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世界をリードする経済大国・米国では、それぞれの時代を象徴する企業家が
また、NYダウの推移をみると、算出開始以来リーマン・ショックなど大きな

世界をリードする

・上記はイメージです。 ・上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
・上記は企業家および関連する企業の一例であり、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当社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

19世紀 20世紀
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ＮＹダウは、輸送企業と公益企業を除く米国の主要セクターで構成されており、銘柄はその
銘柄の入替は、“適格企業の名声”、“持続的な成長の長期実績”、“投資家の関心度”、
これにより、NYダウの構成銘柄には世界を代表し、時代を反映した企業がその名を連ねます。
繋がるといえそうです。

1896年5月末
（1896年5月26日算出開始）

40.63米ドル

NYダウの推移

（出所）statista、Bloomberg、各社ホームページ(2018年12月20日時点)等を基に

【本資料に関するご注意事項】

JPモルガン・チェース・
アンド・カンパニー

＊2019年1月31日の為替レート
1米ドル＝108.89円にて換算。

世界各地に営業拠点を持つ
世界有数の金融グループです。
大企業、政府、機関投資家、
富裕層向けに、投資銀行、資産
管理、プライベートバンキング
等の業務を展開しています。
同社は、200年以上の長い

歴史と、2.6兆米ドル（約283
兆円＊）の資産を有しています。

アップル

大手のパソコン、スマート
フォンメーカーです。携帯デジ
タル音楽プレーヤー「iPod」を
手始めに、「iPhone」、「iPad」
等のヒット商品を次々に生み
出しています。
2017年の日本のスマートフォ

ンの国内出荷シェアにおいて、
全体の約47.5％を占め、高い
シェアを誇っています。

金融王

モルガン

石油王

ロックフェラー

発明王

エジソン

（期間：1896年5月末～2019年1月末）

PICK UP!
米国企業家
の系譜

鉄道王

ヴァンダービルト

鉄鋼王

カーネギー

米国企業家達が創業した企業をPICK UP!

自動車

フォード
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大手ソフトウェアメーカー
です。パソコン用基本ソフト
ウェア、業務用ソフトウェア
で高い市場シェアを持って
います。近年はクラウド
サービス等の新しい
分野にも進出
しています。

マイクロソフト 世界の株式時価総額
（2019年1月31日時点）

第1位 約39％

以下
第2位 日本 約8％
第3位 中国 約8％

（約29.1兆米ドル）

世界の名目GDP
（2017年）

第1位 約24％

以下
第2位 中国 約15％
第3位 日本 約6％

（約19.5兆米ドル）

米国のデータ

※ 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。

三菱UFJ国際投信作成 （出所）Bloomberg、ＩＭＦ Ｗｏｒｌｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｏｕｔｌｏｏｋ Ｄａｔａｂａｓｅ October 2018のデータを基に三菱UFJ国際投信作成

21世紀

（出所）Bloomberg、Wikimedia Commons、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、各種資料を基に三菱UFJ国際投信作成
CC-BYライセンスによって許諾されています。https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.ja、

no logo(cropped).jpg/matt buchanan/2010年1月27日、BillGates2012.jpg/World Economic Forum/2012年1月26日、
Bonnifac(talk)/2009年7月20日、Mark Zuckerberg em setembro de 2014.jpg/Presidencia do Mexico/2014年9月5日

次々と出現してきました。
金融危機を経てきましたが、回復し、高値を更新してきました。

2019年1月末

24,999.67米ドル

時代ごとのテーマや隆盛・衰退とともに変化してきました。
“セクターを代表する企業かどうか”などを考慮して行われます。
NYダウを知ることは米国を、更には世界の潮流を知ることにも

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。

の内容を必ずご覧ください。

経済大国 米国

エンターテイメント

ディズニー

アップル

スティーブ・ジョブズ

グーグル

ラリー・ペイジ

フェイスブック

ザッカーバーグ

マイクロソフト

ビル・ゲイツ

PICK UP!

PICK UP!

米国 米国



身のまわりの

・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

【本資料に関するご注意事項】

ＮＹダウの構成銘柄には、米国にとどまらず、世界へ展開している企業が

資本財・サービス

3Ｍ

「ポスト・イット」などの
接着剤を発明し、化学製品
を中心とした広範な製品、
地域に事業を展開している

複合企業です。

業種

企業名

・上記はイメージです。
・ＮＹダウの構成銘柄の中からより生活に身近であると三菱UFJ国際投信が考えた
ものではなく、当社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

情報技術

インテル

大手半導体メーカー。
最近は、需要が拡大する

データセンター向け製品に
力を入れており、新たな

成長分野として期待
されています。

生活必需品

コカ・コーラ

飲料メーカー大手。多数の
飲料を製造し、世界各国で

事業を展開。製品の企画開発
や広告とマーケティングを

行っています。

米国のデータ

世界売上高トップ500企業
（201９年1月31日時点）

以下
第2位 中国 64社
第3位 日本 58社

第1位 146社

米国

国別企業数

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成



米国企業
ズラリ。そのなかでも、私たちの生活に身近な企業を見てみましょう。

（業種）

ナイキ

ハンバーガーチェーン大手。
短時間で気軽に食事を

楽しむファーストフードの
先駆的企業として
知られています。

一般消費財・
サービス

マクドナルド

米国のデータ

世界の国際特許出願件数
（2017年）

以下
第2位 中国 約20％
第3位 日本 約20％

第1位 約23％

米国

（56,624件）

（出所）世界知的共有権機関（WIPO）のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
銘柄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
はありません。

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。

の内容を必ずご覧ください。

シェブロン

石油メジャーの一角。
川上（石油・天然ガスの探査・
開発等）から川下（精製・販売

等）まで総合的に事業を
手掛けています。

エネルギー

ボーイング

航空機の開発・製造を行う
企業。商業用ジェット旅客機
を開発・製造し、関連サポー
トサービスとともに世界の
民間航空会社に提供して

います。

資本財・サービス

情報技術

ビザ

クレジットカード、デビット
カードを中心に、世界規模で

決済技術を提供。同社の
小売り電子支払いネット
ワークは、高い競争力を

有しています。



お取扱い
NYダウを参考に次世代の米国経済の主役となり得ると判断

【本資料に関するご注意事項】

ファンドのポイント

1 NYダウの構成銘柄、業種等を参考にポートフォリオの構築を行います。

2 NYダウ構成銘柄の他に、構成銘柄と比較してより成長性が高いと考えられる次世代代表銘柄＊

を組み入れます。投資する銘柄数はポートフォリオ全体で30社程度とします。

どうしてＮＹダウを参考にするの？

次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）
<愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり）>

次世代米国代表株ファンド
<愛称：メジャー・リーダー>

NYダウは時代の流れを反映していると考えています。これまで農業/製造業/鉱業中心の構成から、
サービス業やハイテク企業などの産業の変遷に合わせた構成へと変化を遂げてきました。

ポートフォリオイメージ図

ファンド独自の銘柄
（次世代代表銘柄） NYダウとファンドの

共通銘柄 NYダウ
構成銘柄

当ファンドの組み入れ対象

・上記はイメージです。

＊次世代代表銘柄とは、ＮＹダウの構成銘柄以外の時価総額が100億米ドル以上の入替候補銘柄をさします。



業種 銘柄 業種 銘柄 業種 銘柄

シェブロン コカ・コーラ プログレッシブ・コープ

ダイヤモンドバック・エナジー ウォルマート MSCI

素材 バルカン・マテリアルズ コストコホールセール
ＪＰモルガン・チェース・アンド・

カンパニー

ボーイング
ラム・ウェストン・

ホールディングス

ゴールドマン・サックス・

グループ

キャタピラー ユナイテッドヘルス・グループ インテル

３Ｍ アライン・テクノロジー マイクロソフト

コスター・グループ ギリアド・サイエンシズ ＡＳＭＬホールディング

アマゾン・ドット・コム インテュイティブサージカル ネットアップ

マクドナルド ベライゾン・コミュニケーションズ アップル

ロイヤル・カリビアン・クルーズ アルファベット ビザ

金融

情報技術

エネルギー

資本財・

サービス

一般消費財・

サービス

生活必需品

ヘルスケア

コミュニ

ケーション・

サービス
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累積超過リターン（％）【右軸】

メジャー・リーダー(円)【左軸】

NYダウ【左軸】

組入全銘柄（2019年1月３１日現在）

メジャー・リーダー設定来の基準価額推移

・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）で分類（11セクター）しています。

色付銘柄は
当ファンド独自の
次世代代表銘柄

・メジャー・リーダーは、次世代米国代表株ファンド<愛称：メジャー・リーダー>の基準価額（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、
運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。・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。

・NYダウは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（米ドルベース、配当なし）を三菱UFJ国際投信が円換算しています。・NYダウは、参考指数であり、当ファンドの
ベンチマークではありません。・NYダウは、設定日翌営業日を10,000として指数化しています。

・累積超過リターンは、メジャー・リーダーとNYダウの日次騰落率の差を累積計上しています。
・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。

ファンド
した企業の株式に投資するファンドをご紹介いたします。

の内容を必ずご覧ください。

（期間：2013年5月28日(設定日)～2019年1月３１日）



つみたて投資のメリット

つみたて投資なら、少額から投資をスタートしてコツコツ積み上げることが

0.01％ 1.0％ 3.0％ 5.0％ 7.0％

5年後 1.7万円 1.6万円 1.6万円 1.5万円 1.4万円

10年後 0.8万円 0.8万円 0.7万円 0.7万円 0.6万円

15年後 0.6万円 0.5万円 0.4万円 0.4万円 0.3万円

20年後 0.4万円 0.4万円 0.3万円 0.3万円 0.2万円

30年後 0.3万円 0.2万円 0.2万円 0.1万円 0.1万円

つみたて投資のよさは
わかったけど…

何年後にいくらが目標？
毎月の積立金額を確認してみましょう！

投資金額が毎月、

自動的に引き
落とされるから

便利。

定期的に投資
されるので、
買うタイミングを

悩まない。

少額から投資
できるので気楽に
スタート。

一度に投資せず、
購入時期を分ける

ことで、購入単価
を平準化すること
ができる。

※上記は三菱ＵＦＪ国際投信が考える一例です。

何％で運用を
行いますか？

何
年
後
ま
で
に

貯
め
ま
す
か
？

0.01％ 1.0％ 3.0％ 5.0％ 7.0％

5年後 8.3万円 8.2万円 7.8万円 7.5万円 7.2万円

10年後 4.2万円 4.0万円 3.6万円 3.3万円 3.0万円

15年後 2.8万円 2.6万円 2.2万円 1.9万円 1.7万円

20年後 2.1万円 1.9万円 1.6万円 1.3万円 1.0万円

30年後 1.4万円 1.2万円 0.9万円 0.6万円 0.4万円

目標金額

500万円

目標金額

100万円

毎月の
積立金額を

確認

0.01％は

定期預金金利と同水準

積立
期間

金利
（年率）

何％で運用を
行いますか？

何
年
後
ま
で
に

貯
め
ま
す
か
？

積立
期間

金利
（年率）

例えば、5年後に100万円を貯める為には、

年率0.01％で運用をしつつ、毎月1.7万円積み立てが必要

・上記のような固定金利・元本が変動しない状態での運用はシミュレーションの際に設定した条件であり、実際の運用成果とは異なります。また、税金・手数料等
を考慮しておりません。・このような運用を可能とする金融商品の存在を前提としているわけではありません。また、預貯金以外の運用性金融商品にはリスクが
伴います。したがって、元本保証もありません。

つみたて投資で

【本資料に関するご注意事項】
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投資元本

240万円

つみたて投資

（評価額）

つみたて投資

（評価額）
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投資元本

120万円

つみたて投資

（評価額）

資産運用シミュレーション

400

2009年1月

はじめる資産運用
できるので、まとまった元本のない方でも今から始められます。

・上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。ＮＹダウはトータルリターン（配当込）の指数を使用しており、
三菱ＵＦＪ国際投信が円換算をしています。

・実際にはNYダウを直接買付けすることはできません。
・上記は毎月末1万円をつみたて投資したと仮定して試算（最終月末（2019年1月末）を除く）しており、表示桁未満は四捨五入して表示しています。
・上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・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。

年間、毎月1万円ずつＮＹダウにつみたて投資した場合のシミュレーション

278.8万円

（期間：2009年1月末～2019年1月末）

158.8万円
の差

10年後には

つみたて投資
（評価額）

投資元本 年率リターン

278.8万円 120万円 8.8％

440.7万円
の差

20年後には

680.7万円

（期間：1999年1月末～2019年1月末）

800

1999年1月

10

下記シミュレーションは、10年間、20年間つみたて投資をした場合のイメージをつかんでいただくために作成したものです。また、あくまで
一期間の試算であり、10年間、20年間のつみたて投資の結果がプラスになることを保証するものではありません。

年間、毎月1万円ずつＮＹダウにつみたて投資した場合のシミュレーション20

（万円）

つみたて投資
（評価額）

投資元本 年率リターン

680.7万円 240万円 5.4％

（万円）

の内容を必ずご覧ください。



商号 登録番号等
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 ○

（2019年1月31日時点）

販売会社一覧

次世代米国代表株ファンド

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで



商号 登録番号等
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 ○ ○ ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○

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 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 ○

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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○

（2019年1月31日時点）

販売会社一覧

次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで



【ファンドの目的】

【ファンドの特色】

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。

特色1 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。

特色2 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。
・NYダウ*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。
＊NYダウは、ファンドのベンチマークではありません。

特色3 次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
次世代米国代表株ファンド
原則として、為替ヘッジを行いません。

・為替ヘッジありの場合、為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより、為替ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期
待されます。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ
対象通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっ
ては、金利差相当分以上の為替ヘッジコストとなる場合があります。

・為替ヘッジなしの場合、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。

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。

特色4 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。

【本資料に関するご注意事項】

【ファンドの費用】

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

＜課税関係＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税
されます。NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更
となることがあります。

基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券等の
発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
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。
主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。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。
くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■本資料は三菱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。

■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。

◎お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％） 販売会社が定めます。くわしくは、販売会社にご確認ください。
信託財産留保額 ありません。

運用管理費用（信託報酬） 日々の純資産総額に対して、年率1.566％（税抜 年率1.45％）をかけた額

その他の費用・手数料 以下の費用・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。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。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。なお、ファンド

が負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

【投資リスク】

【本資料で使用している指数について】
■ＮＹダウ：ダウ・ジョーンズ工業株価平均

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。

■ ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について

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。

設定・運用は


