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次世代米国代表株ファンド 
追加型投信／海外／株式 

愛称：メジャー・リーダー 

Yoichiro Yasui 

■早稲田大学理工学部卒  
大学卒業後大手証券会社入社。その後1993年5月より運用の道へ
94 年 に ニ ュ ー ヨ ー ク 現 地 法 人 へ 赴 任 し 、 以 降 一 貫 し て 
米国株を中心に海外株式を担当 

安井 陽一郎 

プライベートでは出身地の東京と駐在地のニューヨークに
しか住んだことがないという社内きっての都会派 

■ファンドマネジャーから一言：約四半世紀の米国株運用で培
われたマーケット感覚に加え、理系ならではのロジカルな市場
へのアプローチで“面白い”企業を見出すことを心掛けています。 

■コメント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。■上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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・取引コスト等を考慮しておりません。■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 
■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。※最終面の「当資料で使用した指数について」「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください 

基準価額および純資産総額の推移 ファンドマネジャーのご紹介 

※当資料は次世代米国代表株ファンドの情報提供の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、お申込み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。 
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回復する米国株式市場 
 年初来、米国を中心に世界的に株価は堅調に推移して
います。昨年は年末にかけて、米中関係悪化への警戒感
の高まりや12月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に
て、事前予想よりハト派（利上げに対して慎重な姿勢）
のスタンスが示されなかったことなどを背景に株価が大
きく下落しました。但し、年明け以降は世界経済後退へ
の過度な悲観論が修正されたことなどを受け、世界的に
株価は回復しています。特に米国は、昨年10月の安値か
らの回復率が3月6日現在、約8割の水準まで回復してい
ます。 

出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
※回復率は2018年の高値から安値までの下落幅の回復率 
※NYダウの値動きの期間は2018年1月1日～2019年3月6日、日次 
米国：NＹダウ、S&P500株価指数、欧州：ユーロ･ストックス50指数、 
英国： FTSE100指数、ドイツ：ドイツ DAX指数、フランス：フランス 
CAC40指数、イタリア：イタリア FTSE MIB指数、日本：日経平均株価、
オーストラリア： S&P/ASX200指数、中国：上海総合指数 
※各国・地域の代表的な株価をお示しするために作成（現地通貨ベース） 

※本資料においてダウ・ジョーンズ工業株価平均をNYダウといいます。NYダウは当ファンドのベンチマークではありません。 

今後は企業業績を読みに行く展開に 
 一般に株価は半年から1年先の企業業績を織り込むとい
われています。2015年以降、米国の株価は、翌年の企業
業績の増益を織り込む形で株価も上昇する、いわゆる業
績相場が続いていました。しかし、昨年2018年は増益が
見込まれているにも関わらず、米中関係の悪化懸念など
を背景に、投資家心理が冷え込んだことなどから年末に
かけ株価は下落しました。そのため、年初からの米国株
の上昇はあくまでその差分（業績と株価の関係）を埋め
ただけに過ぎず、今後は来年以降の業績を徐々に読みに
いく展開になると思われます。米国企業全般の業績は
2019年も増益が予想されており、また、株価水準面でも
極端な割高感はないことなどから、今後も上昇基調の継
続が予想されます。 
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●基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。 
●信託報酬率は、4ページの「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。 

2018年の安値からの株価の回復率（主要先進国・地域） 

2015年以降の株価と1株当たり利益（EPS）の関係 

出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
※予想値は2019年3月6日現在のBloomberg予想 
※株価および1株当たり利益（EPS）成長率は、NYダウの値を使用 
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景気後退懸念の高まりを背景に、下落 
2018年12月の米国株式は、前月末比下落となりました。中国の大手通信
機器メーカー幹部の逮捕を受け、米中関係悪化への警戒が高まったことや、
米国長短金利差が縮小し、景気後退懸念が高まったこと等が背景となりま
した。加えて、12月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）において、事前
予想よりハト派（利上げに対して慎重な姿勢）のスタンスが示されなかっ
たことも悪材料視されました。為替市況は、米国景気の減速懸念から、円
高米ドル安が進みました。 

月報読み解き ～直近3ヵ月の市況動向～ 

利上げ懸念の後退等を背景に、上昇 
2019年1月の米国株式は、前月末比上昇となりました。米連邦準備制度理
事会（FRB）のパウエル議長が、月初に行われた講演において利上げに対
して慎重な姿勢を示す発言をしたことや、米国と中国の間で貿易に関する
協議が継続して開催され、貿易交渉が進展するとの期待感が広がったこと
などを背景に、株価は月を通して堅調に推移しました。為替市場は、円高
米ドル安が進みました。 

米中通商協議進展への期待等を背景に、上昇 
2019年2月の米国株式は、前月末比上昇となりました。米議会で予算案
が成立し政府機関の再閉鎖が9月末まで回避されたことや、米中通商協
議で3月初からの対中関税引き上げ回避の期待が高まったことなどを背
景に、株価は月を通じて堅調に推移しました。為替市況は、円安米ドル
高が進みました。 
 

■コメント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。■上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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・取引コスト等を考慮しておりません。■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 
■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。※最終面の「当資料で使用した指数について」「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください 

※上記は当該期間の銘柄入替えの動向を示したものであり、上記銘柄の購入を推奨するもの 
 ではありません。また、これらの銘柄が今後も当ファンドに組入れられるとは限りません。 

銘柄売買動向（2018年12月～2019年2月） ＮＹダウ月次騰落率（2018年12月～2019年2月） 
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出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成 

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間）2007年1月2日～2019年3月7日、日次 

    

  
 

 

 

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間）2018年11月1日～2019年3月7日、日次 

米国通商政策不確実性指数の推移 

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間）2009年1月～2019年2月、月次 
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■市況の変動等により方針通りの運用が行なわれない場合があります。 
■コメント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。■上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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・取引コスト等を考慮しておりません。■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 
■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。※最終面の「当資料で使用した指数について」「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください 

米国の保護主義政策は依然として不透明要因となっており、注視してい
く必要がありますが、米中通商問題は対中関税引き上げ延期で沈静化す
るなど、今のところ世界的な貿易急減につながる公算は低いと考えてい
ます。 
 
米国の景気と企業業績に顕著な落ち込みはみられず、堅調な個人消費に
支えられ、巡航速度の成長を遂げていると思われます【グラフ1】。 
米国企業全般の業績は、2019年も増益が予想されており（P1ご参照）、
また税制改革（2018年）の効果も単年で終わるものでなく、今後の波及
効果が期待されます。 
 
金融政策についても、1月の米連邦公開市場委員会（FOMC）にて示さ
れたように、物価上昇率は落ち着いた水準にあり、インフレ加速の兆候
はみられないことから、急速な利上げの可能性は低いものと考えていま
す【グラフ2】 。株価水準面でも極端な割高感はないことなどを考え合
わせますと、今後も上昇基調の継続が予想されます。 

基本スタンス 
【グラフ1】コンファレンス・ボード米国消費者 
       信頼感指数と1株当たり利益（EPS） 

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間）2000年１月～2019年2月、月次 
※1株当たり利益は、NYダウの値を使用 

    

 

【グラフ2】米国消費支出（PCE）デフレーター 

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間）2000年１月～2018年12月、月次 

安井 陽一郎のアメリカ出張記 

 概ね四半期に一回のペースで銘柄調査を目的に訪れる米国。今回は 
ヘルスケアおよびテクノロジーに関して調査を実施してきました。 
本コラムでは特に米国のヘルスケアについてご紹介します 
 
 ヘルスケアいうと数年前まではブロックバスターと呼ばれる売り上げ
が10億ドル（約1,110億円）*1を超える新薬が注目され、製薬会社間で
もその開発にしのぎを削っていました。しかし、近年は有望な大型新薬
の登場が期待できず、大手製薬会社の収益の牽引役が見当たらない状況
になっています。但し、特定の分野においては、有望新薬の開発は進ん
でいるようです。例えば、バイオ・シミラー*2、癌の免疫治療（PD-
L1）でのコンビネーション治療などです。バイオ・シミラーは、従来か
ら、技術的には創薬は可能だったものの、先行開発会社との特許問題、
病院、保険会社へのマーケティングなどが障害となり米国では本格普及
には至っていません。2019年には、これらのハードルをクリアする製品
の販売開始が予定されており、ひとつの試金石となると予想されていま
す。癌の免疫治療については、単一治療薬が標準治療となり、市場を独
占するという方向にはなっておらず、様々な組み合わせでのコンビネー
ション治療が試みられています。有力な新薬を保有する中小創薬企業に
とっては、大手製薬会社との様々なコンビネーション治療の機会が訪れ
ることが期待されます。 
 さらには、医薬品のみならず手術支援ロボットにも新しい動きが出て
来ています。代表的なものとして、2000年に米インテュイティブサージ
カル社が上市した「ダビンチサージカルシステム」（以下「ダビン
チ」）があります。「ダビンチ」は複数関節を持つロボットアームを持
ち、外科医の手では不可能だった複雑かつ精密な動きを可能にしました。
「ダビンチ」による手術は患者の体の負担が小さいため、欧米で急速に
手術数を伸ばしています。 
＊2 バイオ・シミラーとは、バイオ医薬品のジェネリックです。バイオ・シミラーは、先行バイオ医薬品より  
  薬の価格が安く、患者の経済的負担の軽減や医療費の削減に貢献することが期待されています。 
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 座りながら遠隔操作で行うため、肉体的な負担を軽減できる。 
 手ぶれや誤作動を防ぐ機能などがあることから、ミス等に対す

る精神的な負担も軽減できる。 

手術支援ロボット「ダビンチ」 

ダビンチサージカルシステム。 
外科医は患者の横ではなく、 
サージョンコンソールと呼ばれる場所で、画像を見ながら機器を操作。 

写真：インテュティブサージカル社HP 
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＊1 1ドル=111円で換算 
※上記は手術支援ロボットに関連する銘柄を示したものであり、   
   上記銘柄の購入を推奨するものではありません。また、当該 

 銘柄が今後も当ファンドに組入れられるとは限りません。 

医師への恩恵 

 出血量を抑え、術後の痛みを軽減することで、早期の社会復
帰が可能になる。 

 傷口が小さくて済む手術であるため、臓器機能も温存される
可能性が高まる 

患者への恩恵 



ファンドの目的 
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざします。 

ファンドの特色 
投資対象 米国の株式が実質的な主要投資対象です。 
● ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびＮＡＳＤＡＱに登録されている企業の株式を投資対象とします。 

為替対応方針 原則として、為替ヘッジを行いません。 
● 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。 

運用方法／運用プロセス 主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。 
● ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行います。 
● 今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）とは、ダウ・ジョーンズが米国を代表する30銘柄を選出し指数化したものです。日本では、「ダウ平均」、「NY（ニュー
ヨーク）ダウ」、「ダウ工業株30種」などと呼ばれています。なお、同指数はファンドのベンチマークではありません。 

分配方針 年４回の決算時に分配を行います。 
● 年４回の決算時（３・６・９・12月の各７日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。 
● 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。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。 
  また、分配金額は運用実績に応じて変動します。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。 

■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。 

■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。 

■リスクの管理体制 
・ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。 
 また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。 

左 

※巻末の「当資料で使用した指数について」「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください 

■三菱UFJ国際投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号  加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 
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次世代米国代表株ファンド 
愛称：メジャー・リーダー 

追加型投信／海外／株式 

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

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 ○

株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第8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 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 ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）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 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52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 ○

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 ○ ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8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 ○ ○

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 ○

ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43号 ○

篠山証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第16号 ○

株式会社山陰合同銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社四国銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第3号 ○

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社商工組合中央金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第271号 ○ ○

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○

株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第16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 ○

株式会社第三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 ○

株式会社大正銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第19号 ○

大万証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第14号 ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20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 ○

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○

株式会社中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2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 ○

株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3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 ○ ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○

株式会社東日本銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号 ○

ひろぎん証券株式会社 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 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152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 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164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 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○

株式会社宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 ○

株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41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 ○ ○ ○ ○

株式会社琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

登録番号等

＜当資料で使用した指数について＞ 
■米国：ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国を代表する優良30銘柄で構成されています。 
    S&P５００株価指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ば
れたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 
■欧州：ユーロ・ストックス50指数とは、STOXXリミテッド（以下「STOXX社」）が公表・算出する株価指数で、ユーロ圏の株式市場の時価総額上位50銘柄で構成される時価総額加重
平均指数です。STOXX社は同指数に連動する金融商品を推奨、発行、宣伝又は推進を行うものではなく、本金融商品等に関していかなる責任も負うものではありません。  
■英国：FTSE１００指数とは、ロンドン証券取引所上場銘柄のうち時価総額がもっとも大きい100銘柄を対象とした時価総額加重平均指数です。 
FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、
FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、FTSE指数、FTSE格付け、もしくはそ
の両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとします。FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止します。  
■フランス：CAC４０指数とは、ユーロネクスト・パリ（旧パリ証券取引所）の上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額や流動性の大きい40銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。 
■ドイツ：DAX®指数とは、フランクフルト証券取引所上場のドイツ企業のうち優良30銘柄を対象とした株価指数（配当込み）です。 
■イタリア：FTSE MIB指数とは、イタリア証券取引所とFTSEグループが公表している株価指数でイタリア株式市場の値動きを表す指数です。 
FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、
FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、FTSE指数、FTSE格付け、もしくはそ
の両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとします。FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止します。  
■日本：日経平均株価（日経２２５）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・
権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。 
同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負いません。 
■オーストラリア：S&P／ASX ２００指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所上場の浮動株調整時価総額上位200銘柄で
構成される時価総額加重平均指数です。 
■中国：上海総合指数とは、上海証券取引所が公表している株価指数で、中国（本土）の株式市場の銘柄の値動きを表す指数です。 
  
 
＜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情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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。 
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