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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）や「各ファンド」、総称して「当ファンド」「ワールド・ビューティー・オープン」、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」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）

※2017年7月31日（設定日）=100として指数化

2019年7月31日でワールド・ビューティー・オープンは設定より
２年を迎えた。改めて当ファンドのコンセプトを確認するととも
に、今後の見通しについてファンドマネジャーに話を聞いた。
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皆さまのおかげで２周年

【図1】ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）と
先進国株式のパフォーマンス

出所：Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 期間：2017/7/31（設定日）～2019/8/20、日次
＊１万口あたり、税引き前 ※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。信託
報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。※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。※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。※先進国株式にはMSCI ワールド インデックス（税引前配当込・円換算）を使用。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、
当指数を使用しています。MSCI ワールド インデックスに対する著作権およびその他知的財産権はすべ
てMSCIInc.に帰属します。

【図2】ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）
組入上位10銘柄の変化

2019年7月末時点で設定来の騰落率は「為替ヘッジあ
り」20.5％、「為替ヘッジなし」18.8％となりました。

過去１年間のパフォーマンスを振り返ると、2018年
末にかけて米中関係悪化などを背景に世界経済減速懸念
が高まり大きく下落しました。2019年に入ると、3月の
米連邦公開市場委員会（FOMC）にて、利上げに対して
慎重な姿勢が示されたことや1-3月期の良好な決算発表
などが株価の上昇要因となりました。しかし、8月に入
り米国の長短金利が逆転したことなどから、景気減速懸
念が高まり再び軟調に推移しています（図１）。

※表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。※原則として、比率は純資産総額に対する割合で
す。※2019年7月末時点で組み入れている銘柄のうち、少なくとも過去２時点どちらかに組み入れていた銘
柄に色づけしています。※★は本文中で言及している銘柄です。

設定来のパフォーマンスについて教えてください

どのように銘柄を選定しているのですか？
当ファンドでは「魅せる」「磨く」「支える」を投資

における“美”の視点と定義し銘柄選定を行い、組入比率
の調整を行っています。

足元は、高級スキンケア商品のSK－Ⅱなどが好調で
配当や自社株買いなどの株主還元にも積極的なプロク
ター・アンド・ギャンブル（P&G）の組入比率を１位
としています。また、１年ほど前より上位にランクイン
しているファンケルは無添加化粧品に加えてサプリメン
トにも強みを持ち、内側からの美しさの提案も行ってい
ます。また、直近上位に登場している「プラネット・
フィットネス」は米国のフィットネス企業で、月10ド
ルからと安価な料金で利用できることから人気を博して
おり、店舗や会員の増加などによる今後の業績拡大に注
目しています（図２）。

また、アジアを中心とした新興国の消費者の購買行動
は以前のように日本や欧米で生産された商品だから購入
するといった単純なものから、ブランド力や機能性を重
視したものに変化しています。そのため、特徴の少ない
一般的な化粧品メーカーは現地企業との競争が激化し、
業績が大きく落ち込むケースも発生しています。当ファ
ンドでは、アジア市場など新興国でのブランド力の強化
に積極的で、かつ機能性などにも定評がある企業を中心
に組入比率の引き上げを行ってきました。

※コメントおよび運用方針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。

2019年8月
⇒

2017年8月末 2018年7月末

銘柄 銘柄 銘柄 比率

1 ロレアル 資生堂 ★プロクター･アンド･ギャンブル 8.7%

2 エスティローダー エスティローダー エスティローダー 8.7%

3 資生堂 コーセー 資生堂 7.6%

4 ユニリーバ クローダ・インターナショナル アプターグループ 4.9%

5 コーセー バイヤスドルフ コーセー 4.8%

6 アルタ・ビューティ アライン･テクノロジー ★ファンケル 4.5%

7 花王 ファンケル ジボーダン 4.5%

8 アライン・テクノロジー ポーラ・オルビス
ホールディングス

アライン･テクノロジー 4.4%

9 ポーラ・オルビス
ホールディングス

アルタ･ビューティ ★プラネット･フィットネス 4.4%

10 コティ ジボーダン アルタ･ビューティ 4.3%

2019年7月末

為替ヘッジなし
設定来 累計分配金*
1,957円
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中国では、2019年1月に電子商取引法（EC法）が
施行され、正式に関税を支払うことなく商品の売買
を行っていた代購（代理購入）業者への取り締まり
が厳しくなり、インバウンド消費に影響を与えてい
ます。一方で、最終需要の底堅さから現地での店舗
及び正規ルートでのオンライン販売は非常に好調で
あり、代購業者への依存を減らしながら、いかに増
加傾向が続く一般の訪日客や旺盛な現地需要を取り
込んでいくのかが注目されます。当ファンドでは、
こうした販売ルートに強みを持つ企業に注目してい
ます（図３）。

なお、日韓の政治的な対立によるインバウンド消
費の縮小が懸念されますが、韓国人訪日客の１人当
たりの化粧品購入額は8,553円と、中国人の54,224
円と比較して少額であり購入率も31.2％**と低いこ
とから影響は限定的とみています。

【支出】出所：総務省「家計調査」を基に三菱UFJ国際投信作成 基準年：2018年
【人口】出所：総務省統計局を基に三菱UFJ国際投信作成 基準月：2019年7月（概算）

＊化粧品等：シャンプー・口紅など衛生、理容、美容に対する商品 ＊＊20～29歳の人口

※コメントおよび運用方針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。
※右のPICK UPについては組入銘柄の国内主要化粧品メーカーに関するコメントです。

【図３】EC法施行後の中国の化粧品販売のイメージ
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現在、「高価格帯」「アンチエイジング」「オー
ガニック化粧品」「新たな販売チャネル」の4点に
着目した運用を行っております。

中でも高齢化に伴うアンチエイジング需要は大き
く拡大すると予想しています。「アクティブシニ
ア」という言葉をよく耳にするように、様々な活動
に積極的でおしゃれに対しても前向きな高齢の方々
が多くいます。なお、日本における美容関連支出の
ピークは50代となっており、60代においても20代を
上回る水準です。今後は、人口のボリュームゾーン
である団塊ジュニア世代が50代となることで、更な
る市場の拡大が期待されます（図５）。

当ファンドでは、過去数十年にわたって安定的に
業績を拡大させてきた実績を持つビューティー・ビ
ジネス関連銘柄を多数組み入れています。長期にわ
たり企業が育ててきたブランドイメージは、一朝一
夕に作り上げられるものではないことから、競争環
境の急激な変化が少なく、業績の安定性に寄与する
と考えています。今後も、引き続き国際関係の悪化
などには注意を払いながら、柔軟な運用を行ってま
いります。引き続きどうぞよろしくお願い致します。

インバウンド消費*に変化はありますか？

景気減速の影響について教えてください

現地の
店舗 好調

購入

旅行者

好調

公式な
ショップ
好調

【図5】年代別・一世帯あたり 化粧品等*への支出額

※上記はイメージです。

今後の見通しをお聞かせください

例えば、中国では米中貿易摩擦を背景とした景気
減速により、日常的には購入しない自動車や電化製
品中心に需要の減退が確認されていますが、化粧品
に関しては増加傾向が続いています（図４）。化粧
品は高価格帯であっても「手の届く贅沢品」として
拡大が続くと考えています。

団塊ジュニア世代

【図4】中国 化粧品小売売上高・自動車販売台数（前年比）

出所：Bloomberg、Jefferiesのレポート基に三菱UFJ国際投信作成 期間：2017年2月～2019年
7月、月次（中国の小売売上高は、旧正月の影響を含むため1,2月はまとめて算出されていること
から、2月分として表示。これに伴い、自動車販売台数のデータも1月分は非表示。）

足元、日本の化粧品メーカーの株価が
欧米と比べ軟調なのはなぜ？

PICK UP

原因１ 天候不順による日焼け止め需要減少
天候の影響は一過性のものであることが多く、ビュー
ティー関連市場に長期的な影響を与えるものではない

原因２ 積極的な広告宣伝によるコストの増加
将来的にブランド価値の強化へ繋がる

年後半にかけて業績拡大ペースが再び加速すると予想

女性人口
（万人） 610** 708 917 840

50代へ

最も支出が多い
50代

出所：観光庁「訪日外国人消費動向
調査（2018年）」＊＊中国人は79.5%

＊インバウンド消費：訪日外国人観光客による日本国内での消費
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基 準 価 額 と 純 資 産 の 推 移

期間：2017年7月31日（設定日）～2019年8月20日、日次
※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。

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）
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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。) 2019年8月20日現在

商号
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 ○ ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1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 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社岩手銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第3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 ○ ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53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 ○

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21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 ○

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

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6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 ○ ○

十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188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 ○

ソニー銀行株式会社（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578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 ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号 ○

株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号 ○

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6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 ○ ○ ○

株式会社東京スター銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号 ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

とちぎんＴＴ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 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社長崎銀行（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11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 ○ ○

ひろぎん証券株式会社（為替ヘッジなしのみ取扱） 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

株式会社広島銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2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 ○ ○ ○

株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第22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 ○

登録番号等



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）Beauty NEWS7

・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。

商号
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

青い森信用金庫 *（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47号

朝日信用金庫 *（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143号 ○

尼崎信用金庫 *（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39号 ○

いちい信用金庫 *（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25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

川崎信用金庫 *（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190号 ○

観音寺信用金庫 *（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17号

北伊勢上野信用金庫 *（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34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

京都中央信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53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 ○

三条信用金庫 *（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244号

芝信用金庫 *（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158号

城北信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第147号 ○

瀬戸信用金庫 *（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46号 ○

高松信用金庫 * 登録金融機関 四国財務局長（登金）第20号

知多信用金庫 *（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48号

千葉信用金庫 *（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208号

東京東信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第179号 ○

東春信用金庫 * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第52号

栃木信用金庫 *（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224号

新潟信用金庫 *（為替ヘッジありのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第249号

のと共栄信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第30号

浜松磐田信用金庫 *（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61号

播州信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第76号 ○

飯能信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号

姫路信用金庫 *（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80号 ○

兵庫信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号 ○

平塚信用金庫 *（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196号

福井信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32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 ○

福島信用金庫 * 登録金融機関 東北財務局長（登金）第50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 ○

結城信用金庫 *（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228号

沖縄県労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号

九州労働金庫 *（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39号

近畿労働金庫 *（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90号

四国労働金庫 *（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26号

静岡県労働金庫 *（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72号

中央労働金庫 *（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259号

中国労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

東海労働金庫 *（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70号

東北労働金庫 *（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68号

長野県労働金庫 *（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268号

新潟県労働金庫 *（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267号

北陸労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第36号

北海道労働金庫 *（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38号

登録番号等

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。) 2019年8月20日現在

※商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。


