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【本資料に関してご留意いただきた1

未来イノベーション成長株ファンド

未来イノベーション成長株ファンドにおける投資テーマのイメージ

ファンドマネジャーからのメッセージ

イノベーションを捉える、投資テーマ
当ファンドは、次の時代を創るイノベーションを見極め、魅力ある投資テーマを選定します。

現在、注目しているテーマは、ビッグデータ活用をはじめとする情報通信分野、

地球環境を維持し、持続可能な社会を実現する環境分野、

高齢化の進展にともない病気の治療・予防や健康への関心が高まるヘルスケア分野、

モノづくりの上流に位置する新素材分野です。

・写真はイメージです。 ・上記はイメージであり、すべてを網羅するものではありません。 ・現在の投資テーマとしては、情報通信、環境、
ヘルスケア、新素材に注目しておりますが、将来変更する場合があります。

情報通信 環境 ヘルスケア 新素材

• ５Ｇ
（第５世代移動通信システム）

• Ｉ ｏＴ（モノのインターネット）

• ＡＩ（人工知能）

• 自動運転車

• ウェアラブル端末

• 地球温暖化

• エネルギーの多様化

• 省エネ化

• 次世代自動車

• 高齢化社会

• 医薬品、医療機器

市場の拡大

• 新薬、治療方法の

開発

• リチウムイオン電池

• 電子機器の機能

向上

• 自動車の軽量化・

燃費向上

平素格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは、2018年3月27日の設定後、

2018年8月31日現在において基準価額は2.2％

上昇、純資産総額は約850億円まで拡大しました。

足下の国内株式市場では、

2018年4-6月決算が堅調であった一方で、世界的な

貿易摩擦や新興国通貨安などを背景に、今後の

業績に対する悪影響を懸念する動きが見られます。

ただし、米国の保護主義的な姿勢への懸念は

残るものの、世界景気に深刻な影響を与えるような

貿易戦争は最終的には回避され、米国を中心に

世界景気は底堅く推移すると考えています。

また、不透明要因の1つである2018年11月の米国

中間選挙後は、堅調な世界景気を背景に、徐々に

リスクが選好される相場展開になると考えています。

以上のことから、

現在の国内株式市場に割高感がないこともふまえ、

2018年11月の2018年4-9月決算で好調な数字を発

表し、かつ今後の業績上方修正が期待できる銘柄

が選好される展開を想定しています。

そのような相場環境下において、

当ファンドではイノベーションを捉える企業への投資、

およびボトムアップ・アプローチを通じて

利益成長が見込める企業を見極め投資することで、

中長期的なパフォーマンスの向上をめざしています。

本資料では、

当ファンドが選定している投資テーマと

その銘柄についてご紹介いたします。

主担当ファンドマネジャー
内田 浩二
株式運用部 国内第1グループ
チーフファンドマネジャー

※本資料はファンド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、

・運用方針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。

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は97.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。 ・国・地域は
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・



2い事項】の内容を必ずご覧ください。

銘柄名 スタートトゥデイ（3092）

国・地域 日本 業種 一般消費財・サービス

比率 2.86％ テーマ 情報通信

注目点

衣料品を柱とするネット通販「ＺＯＺＯＴＯＷＮ」を

運営。衣服類をインターネットで販売する「ファッ

ションＥコマース」を確立。

高い集客力と新規出店ブランドの増加による既存

事業の更なる成長に加え、今後は独自のオー

ダーメイドシステムによるプライベートブランド商品

の拡大に期待。

銘柄名 朝日インテック（7747）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 4.25％ テーマ ヘルスケア

注目点

狭心症や心筋梗塞に対するカテーテル治療で
使用されるガイドワイヤーが主力製品。素材から
製品までの一貫生産体制が強み。

日欧では高シェアを獲得。今後は直販化を進
める米国でのシェア獲得に期待。2018年8月に
中期経営計画を発表し、同社保有技術や企業
合併・買収（Ｍ＆Ａ）を活用し、グローバルニッチ
市場における新規事業拡大などをめざす。

銘柄名 エムスリー（2413）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 4.27％ テーマ 情報通信

注目点

医療従事者向け情報サイト「ｍ3.ｃｏｍ」を運営。

インターネットを活用した独自のビジネスモデルを

展開し、医薬情報担当者（ＭＲ）による営業体制

を変革。また、ＡＩを活用し、診断システムをクラウ

ドで利用できる「Ｄｏｃ+ＡＩ（ドクエイ）」を開発中。

2018年2月から米国治験サービス市場に参入

するなど、海外展開による業績拡大にも期待。

銘柄名 ソニー（6758）

国・地域 日本 業種 一般消費財・サービス

比率 3.25％ テーマ 情報通信

注目点

エレクトロニクス事業等のハードウェアに加え、コン

テンツサービス等のソフトウェアでの業績拡大を

評価。また、スマホ用カメラから車載用カメラへ

の拡大が期待されるＣＭＯＳイメージセンサーに

強み。ソフトウェアではゲームや音楽などコンテン

ツ配信による継続的な収益拡大に期待。

他にも仮想現実（ＶＲ）、ＡＩやロボット等に強み。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日） （期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

組入上位銘柄 （日本株式：上位25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

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。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資対象銘柄の主要取引所所在国を表しています。 ・上記は、2018年8月末時点における当ファンドの組入上位銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。

（組入銘柄数：日本株式・・・45銘柄、外国株式・・・15銘柄）
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【本資料に関してご留意いただきた3

未来イノベーション成長株ファンド

銘柄名 任天堂（7974）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.75％ テーマ 情報通信

注目点

家庭用ゲーム機やソフトの大手メーカー。

「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ」では、据え置きと持ち運び

の両方で楽しめる、新しい遊び方を提供。

今後の更なる販売増加や、注力分野であるス

マートフォン向けゲームの展開、2018年9月か

ら開始予定の有料オンラインサービスなど、収

益獲得の多様化に期待。

銘柄名 昭和電工（4004）

国・地域 日本 業種 素材

比率 2.69％ テーマ 新素材

注目点

独自のコア技術（企業にとって中核となる技術）

を複数持つ総合化学の老舗。

中国の環境規制などから電炉向け黒鉛電極の

需給が改善して販売価格が上昇し、収益を押し

上げ。リチウムイオン電池向けに負極材や正負

極添加剤などを供給しており、ＥＶの普及による

需要拡大に期待。

銘柄名 資生堂（4911）

国・地域 日本 業種 生活必需品

比率 2.79％ テーマ ヘルスケア

注目点

化粧品国内大手。

企業使命である「美しい生活文化の創造」の実

現に向けて、アンチエイジング分野等での新商

品開発に注力。

海外では、中国でのプレミアム化粧品市場の成

長による業績拡大に期待。

組入上位銘柄 （日本株式：上位

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日） （期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日） （期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は97.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。 ・国・地域は
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・

銘柄名 日本電産（6594）

国・地域 日本 業種 資本財・サービス

比率 2.86％ テーマ 情報通信

注目点

モーター大手。創業者である永守会長の経営

手腕に定評。ＥＶ（電気自動車）駆動用モー

ター事業に本格参入。ＰＣ向け技術を応用し、

小型化・軽量化を実現。

積極的なＭ＆Ａを通じ、持続的な業績拡大を

めざしている点に期待。
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4い事項】の内容を必ずご覧ください。

銘柄名 東海カーボン（5301）

国・地域 日本 業種 素材

比率 2.60％ テーマ 環境

注目点

カーボン（炭素）製品における業界の先駆者。

主力事業である黒鉛電極が、中国における電炉

稼動回復にともない価格が上昇し、業績拡大。

また、繰り返し充電可能なリチウムイオン電池に

使用される負極材を製造・販売しており、省資

源化に貢献。中長期的にはＥＶの普及による負

極材の出荷拡大に期待。

銘柄名 ペプチドリーム（4587）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 2.63％ テーマ ヘルスケア

注目点

「創薬開発プラットフォームシステム」という独自

の仕組みを開発。「特殊ペプチド」という化合物

を用いて、創薬候補物質を効率的に選び出す、

革新的な研究開発を実現。

同社の技術を活用し、国内外の大手医薬品

メーカーと共同研究開発中。

25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資対象銘柄の主要取引所所在国を表しています。 ・上記は、2018年8月末時点における当ファンドの組入上位銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。

銘柄名 三菱商事（8058）

国・地域 日本 業種 資本財・サービス

比率 2.61％ テーマ 環境

注目点

三菱グループの中核企業で、総合商社大手。

同社の「地球環境・インフラ事業グループ」では、

次世代エネルギーやリチウムイオン電池を活用

したインフラを構築。

歴史的に資源関連事業（石炭、銅、ＬＮＧなど）

に強い一方で、機械、化学品、生活産業などの

非資源分野にも強い収益基盤を所有。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

銘柄名 テルモ（4543）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 2.49％ テーマ ヘルスケア

注目点

医療機器大手。中期経営計画では、ホスピタル

商品、心臓・血管領域、血液マネジメントの3事

業を軸とした収益拡大が目標。

国内外にイノベーション拠点を展開するなど、自

社開発に加えて「オープン・イノベーション」を活

用した製品開発を推進。他にも、次世代脳動脈

瘤治療機器の市場拡大に期待。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）
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【本資料に関してご留意いただきた5

未来イノベーション成長株ファンド

銘柄名 スズキ（7269）

国・地域 日本 業種 一般消費財・サービス

比率 2.41％ テーマ 環境

注目点

小型車開発に高い競争力。経営資源や競争優

位性を考慮し、成長するインド市場に早期から

注力しており、圧倒的な販売シェアを獲得。

トヨタとの資本・事業連携を背景に、今後はハイ

ブリッド自動車、ＥＶの共同開発・生産などを通

じて、インドの環境対策への貢献に期待。

銘柄名 アウトソーシング（2427）

国・地域 日本 業種 資本財・サービス

比率 2.37％ テーマ 情報通信

注目点

製造業全般の業務請負サービスを提供。

人材の流動化に対応する独自スキームを展開

しており、変化する働き方等の社会ニーズを捉

えたソリューションを提供。

海外のＭ＆Ａによる事業ポートフォリオの改革に

も注力。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日） （期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

組入上位銘柄 （日本株式：上位

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は97.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。 ・国・地域は
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・

銘柄名 三井不動産（8801）

国・地域 日本 業種 不動産

比率 2.31％ テーマ 環境

注目点

「東京ミッドタウン」などを保有する総合不動産

大手。

同社策定の中期経営計画「イノベーション

2017」では、スマートシティへの取組みを重要

戦略として位置づけ、都市と自然の共生を企図。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

銘柄名 島津製作所（7701）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.16％ テーマ ヘルスケア

注目点

分析・計測機器の大手。

 も注力する液体クロマトグラフは、医薬品の開

発や品質管理において特定成分の含有量の測

定分析や、結果のレポート出力を全自動で行い、

作業効率を改善。

中国での環境規制強化に伴い、大気汚染など

を監視をするための計測機器需要も拡大。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）
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6い事項】の内容を必ずご覧ください。

銘柄名 東京応化工業（4186）

国・地域 日本 業種 素材

比率 1.89％ テーマ 情報通信

注目点

半導体を製造する工程で使われるフォトレジスト

を手がけるメーカー。

主力のフォトレジストは、スマートフォンの高機能

化をはじめ、Ｉ ｏＴや５Ｇなどの普及により恩恵を

受ける見通し。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資対象銘柄の主要取引所所在国を表しています。 ・上記は、2018年8月末時点における当ファンドの組入上位銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。

銘柄名 アンリツ（6754）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 1.98％ テーマ 情報通信

注目点

通信計測器メーカー。

５Ｇの導入が見込まれており、今後数年にわた

る計測器需要の拡大を期待。また、Ｉ ｏＴの普及

に伴い、既存客層の通信事業者や携帯端末

メーカーからの需要増加に加え、家電メーカー

や車載電装品メーカーに客層が拡大すると期待。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

銘柄名 東京建物（8804）

国・地域 日本 業種 不動産

比率 1.98％ テーマ 環境

注目点

「大手町タワー」などのビル賃貸や「Ｂｒｉｌｌｉａ」ブラ

ンドのマンション分譲などを展開する総合不動

産会社の一角。

「グループ環境方針」を策定しており、ビル事業

での省エネルギー活用や、住宅事業での緑地

設置など、環境に配慮したビジネスを展開。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

銘柄名 シスメックス（6869）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 1.88％ テーマ ヘルスケア

注目点

血球検査機器で世界大手。

国立がん研究センターと共同開発中の「がん関

連遺伝子パネル検査システム」では、がん患者

の遺伝子解析が可能に。また、川崎重工業とは

手術ロボットを共同開発中。他にも、採血のみで

遺伝子変異検査を可能とする「リキッドバイオプ

シー」と呼ばれる技術にも注目。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）
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銘柄名 宇部興産（4208）

国・地域 日本 業種 素材

比率 1.58％ テーマ 環境

注目点

化学品、医薬品中間体＊、セメント、石炭、機械

など多様な製品群を有する化学メーカー。

化学品の主力製品である合成ゴムなどに加え、リチウ

ムイオン電池の重要部材であるセパレータなどの機能

性材料による収益拡大に期待。

＊原料と医薬品の間にある製品。

銘柄名 ローム（6963）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 1.71％ テーマ 情報通信

注目点

ＬＳＩ、トランジスタ、ダイオード、ＬＥＤ、抵抗器な

どを手がける電子部品メーカー。

ＥＶの普及や自動運転技術の向上などを背景

に、同社が手がける車載用の半導体に対する

需要が急速に拡大中。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は97.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。 ・国・地域は
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・

銘柄名 アリアケジャパン（2815）

国・地域 日本 業種 生活必需品

比率 1.67％ テーマ ヘルスケア

注目点

畜産系エキス（牛肉・豚肉・鶏肉）を主原料とし

た、健康的な天然調味料の先駆者。

天然調味料事業の海外進出をめざし、過去数

年にわたり約200億円におよぶ大型設備投資

を行い、日本を中心に「世界8極体制＊」と呼ぶ

生産・販売拠点を構築。

＊日本、米国、中国、台湾、ベルギー、フランス、オランダ、インドネシア

組入上位銘柄 （日本株式：上位

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

銘柄名 日本ユニシス（8056）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 1.61％ テーマ 情報通信

注目点

ソフトウェアを開発、販売するシステムインテグ

レーター＊。

 Ｉ ｏＴの発展にあわせ様々なソリューションを展開。

様々な決済関連サービスにも期待。

＊ＩＴを活用した課題解決をめざし、コンサルティングから設計、

開発、運用・保守までー括で請け負う企業。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）
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8い事項】の内容を必ずご覧ください。

銘柄名 アドビ・システムズ

国・地域 アメリカ 業種 情報技術

比率 1.39％ テーマ 情報通信

注目点

画像処理やＰＤＦ編集ソフトを扱うグローバル企業。

培ってきたデジタル基盤をもとに、ドキュメント

（文書管理）、クリエイティブ（デザインアプリ提

供）、マーケティング（データ分析）といった3つの

イノベーティブなクラウドサービスを展開し、高成

長を達成。

銘柄名 アップル

国・地域 アメリカ 業種 情報技術

比率 1.61％ テーマ 情報通信

注目点

大手パソコン、スマートフォンメーカー。「ｉＰｈｏｎ

ｅ」、「ｉＰａｄ」等の革新的なヒット商品を次々に開

発、販売。

「ｉＰｈｏｎｅ」の新機種が消費者の買換需要を喚

起し、安定的な収益成長を達成しているが、今

後はアプリのダウンロード等、手数料収入の拡大

に期待。

銘柄名 アマゾン・ドット・コム

国・地域 アメリカ 業種 一般消費財・サービス

比率 1.76％ テーマ 情報通信

注目点

オンライン商取引を手がけるグローバル企業。

書籍関連から事業を開始し、ＤＶＤ、家電製品

等へと取扱品目を拡大。

クラウドサービスである「アマゾン・ウェブ・サービ

ス（ＡＷＳ）」といったデータセンター運営も行っ

ており、ビッグデータ関連銘柄としても期待。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日） （期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資対象銘柄の主要取引所所在国を表しています。 ・上記は、2018年8月末時点における当ファンドの組入上位銘柄についてご紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。

銘柄名 サイバーエージェント（4751）

国・地域 日本 業種 一般消費財・サービス

比率 1.53％ テーマ 情報通信

注目点

インターネットを軸に、広告代理店事業、ゲーム

事業、メディア事業の3つのコア事業を展開。

広告代理店事業はスマートフォン利用の拡大に

よりデジタル広告の成長に期待。ゲーム事業は

スマートフォンゲームの着実な業績寄与に期待。

メディア事業は「ＡｂｅｍａＴＶ」がさらなる業績拡

大の原動力となるか注目。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日）
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銘柄名 テンセント・ホールディングス

国・地域 香港 業種 情報技術

比率 1.22％ テーマ 情報通信

注目点

ＶＡＳ（ネット・モバイル付加価値サービス）とオ

ンライン広告が2大事業である中国企業。

米国で進化するネット技術を中国人向けにうまく

統合。ＳＮＳ、オンラインゲーム、モバイル決済

サービスなど1社でフルサービスを展開し、強固な

顧客基盤を構築。中国人の日常生活に深く浸透。

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は97.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。 ・国・地域は
投資対象銘柄の主要取引所所在国を表しています。 ・上記は、2018年8月末時点における当ファンドの組入上位銘柄について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。 ・基準価額（1万口当たり）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。 ・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。

組入上位銘柄 （日本株式：上位25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

銘柄名 アルファベット

国・地域 アメリカ 業種 情報技術

比率 1.35％ テーマ 情報通信

注目点

インターネット検索サイト「Ｇｏｏｇｌｅ」を運営する

グローバル企業。

世界的なオンライン広告市場拡大の恩恵に期

待。また、同社の強みであるデータ解析技術を

駆使し、自動運転車の開発を加速させるなど、

自動車業界でも大きなイノベーションをもたらす

ことを期待。

（期間：2013年8月30日～2018年8月31日） （期間：2013年8月30日～2018年8月31日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

設定来の基準価額等の推移 （期間：2018年3月27日～2018年8月31日）
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10い事項】の内容を必ずご覧ください。

ファンドの目的 日本を含む世界の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

1 次の時代を創るイノベーション※を捉えることをめざします。

ファンドの特色

2 日本株を中心に世界の株式に投資を行います。

※ 当ファンドにおいては、技術の革新にとどまらず、これまでとは違った新たな考え方、仕組み等を取り入れて、新たな

価値を生み出すことをいいます。

 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、為替変動リスクの低減を図ります。

3 年1回の決算時（6月20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。

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。

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。

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、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 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。

【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。
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換
金
時

換金単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社に

おいてお支払いします。

購
入
時

購入単位

販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

※ 基準価額は1万口当たりで表示されます。

申
込
に
つ
い
て

申込締切時間

原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分

とします。

換金制限

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限

を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、そ

の他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を

中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を

取消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用

効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入のお

申込みの受付を中止することがあります。

ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

お申込みメモ
ファンドの費用

購
入
時

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。

換
金
時

信託

財産

留保額

ありません。

◎お客さまが直接的に負担する費用

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保
有
期
間
中

運用管理

費用

(信託報酬)

日々の純資産総額に対して、

年率1.6632％（税抜 年率1.5400％）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、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。

設定・運用は

販売会社（購入・換金の取り扱い等）

販売会社は下記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先でご確認いただけます。

そ
の
他

信託期間

2028年6月20日まで（2018年3月27日設定）

繰上償還

ファンドの受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信

託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日

毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年1回の決算時に分配金額を決定します。（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。）

販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

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Ｎ

ＩＳＡ（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。


