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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。

※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年9月末時点で組み入れているファンケルを紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、ファンドにおいて掲
載銘柄を組み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」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。

販売用資料

World Beauty Open

日本製品は安全だという声がよく聞かれるが、化粧品も例外ではない。
当ファンドで組み入れているファンケルは「安心・安全」な化粧品と
して無添加化粧品に力を入れている。美への外側・内側からのアプ
ローチという２つの視点から同社の強みを整理した。
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「安心・安全」から考える美

②内側からの美へのアプローチ「サプリメント」
化粧品を美への「外側」からの

アプローチ方法とするならば、サ
プリメントは「内側」からのアプ
ローチと言うことができるだろう。
ある調査によると、日本人女性の
サプリメント購入理由の主な理由
として「保湿」「美白」が上位に
挙げられ（図１）、内側からのア
プローチへの関心の高さが窺える。
ファンケルでもサプリメントを含
む栄養補助食品は売上の約35%*
を占め、事業の柱となっている。
独自技術を活かしたカプセルを開
発するなど、高い技術力で他社と
の差別化を図っている。

サプリメントには、商品選びの
目安が存在する。その１つが2015
年に始まった、企業が科学的根拠
に基づいて「機能性」を表示でき
る「機能性表示食品」制度だ。

①外側からの美へのアプローチ「無添加化粧品」
肌に優しい製品への関心が高

まったのは「化粧品公害」という
言葉が大きく取り上げられた1970
年代まで遡る。防腐剤などの添加
物を原因とした肌トラブルの発生
が大きな問題となった。実際に、
防腐剤が肌老化を促進、美容成分
の効果を低下させるとの科学的証
明も出てきている。

こうした肌にストレスを与える
成分を入れていない化粧品は「無
添加化粧品」と呼ばれ、オーガ
ニック化粧品と併せて、肌に良い
化粧品として人気が高い。

世界初の無添加化粧品を生み出

出所：Statistaのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 ※2019年8月
佳秀工業実施のアンケート（選択肢を短く表記している場合あり）

【図１】 日本人女性が
サプリメントを購入する主な理由

ファンケル 銀座スクエア
を訪問しました

ファンケルでは機能性表示食品
として届け出ている、手元のピン
ト調節力を助ける「えんきん」、
体重・体脂肪を減らす「内脂サ
ポート」等のサプリメントのヒッ
トにより、栄養補助食品事業のＶ
字回復へと向かった。積極的な広
告宣伝への転換が功を奏したこと

したのは「ファンケル」だ。無添
加化粧品といってもメーカーや商
品により、どの成分を「無添加」
にしているかは異なり、表示を確
認する必要があるが、同社の化粧
品は肌ストレスになる防腐剤・石
油系界面活性剤・香料・紫外線吸
収剤･合成色素を一切使用してい
ない。さらに、医薬品製造レベル
の清潔な空間で化粧品を製造、雑
菌を侵入させない独自容器を開発
するなど、徹底的に無添加にこだ
わることで「安心・安全」を提供
している。こうしたこだわりに共
感する消費者が多く、同社の通販

売上の半数以上がリピート率の高
いヘビーユーザーとなり安定した
顧客基盤獲得に繋がっている。

に加え、消費者にとってどのよう
な効果があるのか分かりやすく、
科学的根拠により裏づけされてい
るという安心感のもとで商品を選
択できることが人気の背景にあろ
う。機能性表示食品の市場規模は
拡大しており、消費者の関心の高
まりは引き続き注目される。
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【図2】 ファンケル
栄養補助食品関連 売上推移

*2019年9月末時点

機能性表示食品制度
開始

体感型の
研究技術ギャラリー

カウンセリングもできる
ショップ

ご説明を聞き
安心・安全を届けるための
様々な工夫があることが

分かりました

出所：Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間：2010年度～2019年度、年次

新商品「ディープクリア 洗顔パウダー」の大ヒットなどを背景にファンケルの営業利益は前年同期比＋25.6%と
会社予想を大きく上回る。同製品は来春には3倍の生産体制へと拡張予定。
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出所：ファンケル 2020年3月期 第2四半期決算説明会資料

※本資料は株式会社ファンケルが作成した資料等を参考に作成しています
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純資産【右軸】

基準価額【左軸】

基準価額（分配金再投資）【左軸】

（億円）（円）

基 準 価 額 と 純 資 産 の 推 移

期間：2017年7月31日（設定日）～2019年11月18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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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。
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購入価額に対して、上限3.30%（税抜 3.00%)
販売会社が定めます。

各ファンドの日々の純資産総額に対して、
年率1.8040%（税抜年率1.6400%)をかけた額
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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11月19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 ○

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191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 ○

第四北越証券株式会社 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 ○

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

遠州信用金庫 *（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28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 NEWS6

・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。

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11月19日現在

※商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。

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

大阪シティ信用金庫 *（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47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

玉島信用金庫 *（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30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 ○

三島信用金庫 * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第68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


