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私たちの生活は、インターネットによって豊かさが増しています。

Eメール、動画視聴、ネットショッピング、テレビ通話、

スマートフォンで操作する家電、自動運転車…。

生活のあらゆることが便利になってきました。

しかし、いま一度考えてみてください。

その便利さは、安全が保証されたものなのでしょうか。

クレジットカードの情報が盗まれたり、運転中にハッキングされたり

しないでしょうか。

便利さと同時に、大きな危険もはらんでいるのです。

サイバーセキュリティなしではテクノロジーの発展が

考えられない時代になりつつあります。

サイバーセキュリティー・ビジネスは、

デジタル社会の脅威からあなたを守ります。



03 運用担当者 特別インタビュー
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ＊

08 組入銘柄紹介

10 サイバーセキュリティ株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

【各対象ページのご注意事項】
※以下に記載のページ内容につきましては、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。対象ページ： P.4,5,7
※以下に記載のページ内容につきましては、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・手数料等を考慮しておりません。対象ページ： P.8,9
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＊サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）の運用は、サイバーセキュリティ株式マザーファンドを通じて行います。サイバ
ーセキュリティ株式マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシー（以下、アリアンツと表
記することがあります。）に運用指図に関する権限を委託しています。

※本資料では、サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）を「サイバーセキュリティ株式オープン」または「当ファンド」と
呼ぶことがあります。

※本資料での組入比率は、マザーファンドの対純資産比率を意味します。

※本資料は「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」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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巻末の「本資料で使用した指数について」、「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
※上記の運用担当者の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。

次世代のあらゆる
イノベーションを支えるインフラ、
サイバーセキュリティ

意識せざるを得ない
サイバー攻撃の脅威

2017年5月の全世界的なサイバー攻撃は、
改めてその脅威を世間に知らしめる要因と
なった一方、サイバーセキュリティ・ビジネ
スへの注目度を高めるきっかけとなりました。
すべてのテクノロジーの根幹となりうる同

ビジネスについて、サイバーセキュリティ株
式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッ
ジなし）の実質的な運用を行う、アリアン
ツ・グローバル・インベスターズ・ユーエ
ス・エルエルシーのウォルター・プライス氏
にお話を伺いました。

―2017年5月のサイバー攻撃は、150カ国
以上が被害に遭ったとみられ話題になりまし
たが、どのような攻撃だったのでしょうか。

2017年5月の攻撃は、ウイルス感染したPC
のファイルをロックし、解除に際して身代金を
要求するランサムウェアと呼ばれるウイルスが
拡散したものでした。イギリスでは、複数の病
院でPCが使えなくなり、医療現場は大混乱に
陥ったと報道されています。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシー
シニア・ポートフォリオ・マネージャー マネージング・ディレクター

ウォルター・プライス氏

特別インタビュー

PROFILE
43年に及ぶ資産運用業界の経験を有する。（2017年時点）
マサチューセッツ工科大学にて電子工学の学位を、同大学
のスローン・スクールにてMBAを取得。

出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報や各種報道等を基に三菱UFJ国際投信作成
＊１ 新種のマルウェアの発生件数は、AV-TESTのデータを参照
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―世界中でサイバー攻撃などは増えているの
でしょうか？ また、どのような被害が起きて
いるのでしょうか？

新種のマルウェア（コンピュータの正常な利
用を妨げたり、利用者やコンピュータに害を成
す不正な動作を行うソフトウェアの総称）の発
生件数は、激増しています。新種のマルウェア
の発生件数は、2011年は2000万件未満でした
が、2016年には1億2000万件を超える状況と
言われています＊１。
また、日本だけでみても、2015年に23.3％

の会社が社員情報の情報漏えいを、19.4％の会
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社が顧客情報の漏えいを経験したと答えたア
ンケート結果があります。
もはや、誰にとってもサイバー攻撃は他人

事ではない状況になっているのです。サイ
バーセキュリティ・ビジネスの社会的ニーズ
はますます高まっていくと考えています。

主要クラウド
サービス 企
業での導入率

日本企業での情報セキュリティ関連の
実害発生割合（2015年）

出所：トレンドマイクロ株式会社「法人組織におけるセキュリティ対策実態
調査－2016年版」を基に三菱UFJ国際投信作成

※上位5つのみ抽出。※対象企業数：787社

サイバーセキュリティ技術は、インター
ネットを通じた通信ビジネスの拡大とともに
発達してきました。従来のセキュリティは、
ウイルスや悪意のあるメールなど、それぞれ
の脅威に個別に対応するのが主流でした。し
かし、今日では、新型のウイルスに対し、よ
りリアルタイムかつ包括的に対処することが
求められています。
また、PCのみでなく、スマートフォンやク

ラウドサービスなどにもセキュリティの確保
が必要になってきています。
さらに、予見される未来においては、自動

運転車やドローン、家電などIoT（モノのイン
ターネット）の普及で、あらゆるモノがイン
ターネットに接続されると、それらにもセ
キュリティが担保される必要があります。

文章の出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報を基に三菱UFJ国際投信作成

IoT・AI時代の“静脈”となる
サイバーセキュリティ

―サイバーセキュリティは、どのような場
面で活用されているのですか？

―IT技術の発展に伴って、サイバーセキュ
リティ技術も進化しているのですね。

まさにその通りです。IoTやAIといったテ
クノロジーが動脈ならば、表裏をなすサイ
バーセキュリティは、静脈とも言えるでしょ
う。どちらが欠けても成り立たないと考えて
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※上記の運用担当者の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。

※画像はイメージです。
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います。今後、サイバーセキュリティは安全
基準の一つになり、サイバーセキュリティが
担保されていないと製品が売れない時代が来
るのではないでしょうか。

成長を牽引する
３つの要素

―サイバーセキュリティ・ビジネスの今後
の成長の鍵は何だとお考えですか？

①新分野でのセキュリティの活用
（IoT,クラウドなど）

②セキュリティが脆弱な企業
からの需要増加

③増大するサイバー攻撃対策
としてのコンサルティング

今後は、①IoTやクラウドなど新分野での
セキュリティの活用、②セキュリティが脆弱
な企業からの需要増加、③増大するサイバー
攻撃対策としてのコンサルティングが、市場
の拡大を牽引するとみています。

①に関しては、IoTやクラウド、AIといっ
た新分野における次世代サイバーセキュリ
ティの成長が期待されています。
IoTのセキュリティの具体例として、「ウ

イルスバスター」で有名なトレンドマイクロ
（当ファンド組入比率4位、2017年7月末時点）は、
2016年12月、家庭内の複数のスマート家電
をまとめて保護するセキュリティ製品を発表
しました。また、米国電気電子学会は、
「2025年までには、走行中の車の60％がイ
ンターネットに接続される」と予測しており、
この分野のセキュリティ対策は急務となって
います。
②に関しては、いまだにサイバーセキュリ

ティの対策が十分でない企業が多い現状があ
り、国及び政治家の企業に対する要求も高
まっています。欧州で施行予定である個人情
報の保護規則は、企業が違反した場合、
2000万ユーロまたは前年度の全世界売上の
4%のいずれか高い方が制裁金として課せら

主要クラウド
サービス 企
業での導入率

次世代サイバーセキュリティ
市場規模

出所：Momentum PARTNERS「Cybersecurity Market Review 
（2016）」を基に三菱UFJ国際投信作成
期間：2014年～2019年、年次※2014年の値を100として指数化※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。※ここでの次世代サ
イバーセキュリティは、 Momentum PARTNERSの定義です。
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サイバーセキュリティ・ビジネス
３つの成長ドライバー

文章の出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報や各種報道などを基に三菱UFJ国際投信作成
※記載している企業についてはサイバーセキュリティのサービスを説明するための例示です。したがって、したがって、個別企業を推奨するものではなく、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。

れるという、事業に重大な影響を及ぼす可能
性がある内容です。この規則は目下欧州のみ
での施行が予定されていますが、欧州に拠点
を持つ国際企業が欧州のシステムのみを強化
するとは考えづらく、グローバルでのサイ
バーセキュリティの需要拡大が見込まれます。

5 巻末の「本資料で使用した指数について」、「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
※上記の運用担当者の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。
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③に関しては、例えばファイア・アイ（当
ファンド組入比率15位、2017年7月末時点）が提供
する、サイバー攻撃を受けた場合の対応の演
習といったサービスなどが当てはまります。
サイバーセキュリティ製品をただ提供する

だけでなく、他社のサービスも含めた組み合
わせの提案や、攻撃の可視化、セキュリティ
事案発生時の迅速な対応など、総合的なコン
サルティングサービスが今後は求められてい
くと考えています。

日本初
サイバーセキュリティに特化した
ファンド誕生

―2017年7月、日本初のサイバーセキュリ
ティに特化したファンド「サイバーセキュリ
ティ株式オープン」が設定となりましたね。

サイバーセキュリティに特化というと、「投
資ユニバースが小さいのでは？」と思われるか
もしれませんが、当ファンドでは、サイバーセ
キュリティ技術を有する企業であれば、サイ
バーセキュリティ・ビジネス専業でなくとも投
資対象としています。例えば、アマゾン・ドッ
ト・コムは組入比率7位、マイクロソフトは11
位となっています。（2017年7月末時点）

―アマゾン・ドット・コムやマイクロソフト
は、サイバーセキュリティと関係があるのです
か？

はい、あります。アマゾン・ドット・コムは
「Amazon Web Service（以下、AWS）」、
マイクロソフトは「Microsoft Azure」という
クラウドサービス（インターネット上でデータ
を管理し、様々な端末からユーザーがアクセス
できるサービス）を提供しています。我々は、
このようないま伸びているクラウドサービスの
セキュリティに注目してます。例えば、アマゾ
ン・ドット・コムは「クラウドセキュリティは

はい、日本ではもちろん初ですが、米国で
もサイバーセキュリティに特化したファンド
は非常に少なく、希少です。

文章の出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報や各種報道などを基に三菱UFJ国際投信作成
※記載している企業についてはサイバーセキュリティのサービスを説明するための例示です。したがって、したがって、個別企業を推奨するものではなく、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
巻末の「本資料で使用した指数について」、「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
※上記の運用担当者の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。

※画像はイメージです。
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主要クラウド
サービス 企
業での導入率

AWSの売上高推移

期間：2014年度～2016年度、年度ごと
出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成

サイバーセキュリティ投資
における哲学

―最後に、サイバーセキュリティ・ビジネ
スへの投資で大切にしていることを教えてく
ださい。

サイバーセキュリティ・ビジネスへの投資
でリターンを創出する方法は主に二つあると
考えています。
一つは、ベンチャーキャピタル的な視点を

持って成長企業に投資をし、大きな株価のリ

AWSの最優先事項」と明文化し、クラウド
サービスのセキュリティに力を入れています。
企業のクラウド支出は2020年までに年率

21.5％の拡大を見込んでいます＊2。サイバーセ
キュリティ業界では、今はクラウドへの移行が
大きなトレンドなので、運用チームでも関連企
業を注視しています。今後は、トレンドに合わ
せて注目すべき企業も変わっていくでしょう。
当ファンドでは、サイバーセキュリティという
軸のもと、テクノロジーなどの発展に合わせて
注視する銘柄を変えていく予定です。

文章の出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報や各種報道などを基に三菱UFJ国際投信作成
＊2 企業のクラウド支出予測は、IDCプレスリリース(2017/2/20)より抜粋

ターンを狙うことです。もう一つは、資本利
益率が改善傾向にあり、今後の負債圧縮や成
長企業の買収によって成長率の改善が見込め
る、同分野のなかでは大きなプレイヤーへの
投資です。ここ数年、M&Aが活発になり、大
きなプレイヤーにも競争力強化に向けた動き
がみられます。上記のどちらかではなく、こ
の両輪が重要であると考えています。
サイバーセキュリティ技術は移り変わりや

陳腐化も早いため、一つ一つの企業のステー
ジやターゲットとする顧客層をしっかり見極
めることが求められます。
運用チームには、私と同じく電子工学の学

位を保有している者や、電気機器メーカーの
技術者としての勤務経験がある者、ソフト
ウェア会社でのマーケティング経験がある者
などが在籍しており、幅広い知見を持ってい
ます。また、我々は、サイバーセキュリティ
関連企業が提供するサービスを調査するため
に、独自の調査網を駆使し、サービス利用者
などへヒアリングを行っています。こういっ
た実績は銘柄選択に付加価値を与えると考え
ています。

サイバーセキュリティ関連企業は、テクノ
ロジー・セクターの高い成長率とインフラの
安定感を併せ持つ点が大きな魅力だと考えて
います。個人・企業・国のサイバーセキュリ
ティへの関心やテクノロジーの発展に伴う長
期的な需要を考えると、同ビジネスへの投資
妙味は大きいと言えるでしょう。

7 巻末の「本資料で使用した指数について」、「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
※上記の運用担当者の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。
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組入銘柄紹介① ソフォス・グループ

中小企業向けサービスが主軸
M&Aでの成長も期待

当ファンド組入比率1位（2017年7月末時点）
のソフォス・グループは、主に中小企業向
けに独自のセキュリティサービスを提供す
るイギリスの企業です。
中小企業でも導入できる、シンプルかつ

汎用的なサービスが特徴です。セキュリ
ティが必要な範囲を網羅したサービスを
扱っています。
また、同社は2017年2月、ディープラー

ニング＊を用いて未知の攻撃を検出し、防御
する技術を持つInvincea社を買収すること
に合意しました。進化する攻撃者の戦術に
幅広く対応できると期待されます。同社は
このように新技術の取込も積極的に行って
います。
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文章の出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報や各種報道などを基に三菱UFJ国際投信作成
※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2017年7月末の組入比率1位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、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。

期間：2015年6月26日（上場日）～2017年7月31日、日次
出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成
※2015年6月26日の値を100として指数化※世界株式指数：MSCI 
オールカントリー・ワールドインデックス（現地通貨建て）、組入
銘柄の株価：現地通貨建て※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。

株価推移

出所：各種報道・企業開示資料を基に三菱UFJ国際投信作成
※上記はイメージ図です。※上記はサイバーセキュリティ技術の一
部を図解したものであり、情報を網羅したものではありません。

数字でみる ソフォス・グループ

約150ヵ国

活用している技術のイメージ図

利用国数

約1億人
利用ユーザー数

出所：同社の会社概要パンフレット(2016/8/18発表)を基に三菱UFJ
国際投信作成

学習

未知の攻撃は攻撃されてから対処

従来

ディープラーニングを
用いたサイバーセキュリティ

事前に大量のデータから学習をし、
未知の攻撃でも検出して防御することが

期待される

未知の攻撃

未知の攻撃 防御
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グループ

世界株式指数

187

110

巻末の「本資料で使用した指数について」、「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
※上記の運用担当者の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。

＊ディープラーニング：AIが「自ら学び、考える」ことができるように
なる機械学習の一種



巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。 Spring

組入銘柄紹介② プルーフポイント

メール・セキュリティの大手
堅調な業績成長を期待

当ファンド組入比率2位（2017年7月末時点）
のプルーフポイントは、アメリカのメー
ル・セキュリティベンダー大手です。顧客
には、世界の主要な銀行や製薬会社など大
手企業も数多く存在します。
サービスの一例として、外部から隔離さ

れた安全な環境でメールのリンクや添付
ファイルを動作させて不審なものかどうか
判断し、悪質なファイルは攻撃内容や対処
方法などを管理者に報告するシステムなど
があります。
また、日本法人では、メール誤送信によ

る情報流出を防ぐためのサービスも充実し
ています。
同社は、今後も堅調な業績成長を達成で

きる競争力を有していると期待されます。

文章の出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーの情報や各種報道などを基に三菱UFJ国際投信作成
※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2017年7月末の組入比率2位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、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。

株価推移

出所：各種報道・企業開示資料を基に三菱UFJ国際投信作成
※上記はイメージ図です。※上記はサイバーセキュリティ技術の一
部を図解したものであり、情報を網羅したものではありません。

数字でみる プルーフポイント

活用している技術のイメージ図

隔離された
環境

開いて確認

疑わしい添付ファイルなどを隔離された環境で開く。
→安全が確認されたものだけ通信を許可。

悪意があるファイルは、攻撃内容や対処方法などを
可視化して管理者に報告。

管理者に報告

ブロック

通信を許可

期間：2012年7月31日～2017年7月31日、日次
出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成
※2012年7月31日の値を100として指数化※世界株式指数：MSCI 
オールカントリー・ワールドインデックス（現地通貨建て）、組入
銘柄の株価：現地通貨建て※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。

36%
売上高
年平均成長率
（過去5年）

99%
添付ファイルによる
攻撃のブロック率

上）出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成
期間；2012年度～2016年度、年度ごと

下）出所：同社のHP(2017/8/11閲覧)の情報を基に三菱UFJ
国際投信作成

9 巻末の「本資料で使用した指数について」、「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。
※上記の運用担当者の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。
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サイバーセキュリティ株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

【本資料で使用した指数について】
MSCI オールカントリー･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MSCI Inc.に帰属します。

【本資料に関してご留意頂きたい事項】
■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。

ファンドの目的・特色

目的：
日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上が
り益の獲得をめざします。

特色１：
主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業＊の株式に投
資を行います。
●株式等への投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上

の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場
優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定します。

● 株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。
＊当ファンドにおいては、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・

サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいいます。
※実際の運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドを通じて行います。
特色２：
株式等の運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスター
ズ・ユーエス・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。
●アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーは金融グ

ループであるアリアンツ・グループの一員であり、テクノロジー株式の運用戦略
について豊富な経験を有する資産運用会社です。

・運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等について
は、変更する場合があります。

特色３：
為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジなし）
が選択できます。
●（為替ヘッジあり）は、実質組入外貨建資産について、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。なお、為替ヘッジが困難な一部の通
貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う
場合があります。

●（為替ヘッジなし）は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを
行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

特色４：
年１回（６月６日（ 休業日の場合は翌営業日））の決算時に分配金額
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。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。）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。

投資リスク

■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や為替相場の変動等により上
下します。また、組入有価証券の発行者の経営・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、特定のテーマに沿った銘柄
に投資するリスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・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。

■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。

委託会社 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

受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

◆販売会社 販売会社の照会先は以下の通りです。
三菱UFJ国際投信株式会社

●ホームページアドレス ： http://www.am.mufg.jp/

0120-151034
（ 受付時間／営業日の9：00～17：00）

お 客 さ ま 専 用
フ リ ー ダ イ ヤ ル

ファンドの費用・税金

※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。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。
＜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。

お客さまが直接的に負担する費用

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）
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

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

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。

日々の純資産総額に対して、年率1.836％（税抜 年率1.700％）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

委託会社およびファンドの関係法人

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。

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。
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