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運用状況のご報告

※巻末の「本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。

平素は「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０２

〈愛称：イールド・コレクション２〉」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

本レポートでは、当ファンドの運用状況、今後の市場見通しと運用方針等についてご案内申し上げます。

単位型投信／海外／債券
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設定来の基準価額等の推移（期間：2015年2月27日（設定日）～2019年10月31日）

ファンド情報提供資料
データ基準日：2019年10月31日

米ドル建て好金利債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２

〈愛称：イールド・コレクション２〉

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０２

Fund Report ／ファンドレポート

■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。

・基準価額（1万口当たり） 、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。

【基準価額推移】

－設定日から2016年2月下旬－

中国の景気減速等により原油需要の後退が懸念され、原油価格が下落基調で推移したこと等を受けて、投資家

のリスク回避姿勢が強まりました。このため、一部の保有銘柄の債券価格が下落したこと等により、基準価額は、

軟調に推移しました。

－2016年2月下旬から2017年9月下旬－

米国の景気回復期待などからリスク資産が上昇する中、米ドル建てエマージング債券市況が上昇したこと等により、

基準価額は堅調に推移しました。

－2017年9月下旬から2019年10月末まで－

保有銘柄の利子収入の獲得等はプラス要因となりましたが、期中でみると日米の金利差拡大（足下では米連邦

準備制度理事会（ＦＲＢ）による政策金利の引き下げにより日米の金利差は縮小）に伴う為替ヘッジによる費用増

加等により基準価額は緩やかに下落しました。

償還予定日

2020年2月14日

※当資料はシュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク（シュローダー社）の資料に基づいて三菱ＵＦＪ国際投信が作成致しました。

基準価額（高値）

10,359円
（2017年9月11日、20日）

基準価額（安値）

9,487円
（2015年9月30日）

基準価額（分配金再投資）：10,185円
基準価額：10,176円
（2019年10月31日）

分配金（税引前）：10円
（2017年2月14日）



0

30

60

90

120

8,500

9,250

10,000

10,750

11,500

2015年2月27日 2016年2月27日 2017年2月27日 2018年2月27日 2019年2月27日

純資産総額（億円）【右軸】

基準価額(円)【左軸】

2/12

Fund Report ／ファンドレポート

■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。

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０２

・基準価額（1万口当たり）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。
・当ファンドについては、記載する期間において分配しておりません。

償還予定日

2020年2月14日

米ドル建て好金利債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２ 〈愛称：イールド・コレクション２〉

基準価額：10,250円
（2019年10月31日）

基準価額（高値）

10,741円
（2015年6月8日）

基準価額（安値）

8,668円
（2016年6月24日）

【基準価額推移】

－設定日から2016年10月下旬－

設定日から2015年6月にかけて日米の金融政策の方向性の相違が注目され円安・米ドル高が進んだ場面で、

基準価額が上昇しました。しかし、その後は、中国の景気減速等による原油需要の後退が懸念され、原油価格が

下落基調で推移する中、投資家のリスク回避姿勢が強まりました。そのため、一部の保有銘柄の債券価格が下落

したことや、米ドルが円に対して軟調に推移したことなどから、基準価額は下落基調で推移しました。

－2016年10月下旬から2017年12月下旬－

米国の景気回復期待などからリスク資産の価格が上昇しました。このような中、米ドル建てエマージング債券市況

の上昇や米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けて、米国では拡張的な財政政策がとられ米国金利の上昇

やインフレにつながるとの見方が強まったことなどを背景に円安・米ドル高が進んだ場面で、基準価額は堅調に推

移しました。

－2017年12月下旬から2019年10月末まで－

保有銘柄の利子収入の獲得等がプラスとなったものの、市場参加者のリスク回避的な姿勢が強まった場面で

米ドルが円に対して軟調に推移したこと等が影響し、基準価額は上値の重い展開となりました。

※巻末の「本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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設定来の基準価額の変動要因(概算）（期間：2015年2月27日（設定日）～2019年10月31日）

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０２

■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。

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０２

※上記は、基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、完全性を保証するものではありません。
・「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０２」の為替要因は、為替ヘッジに伴い発生した損益です。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。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。四捨五入の影響により、基準価額変動と内訳の合計が相違することがあります。

※巻末の「本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。

米ドル建て好金利債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２ 〈愛称：イールド・コレクション２〉
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【設定来の基準価額の変動要因】

当該期間の基準価額の変動は、「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０２」が176円の上昇、

「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２」が250円の上昇となりました。

その要因は、以下の通りです。

① 債券要因

債券要因は、基準価額の上昇要因となりました。（内訳は以下の通り）

 利子収入要因

保有債券からの利子収入を獲得したことは、基準価額の上昇要因となりました。

 債券価格等要因

当ファンドは、原則として償還まで保有するバイ・アンド・ホールド戦略を採用していますが、一部の保有銘柄

を買付価格を下回る水準で売却したこと等が基準価額の下落要因となりました。債券価格等の詳細に

ついては以下の通りです。

各ファンドで組み入れていた銘柄の一部で信用リスクの高まり等を背景に評価額が下落した時点で売却した

ことが基準価額の下落要因となりました。具体的には、業績見通しへの不透明感等を背景に2016年6月ま

でに全売却を行ったインドのソフトウェア・サービス等に関する事業を行っているロルタ・インディア社の子会社

である「ロルタ・アメリカズ社」の債券等が該当いたします。

また、ファンド設定時から2016年2月にかけては、原油価格が下落したことなどを背景に、債券価格が下落し

た原油・ガス探査等のエネルギー関連銘柄等でマイナスの影響がありました。

②為替要因

 「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０２」のヘッジコスト要因

対円で為替ヘッジを行う際に生じたヘッジコストが、基準価額の下落要因となりました。

為替ヘッジにおいては、日米短期金利差や為替市場での米ドル需要等の動向等により、概ね金利差相当分

以上のヘッジコストがかかりました。

なお、米国における政策金利の引き上げおよび日本におけるマイナス金利政策の導入等を背景とする日米

金利差の拡大等を受けて、ヘッジコストはファンド設定以降、大きく上昇しています。足下にかけてＦＲＢが政策

金利を引き下げているものの、設定当初と比較してヘッジコストは高い水準にあります（グラフ①ご参照）。

 「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０２」の為替変動要因

ファンド設定時以来、円高米ドル安が進行したことが、基準価額の下落要因となりました（グラフ②ご参照）。

③その他（信託報酬等）

その他（信託報酬等）の費用が、基準価額の下落要因となりました。

※巻末の「本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。

■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。

米ドル建て好金利債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２ 〈愛称：イールド・コレクション２〉
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【グラフ①】
米ドル円の短期金利差と為替ヘッジコストの推移

（期間：2015年2月末～ 2019年10月末）（％）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・ 短期金利差は、米国および日本の1ヵ月ＬＩＢＯＲを用いて算出しています。
・ 為替ヘッジコストは、米ドル円の直物レートと先物（1ヵ月）レートから三菱ＵＦＪ国際投信が算出したものであり、「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジ

あり）２０１５－０２」にかかる実際の為替ヘッジコストとは異なります。

【グラフ②】 米ドル（対円）の推移

（期間：2015年2月末～ 2019年10月末）（円）

今後の市場見通しと運用方針

【今後の市場見通し】

2019年はＦＲＢによる金融政策のスタンスの変更や利下げの実施等もあり、米国金利が低下する中、エマージング

債券の利回り水準は既に比較的低位となっています。しかしながら、グローバル債券市場において低金利化が進ん

だ結果、エマージング債券の利回りは相対的には依然として高いため、今後エマージング債券価格を下支えする

可能性があると見ています。

ただし、当ファンドでは、信託期間内に償還日を迎える銘柄に投資を行っており、保有銘柄の償還日が近づいてい

ること等から、保有銘柄でデフォルト等が生じ、債券価格が大幅に下落するといった場合を除き、エマージング債券

市況の動向による影響は限定的なものにとどまると考えております。

【運用方針】

当ファンドでは、信託期間内に償還を迎える銘柄に投資を行い、原則として償還まで保有するバイ・アンド・

ホールド戦略を採用しています。同戦略は、各組入銘柄について、保有期間中の価格変動にかかわらず、償還日

に向けて一定の価格に収斂していくことを期待したものです。

銘柄選定にあたっては、信用リスクに配慮しつつ発行体のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に照らして、

相対的にクレジット・スプレッド（国債との金利差）が厚く、投資妙味があるとみられる債券を主な投資対象としてい

ます。

なお、今後償還または繰上償還を迎える銘柄の償還金については、「米ドル建て好金利債券ファンド（為替

ヘッジあり）２０１５－０２」では、為替ヘッジのコスト等を勘案し、再投資せずコールローン等で運用する可能性があり

ます。その場合、ファンドの償還日に向けて組入銘柄の償還が進むにつれ、債券利子収入は低下する

可能性があります。また、「米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０２」では、

市場動向等からエマージング債券への再投資を行わず、米国債へ投資を行う場合があります。

■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。
■コメントおよび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。

※巻末の「本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。

米ドル建て好金利債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２ 〈愛称：イールド・コレクション２〉
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■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。

■業種別組入比率 ■債券格付け別組入比率

ポートフォリオの状況 （2019年10月末時点）

■業種別組入比率 ■債券格付け別組入比率

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０２

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０２

※巻末の「本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。

米ドル建て好金利債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０２ 〈愛称：イールド・コレクション２〉

・比率は、現物債券評価額に対する割合です。

・比率は、現物債券評価額に対する割合です。

・比率は、純資産総額に対する割合です。

・比率は、純資産総額に対する割合です。

・業種は、債券の発行体企業について分類しています。業種は、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｓｅｃｔｏｒで分類しています。
・債券格付けは、Ｓ&Ｐ、Ｍｏｏｄｙ‘ｓ、Ｆｉｔｃｈのうち も高い格付を表示しています。なお、付加記号（＋、－等）を省略して集計し、Ｓ&Ｐの格付記号に基づき表示
しています。

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。



単位型投信／海外／債券

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015-02

〈愛称：イールド・コレクション２〉

ファンドの目的・特色

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）2015-02
■ファンドの目的
米ドル建ての債券（投資適格債券およびハイイールド債券）等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。

■ファンドの特色
・ファンドは信託期間が約5年の単位型投資信託です。
・米ドル建ての債券（投資適格債券およびハイイールド債券。以下同じ。）等を主要投資対象とします。
・投資対象国は、原則として、ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル指数およびＪＰモルガンＣＥＭＢＩブロード指数の構成国のうち、流動性等を勘案して投
資可能と委託会社が判断した国とします。

・組入れにあたっては、投資適格債券を中心とし、発行体の信用状況等を勘案しつつ利回りの高い銘柄に投資を行います。
・信託期間内に組入債券が償還した場合等には、米ドル建ての債券のほか、米国国債に再投資することがあります。
※ハイイールド債券とは、低格付け（ＢＢ格相当以下）の発行体が発行する債券です。一般的に投資適格債券（ＢＢＢ格相当以上）と比較して、債

券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家
に提供しています。

・原則として、信託期間内に償還を迎える米ドル建ての債券等に投資を行い、償還まで保有します。
・信託期間内に組入債券が償還した場合等には、米国国債に再投資することがあるため、投資対象国の米ドル建ての債券の組入比率が低下す
ることがあります。

・再投資時点の市場環境にもよりますが、再投資する債券の利回りが当初組み入れた銘柄よりも低いものとなる傾向があり、その場合はポート
フォリオ全体の利回りも低下することになります。

・発行体の経営・財務状況の悪化等、組入債券のデフォルト懸念が高まると判断される場合等においては、償還日よりも前に当該組入債券を売
却することがあります。

・設定当初に構築したポートフォリオの利回りが信託期間終了日まで継続するわけではありません。
・債券等の運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
・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。

＜主な投資制限＞
・外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

＜分配方針＞
・年1回の決算時（2月14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、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。
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単位型投信／海外／債券

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015-02

〈愛称：イールド・コレクション２〉

ファンドの目的・特色

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-02
■ファンドの目的
米ドル建ての債券（投資適格債券およびハイイールド債券）等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。

■ファンドの特色
・ファンドは信託期間が約5年の単位型投資信託です。
・基準価額（1万口当たり。以下同じ。）が11,500円以上となった場合には、安定運用に切り替えた後、速やかに償還します。
・基準価額が11,500円以上となってから償還させるまでの市況動向や売却コスト等により、基準価額もしくは償還価額が11,500円以下となることが
あります。ファンドの基準価額もしくは償還価額が11,500円以上になることや将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

・米ドル建ての債券（投資適格債券およびハイイールド債券。以下同じ。）等を主要投資対象とします。
・投資対象国は、原則として、ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル指数およびＪＰモルガンＣＥＭＢＩブロード指数の構成国のうち、流動性等を勘案して投
資可能と委託会社が判断した国とします。

・組入れにあたっては、投資適格債券を中心とし、発行体の信用状況等を勘案しつつ利回りの高い銘柄に投資を行います。
・信託期間内に組入債券が償還した場合等には、米ドル建ての債券のほか、米国国債に再投資することがあります。
※ハイイールド債券とは、低格付け（ＢＢ格相当以下）の発行体が発行する債券です。一般的に投資適格債券（ＢＢＢ格相当以上）と比較して、債
券の元本や利子の支払いが滞ることや、支払われなくなるリスクが高いため、通常、その見返りとして投資適格債券よりも高い利回りを投資家
に提供しています。

・原則として、信託期間内に償還を迎える米ドル建ての債券等に投資を行い、償還まで保有します。
・信託期間内に組入債券が償還した場合等には、米国国債に再投資することがあるため、投資対象国の米ドル建ての債券の組入比率が低下す
ることがあります。

・再投資時点の市場環境にもよりますが、再投資する債券の利回りが当初組み入れた銘柄よりも低いものとなる傾向があり、その場合はポート
フォリオ全体の利回りも低下することになります。

・発行体の経営・財務状況の悪化等、組入債券のデフォルト懸念が高まると判断される場合等においては、償還日よりも前に当該組入債券を売
却することがあります。

・設定当初に構築したポートフォリオの利回りが信託期間終了日まで継続するわけではありません。
・債券等の運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
・組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
・早期償還となった場合には、安定運用への切り替え時に、一時的に為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る場合があります。

＜主な投資制限＞
・外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

＜分配方針＞
・年1回の決算時（2月14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、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。
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単位型投信／海外／債券

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015-02

〈愛称：イールド・コレクション２〉

投資リスク

■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。

■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。
なお、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管理状
況等をモニタリングしています。

■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。

■米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-02

早期償還の条件である11,500円は安定運用に切り替えるための価額水準です。基準価額が11,500円以上となった日の基準価額が
償還価額になるものではありません。また、基準価額が11,500円以上となってから安定運用への移行が完了するまでの債券市場の
動向・売却が終わるまでの組入債券の価格変動や売却コスト等により、償還価額が11,500円を割り込むことがあります。

■米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）2015-02
組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、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建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。た
だし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

■米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-02
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。

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。

ファンドは、格付けの低いハイイールド債券にも投資を行うため、格付けの高い公社債に投資を行う場合に比べ、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。

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。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含
む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、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。

価格変動リスク

一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債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

信用リスク

流動性リスク
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単位型投信／海外／債券

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015-02

〈愛称：イールド・コレクション２〉

手続・手数料等

■お申込みメモ

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－信託財産留保額
※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた換金のお申込みを当日のお申込み分とします。

申込不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日は、

換金のお申込みができません。

※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。

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。

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（投資対象国における非常事態

（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、

戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、換金のお申込みの受付を中止することおよびすで

に受け付けた換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間 2020年2月14日まで（2015年2月27日設定）

繰上償還

■米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）2015-02

受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

■米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-02

基準価額が11,500円以上となった場合、早期償還となります。

受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

決算日 毎年2月14日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年1回の決算時に分配を行います。

課税関係

課税上、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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単位型投信／海外／債券

米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 2015-02

〈愛称：イールド・コレクション２〉

手続・手数料等

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

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

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。●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。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来
の市場環境等や運用成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示す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・税金

・ファンドの費用

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

お客さまが直接的に負担する費用

購入時

購入時手数料 2015年2月27日以降、購入のお申込みはできません。

換金時

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.7％

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）

純資産総額×年1.4630％（税抜 年1.33％）

その他の費用・

手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。

これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、運用管理費用（信託報酬）は毎計算期間を 初の6ヵ月とその翌日から計算期末までに区

   分した各期間の末日ならびに換金時または償還時に、監査費用は毎計算期間の6ヵ月終了日および毎決算時または償還時に信託財産から支払
   われます。その他の費用・手数料（監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。

※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当額が含まれ
   ます。

※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

   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。

・税金

個人受益者については、収益分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。
なお、法人の課税は異なります。また、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。
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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

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（※） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

ファンド名称：米ドル建て好金利債券ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-02

登録番号等

販売会社情報一覧表

・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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