出所：各社HP、各種報道のデータを基に三菱UFJ国際投信作成
※各種商品売上実績の期間は、それぞれ販売開始月からの経過期間
※資生堂の売上実績は累計出荷個数
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会
社
名

販売開始月 商品名 価格
(税抜き) 売上実績 主な成分と効果

ポ
ー
ラ

2017年1月 リンクルショット
メディカルセラム

15,000円
↓

13,500円*
94万本

(12ヵ月)

ニールワン：
シワの原因の一つである
｢好中球エラスターゼ｣を
抑制する効果

2017年6月
エリクシール シュペリエル

エンリッチド
リンクルクリームS

5,800円 130万本
(6ヵ月)

2017年11月

資生堂
バイタルパーフェクション

リンクルリフト
ディープレチノホワイト4

12,000円 22万本
(1ヵ月)

2018年2月 ベネフィーク
レチノリフト ジーニアス 8,000円 -

2018年9月 コスメデコルテ
iP.Shot アドバンスト 10,000円 -

2018年10月 ONE BY KOSÉ
ザ リンクレス 5,800円 -

資
生
堂

コ
ー
セ
ー

リンクルナイアシン：
シワ改善効果を認められ
た、ビタミンB群の一種

純粋レチノール：
細胞のヒアルロン酸産生を
促進し、肌の水分量を増や
してシワを改善する効果

※個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組入れる
ことを保証するものではありません。



巻末の「本資料に関してご留意いただきたい事項」及び「本資料で使用した指数について」を必ずご覧ください。

ワールド・ビューティー・オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

基 準 価 額 と 純 資 産 の 推 移

期間：2017年7月31日（設定日）～2018年7月31日、日次
※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。
※信託報酬率については、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
※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。
※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・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。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。

https://www.am.mufg.jp/tool/movie/content/wbo_j.html

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）

巻末の「本資料に関してご留意いただきたい事項」及び「本資料で使用した指数について」を必ずご覧ください。
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ワールド・ビューティー・オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

販売会社 （お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。) 平成30年8月6日現在

・本資料に関してご留意いただきたい事項
■本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。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）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■本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。
■本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・完全性等を保証するものではありません。
■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。銀行等の登録金融機関でご

購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。
■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。

・本資料で使用した指数について
■MSCI ワールド インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国で構成されています。
同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

商号

（＊は取次販売会社）

日本証券業

協会

一般社団法人

日本

投資顧問業

協会

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

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○

株式会社　阿波銀行（為替ヘッジありのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社　イオン銀行（8月9日から取扱開始） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

宇都宮証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○

株式会社　ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

株式会社　大分銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 九州財務局長（登金）第1号 ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

株式会社　沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1号 ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社　群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社　京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○

株式会社　高知銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第8号 ○

静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○

株式会社　十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社　常陽銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11号 ○

株式会社　大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○

第四証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

とうほう証券株式会社（9月4日から取扱開始） 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

株式会社　南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社　八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

株式会社　福島銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社　北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

株式会社　宮崎銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

株式会社　横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

帯広信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号

きのくに信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号

呉信用金庫 * 登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号

湖東信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第57号

埼玉縣信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第202号 ○

福岡ひびき信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第24号 ○

碧海信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号 ○

登録番号等


