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eMAXIS Neo 
ロボット

組入全銘柄のご紹介
（2018年11月末時点）

追加型投信／内外／株式／インデックス型

当資料はeMAXIS Neo ロボットの商品性をご理解いただくために
概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、
お申込メモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご
確認いただく必要があります。



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、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み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。
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オムニセル
- ヘルスケア施設のワークフローを効率化 -

About
病院などに向けて、医薬品や手術用品などを医療従事者に自動供給するシステム等を提供す
る企業。医薬品の取り違えは重大な事故に繋がる恐れがあるため、医薬品の供給を正確に行
うことが出来る同社の製品は単なる効率化に留まらず、患者の安全にも寄与している。ロボ
ティクス、クラウド、人工知能に関連する最新技術を活用する。米国が売上の8割以上を占
め、4,000以上の病院に製品・サービスを提供している。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 3,475億円

組入比率

6.3％

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年11月末時点の米ドル円レート(113.55)で円換算

株価の推移（過去3年）

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/11/30～2018/11/30、日次

一株当たり利益の推移

（出所）Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2017年度、年次

積極的な新製品開発で売上高は堅調に推移

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2019年度、年次（2018、2019年度は予想値）

2018年11月末時点

(GICSセクター分類)

(リスク所在国)

同社は積極的な研究開発をもとに新製品
の開発や既存製品をアップデートし、売
上高を堅調に伸ばしています。
2018年には、自動的に薬剤を分類し、
患者ごとに取り分けることなどが可能な
薬剤管理システム「XR2 自動中央調剤シ
ステム」などの製品をリリースしました。
また、強い顧客ロイヤリティを有してお
り、顧客の離反率はほぼ０％であること
も売上高の成長を支える要因と考えられ
ます。

売上高・研究開発費の推移（過去5年度）
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、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み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

アイロボット
- 「ルンバ」を有する世界的ロボットメーカー -

About

マサチューセッツ工科大学（MIT）のロボット学者たちにより1990年に創業。家庭用掃除ロ
ボット「ルンバ」が主力製品で、市場シェアは60％を超える（2017年末時点）。また、ロ
ボットが日々の生活で活躍する未来のスマートホーム実現に向け、最先端の技術開発を行っ
ており、特許も多数有する。政府機関向けに爆弾処理ロボットなども開発していたが、
2016年に事業を売却し消費者向け製品に集中。これまでに2,000万台以上のロボットを販売。

Company Data

業種 一般消費財・サービス
国・地域 米国
株式時価総額 2,999億円

株価の推移（過去3年）

（出所）Bloombergを基に三菱UFJ国際投信
（期間）2013年度～2017年度、年次

床拭きロボット「ブラーバ」がルンバに次ぐ収益の柱に

2018年11月末時点

(リスク所在国)

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年11月末時点の米ドル円レート(113.55)で円換算
・業種はGICSセクター分類

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/11/30～2018/11/30、日次

一株当たり利益の推移

家庭用ロボットの売上高は堅調に伸びて
います。これに貢献しているのが、2016
年に発売された床拭きロボット「ブラー
バ」です。2017年度の米国における売上
高成長率は、ルンバの+44％に対しブ
ラーバは+65％でした。新規参入の多い
ロボット掃除機に対し、床拭きロボット
は現状競合が少なく、さらなる成長が期
待出来ると考えます。

組入比率

6.0％

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2019年度、年次（2018、2019年度は予想値）
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アイロボット 家庭用ロボットの売上高推移

0

2

4

6

8

10

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

（億米ドル）



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、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み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。
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トランスエンテリックス
- 高度な技術を持つ手術ロボットを開発 -

About
手術ロボットを開発する企業。主力製品は腹腔鏡手術ロボット「Senhance」で、2017年
10月に米食品医薬品局（FDA）に認可され、同分野では2000年以降で初の新規参入となっ
た。2018年5月にはSenhanceの適応領域拡大がFDAに認可、これらを受けて株価は一時急
騰した。Senhanceは、ロボットアームが掴んだ組織の感触を外科医が感じられる「触覚
フィードバック」および視線の動きでロボットのカメラ操作が可能な「アイ・トラッキン
グ」といった最先端技術を搭載。米国およびユーロ圏を中心に販売されている。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 763億円

株価の推移（過去3年）

市場規模拡大が期待される「腹部外科手術ロボット」

2018年11月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年11月末時点の米ドル円レート(113.55)で円換算

(GICSセクター分類)

(リスク所在国)

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/11/30～2018/11/30、日次

一株当たり利益の推移

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2014年度～2019年度、年次（2018、2019年度は予想値）

ロボットが行う腹部外科手術の市場規模は拡大
していくと想定されています。特に機会が大き
いと考えられているのが「腹腔鏡手術」の分野
です。腹腔鏡手術は傷口が小さく患者への負担
が少ないことから世界的に行われている手術で
す。一方、手術器具の長時間固定が要求される
こと、物理的に困難な手や腕の角度を要求され
る場合があること、2次元のモニター画像では徹
底した探知が難しいなど、多くの制限がありま
す。これらを解決する手段としてSenhanceを始
めとするロボットの活躍が期待されています。

組入比率

4.6％
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（出所）トランスエンテリックス企業プレゼンテーション資料を基に三菱UFJ国際投信作成
・市場規模データは2018年11月末の米ドル円レート（113.55円）で円換算

ロボットによる腹部外科手術の市場規模

3,293億円

17,941億円

2017年 2023年（予測）



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、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み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

インテュイティブサージカル
- 手術ロボット「ダビンチ」を擁する世界的企業 -

About

先進的な手術設備メーカー。2000年に登場した手術ロボット「ダビンチサージカルシステ
ム（以下、ダビンチ）」で知られる。ダビンチによる手術は傷口が小さく、患者への負担が
相対的に少ないことなどから導入が進み、ダビンチの収益は同社全体の3割を占める。手術
ロボットの分野は成長市場と考えられており、同社の収益も堅調な伸びが予想されている。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 6兆8,840億円

株価の推移（過去3年）

手術ロボット「ダビンチ」

2018年11月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年11月末時点の米ドル円レート(113.55)で円換算

(GICSセクター分類)

(リスク所在国)

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/11/30～2018/11/30、日次

一株当たり利益の推移

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2013年度～2019年度、年次（2018、2019年度は予想値）

手術ロボットの中でも代表的なものが、
インテュイティブサージカルの開発した
「ダビンチ」です。写真右のように、外
科医はモニターを見ながらロボットを操
作します。
ダビンチによる手術件数は欧米で増加し
ており、2018年4-6月期には世界で25万
件を超えました。

（写真提供）インテュイティブサージカル合同会社

組入比率

4.4％
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。したがって、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み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。
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ブルックス・オートメーション
- 半導体製造工程に対する自動化ソリューションを提供 -

About

半導体メーカー向けに、真空中でのウェハ（半導体基盤の材料）搬送ロボット、製造工程に
おける自動汚染除去システムなどの自動化ソリューションを提供。売上高の地域別内訳はア
ジアが47％、米国が35％とアジアの比率が高いことが特徴（2017年度）。また、半導体事
業で培った技術を活用してライフサイエンス事業も行っており、自動化された超低温試料管
理システムなどを製薬会社、研究機関などに向けて提供している。

Company Data

業種 情報技術
国・地域 米国
株式時価総額 2,474億円

株価の推移（過去3年）

図表に関して
（出所）Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015年度～2018年度、年次（※9月末決算のため、直近は2018年度）

(GICSセクター分類)

(リスク所在国)

2018年11月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2018年11月末時点の米ドル円レート(113.55)で円換算

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2015/11/30～2018/11/30、日次

一株当たり利益の推移

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2014年度～2020年度、年次（2019、2020年度は予想値）

※9月末決算のため、直近の実績は2018年度

ライフサイエンス事業が急速に拡大

同社のライフサイエンス事業は急速に成長し
ており、2015～2018年度は毎年度30％を超
える売上高成長を達成しています。2015年
度には12％だったライフサイエンス事業の売
上高比率は2018年度には31％にまで高まっ
ています。
半導体産業は相対的に景気循環性が強い産業
です。ライフサイエンス事業が拡大すること
で、同社はこれまでよりも安定した成長が期
待出来ると考えられます。

組入比率
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事業別売上高の推移



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

ストライカー テラダイン

マゾール・ロボティックス リンカーン・エレクトリック・ホールディングス

半導体テスト製品メーカー。テスト機器
とサービスには、半導体テスト・システ
ム、軍事・宇宙航空テスト計測器とシス
テム、回路テスト・検査システム、自動
診断・テストシステムなどがある。

米国、ヘルスケア 米国、情報技術

イスラエル、ヘルスケア 米国、資本財･サービス

医療機器メーカー。手術用ロボットおよ
び補助製品を開発、販売する。より安全
かつ正確な脊椎手術のために特殊設計さ
れた外科医向け手術用ロボットシステム
を提供。イスラエルで事業を展開。

溶接・切削機器メーカー。同社のアーク
溶接電源、ワイヤ給電システム、ロボッ
ト溶接、集煙機、消耗電極などは酸素溶
接・切削に使用される。
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特殊な手術用および医療製品の開発・製
造・販売会社。手術器具、内視鏡、手術
ナビゲーション、通信・デジタル画像シ
ステム機器のほか、患者介護・救急医療
機器などの製品がある。



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

グローバス・メディカル ジョンビーン・テクノロジー

ABB チャールズリバー・ラボラトリーズ・
インターナショナル

医療機器メーカー。脊椎障害患者の治療
用製品の設計・開発・商品化を専門に手
掛ける。先端技術と製品を提供。

食品加工と航空輸送業向けに情報技術ソ
リューションを提供。FoodTech部門と
AeroTech部門を有し、後者は国内・国
際線の航空会社向けにシステムと製品の
設計、製造、試験、サービスを手掛ける。

電力・自動化テクノロジー会社。事業分
野は、発電、電力システム、オートメー
ション製品、工程自動化、ロボット工学
など。

医療関連会社。創薬と薬剤開発のリサー
チツールおよびサポートサービスを提供
する。動物を使った研究モデルを提供し、
新薬、機器、治療法の研究開発を支援。

米国、ヘルスケア 米国、資本財･サービス

スイス、資本財･サービス 米国、ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

パーキンエルマー アクセレレート・ダイアグノスティクス

メトラー・トレド・インターナショナル エルビット・システムズ

テクノロジー・サービス会社。製品は遺
伝子走査、薬物発見用の機器をはじめ、
分析器具、画像探知システム、流体密閉
製品など。

体外臨床検査会社。細菌感染診断システ
ムを開発する。世界各地の医療セクター
向けに事業を展開。

重量測定機器メーカー。研究機関、工業、
食品小売業向けに製品を販売し、関連す
る分析・計測用テクノロジーも提供する。
世界各国で事業を展開する。

防衛システム会社。総合的な防衛システ
ムの設計、開発、供給に従事する。軍事
用電子システムと関連製品の設計、開発、
製造、販売も手掛ける。

米国、ヘルスケア

イスラエル、資本財･サービス

米国、ヘルスケア

米国、ヘルスケア
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

アジレント・テクノロジー ドーバー

スミス・アンド・ネフュー ローパーテクノロジーズ

工業機械メーカー。工業用設備および機
械の製造に従事。主な製品は産業機器、
冷蔵システム、陳列ケース、工業用ポン
プなど。

米国、ヘルスケア 米国、資本財･サービス

英国、ヘルスケア 米国、資本財･サービス

電子計測機器メーカー。通信、エレクト
ロニクス、ライフサイエンス、化学分析
産業向けにバイオ分析と電子計測のソ
リューションを手掛ける。電子生物分析
計測器、半導体、およびボードテストを
提供。

先進医療機器メーカー。整形外科、内視
鏡、重度創傷管理などの分野に注力する。

工業用機器メーカー。制御器、流体操作
器、ポンプ、医療・科学装置、分析機器
製品、無線自動識別（RFID）通信技術、
ソフトウエア・ソリューションなどを取
り扱う。
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

キアゲン コンメド

アキュレイ ロッキード・マーチン

試薬メーカー。分子生物学的試料を提供
する。ヒューマンヘルスケア、法医学、
獣医検査、食品安全、医薬品メーカー、
バイオテクノロジー会社向けに事業を展
開。

医療機器メーカー。関節鏡検査および電
動手術用機器を専門とする。さまざまな
外科手術で使用される手術機器や手術用
システムを開発・製造・販売する。

医療機器メーカー。放射線システムの開
発のほか、腫瘍治療ソリューションも提
供する。

航空機メーカー。主に先端テクノロジー
製品とサービスの研究、開発、製造、統
合に従事する。主な事業は、宇宙、電気
通信、電子機器、情報サービス、航空。

米国、ヘルスケア 米国、ヘルスケア

米国、ヘルスケア 米国、資本財･サービス
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。
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About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

グリフォルス マケッソン

コリンダス・ヴァスキュラー・ロボティクス

医療関連素材メーカー。血漿製剤、静脈
内療法、経腸栄養法、診断システム、医
療関連素材の開発・製造・販売を手掛け
る。

医薬品メーカー。医薬品、医療・手術用
品、およびヘルスケア、美容製品を全米
で提供する。ヘルスケア企業全体のデー
タ統合を促進するソフトウエアの開発、
導入、サポートも手掛ける。

医療機器メーカー。血管手術に使用する
ロボット補助システムの設計および製造
を手掛ける。医師、従業員、患者を対象
とした手順制御、ワークフロー管理、お
よび放射線防護を提供する。

スペイン、ヘルスケア 米国、ヘルスケア

米国、ヘルスケア

エイジオン

インフラ構造物の工事会社。パイプライ
ンや橋梁、建物、臨海部構造物などのイ
ンフラ資産の保護、修復、補強、耐用延
長に関する技術とサービスを提供する。

米国、資本財･サービス
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

フィアット・クライスラー・オートモービルズ オーシャニアリング・インターナショナル

サイバーオプティクス

自動車と商用車を製造・販売。自動車産
業向け冶金製品および生産システムを製
造するほか、出版・保険会社も保有する。

エンジニアリング会社。沖合い石油・ガ
ス産業を対象に遠隔操作車両、有人深海
作業などを通じ、油田探査や採掘、生産
をサポートする。

半導体の性能検査機器メーカー。電子・
半導体産業が品質基準を満たせるような
光学的工程管理センサーと検査システム
を設計、製造、販売する。

英国、一般消費財･サービス 米国、エネルギー

米国、情報技術

IPGフォトニクス

電子部品メーカー。高出力ファイバー
レーザーなどを製造。資材処理、通信、
医療など幅広いアプリケーションに使用
する光ファイバー・レーザーの開発・商
業化を手掛ける。

米国、情報技術
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2018年11月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドに
おいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。■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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■最終面の｢当資料のご利用にあたっての注意事項等｣を必ずご覧ください。

組入6位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2015/11/30～2018/11/30、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。
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About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

ウルトラ・クリーン・ホールディングス

半導体関連機器メーカー。半導体大型機
器メーカーを対象に、ガスのデリバリー
システムを中心とした主要サブシステム
の開発・販売に従事する。

米国、情報技術
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【ファンドの目的】
S&P Kensho Robotics Index（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。

【ファンドの特色】
①S&P Kensho Robotics Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

S&P Kensho Robotics Index（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

＜S&P Kensho Robotics Indexについて＞
ＡＩを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第４次産業革命*の原動力となる
技術群（テーマ）に沿う銘柄を選定する「Kenshoニューエコノミー指数」の一つです。このインデックスでは、ロボット
関連企業**の銘柄を選定します。
*第４次産業革命とは、モノのインターネット「IoT（Internet of Things）」や「人工知能（ＡＩ）」等による技術革新
によって、産業を大きく変革しようとする取り組み。
**ロボット関連企業とは、対象インデックスを提供するKensho Technologies,LLC（以下、Kensho社）が考える、
ロボットに関連する製品やサービスを提供する企業をいいます。

Kensho社は、データ分析・機械学習・自然言語処理などを強みとする米国のテクノロジー企業であり、
米国大手指数提供会社のS&P Global Inc.の100％子会社です。

②主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）
に投資します。

③原則として、為替ヘッジは行いません。

分配方針：
●年１回の決算時（８月17日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
●分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

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。

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。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ファンドの目的・特色

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

投資リスク
■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投
資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本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、
投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

●価格変動リスク：一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受
け組入株式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：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。
●特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスク：ファンドは、特定のテーマ（ロボット）に沿った銘柄に投資するため、株式市場全体の動き
とファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広い銘柄に分散投資する場合と比べてファンドの基準価額が大きく
変動する場合があります。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。詳しくは交付目論見書をご覧ください。
■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超
えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビー
ファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、S&P Kensho Robotics Index（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売
買委託手数料等を負担すること、現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該
指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更
になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

ファンドは、中小型株にも投資を行うため、大型株中心に投資する場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。



＜ファンドのベンチマークについて＞
※2018年12月10日に、ベンチマークの名称および計算代理人が変更となっています（計算代理人：S&P Dow Jones Indices）。なお、ベンチマークの内容につい
て変更を行うものではありません。また、この変更はファンドの運用方針および運用プロセスに影響を及ぼすものではありません。

■S&P Kensho Robotics Indexとは、Kensho社が提供するロボット関連企業の株式で構成された指数です。ＡＩを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自
動的に処理する手法を通じて、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の企業の銘柄を選定しています。
S&P Kensho Robotics Index（配当込み、円換算ベース）は、S&P Kensho Robotics Index（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が計算したものです。

©2017-2018 Kensho Technologies,LLC（Kensho）は、本商品の指数スポンサーであり、委託会社に対して、本商品に関してKenshoが有する本指数の利用を許
諾しています。ここで参照される名称および商標は、全てそれぞれが有する資産となります。

本商品は、Kenshoがスポンサー行為、保証、販売または販売促進を行うものではありません。本指数は、本商品を考慮することなく決定、構成および計算されるも
のであり、Kenshoは、本指数の決定、構成または計算にあたり、本商品の所有者の要望を考慮する義務を負いません。Kenshoは、本商品の所有者またはいかなる
一般人に対しても、特に本商品への投資の当否に関して、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証を行いません。Kenshoは、証券の価値に関して、または証券、
スワップ取引、証券関連スワップ契約もしくはその他のコモディティの売買にかかる契約等商品への投資の当否に関して、投資助言を提供するものではなく、また
分析もしくは報告を公表・頒布するものではありません。本指数は、投資助言にあたるものではなく、またそのようにみなしたり、または解釈されるべきではあり
ません。

Kenshoは、その可能性について知らされていたかにかかわらず、いかなる場合においても、本指数、本指数値またはその構成銘柄情報を使用する者（本商品の投資
家を含みますが、これに制限されることはありません。）に対し、本指数の設計、編集、計算、メンテナンスもしくはスポンサー行為または本商品に関連して生じ
るかかる損失、損害、費用、料金、支出その他のあらゆる債務について、それが特別的、懲罰的、間接的または派生的な損失、損害、費用、料金、支出その他のあ
らゆる責任（事業機会の逸失、逸失利益、時間の損失およびのれんの損失を含みます。）であるかを問わず、一切の責任を負いません。

本商品は、本指数の計算代理人であるSolactive AG（Solactive）がスポンサー行為、販売促進、販売またはその他の方法によるサポートを行うものではなく、また
Solactiveは、いかなる時点においても、またはいかなる点においても、本指数および本指数の商標もしくはそのいずれか、または本指数値の利用によりある時点で
または何らかの点において生じる結果について、明示的にもまたは暗示的にも、何ら保証するものではありません。本指数は、Solactiveが計算および公表を行いま
す。Solactiveは、本指数が正確に計算されることが確保されるよう、最善の努力を尽くします。Solactiveは、Kenshoに対する自らの義務とは関係なく、第三者
（本商品の投資家および金融仲介業者またはそのいずれかを含みますが、これらに限定されません。）に対し、本指数における誤りを指摘する義務を負いません。
Solactiveが本指数の公表、または本商品に関連して使用することを目的として本指数もしくは本指数の商標のライセンスを付与したことは、いずれにおいても、
Solactiveが本商品への投資を推奨するものではなく、また本商品への投資に関して、何らSolactiveが保証または意見を表明するものではありません。

■Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor’s）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI 
Inc.およびS&Pに帰属します。

＜当資料のご利用にあたっての注意事項等＞
○当資料は、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。
○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。

ファンドの費用

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

お客さまが直接的に負担する費用

ありません。

ありません。

購入時手数料

信託財産留保額

運用管理費用
(信託報酬)

その他の費用
・手数料

次の費用・手数料についてもファンドが負担します。・監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証
券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる
諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

日々の純資産総額に対して、年率0.7776％(税抜 年率0.72％)以内をかけた額

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

購
入
時
換
金
時

保
有
期
間
中

販売会社情報一覧 （今後、下記の販売会社については変更となる場合があります） 2018年12月19日時点


