
販売用資料:2019年6月

eMAXIS Neo 
ナノテクノロジー

組入全銘柄のご紹介
（2019年4月末時点）

追加型投信／内外／株式／インデックス型

当資料はeMAXIS Neo ナノテクノロジー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。このためお申込メモなどについて
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。



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年4月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。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。■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。■最終面の｢当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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ブルカー
- 微小世界の観察を支援する分析機器メーカー -

About
1960年創業。医薬品開発や臨床研究などの分野で分子・細胞レベルの物質やその構造を検
出・測定・可視化するための分析機器およびソリューションを提供。四つの分野で事業を
行っており、その中の一つは売上高の約3割を占める「ブルカー・ナノ」。同事業は材料表
面をナノメートルサイズで計測し特性を解析する「ナノ表面計測」等の技術を提供しており、
主な顧客はナノテクノロジー企業、学術機関、製薬会社など。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 7,112億円

組入比率

11.3％

株価の推移（過去3年）

一株当たり利益の推移

（出所）ブルカーHPを基に三菱UFJ国際投信作成

拡大する「ブルカー･ナノ」の売上高シェア

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2014年度～2020年度、年次（2019、2020年度は予想値）

2019年5月末時点

(リスク所在国)

ブルカーのセグメント別売上高シェア（2018年度）
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（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2019年5月末時点の米ドル円レート(108.58)で円換算

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2016/5/31～2019/5/31、日次

2018年度のブルカー･ナノの売上高シェア
は約30％と、2014年度の約27％から増加
しています。2018年度は学術および産業界
の素材研究分野におけるナノ表面計測等の底
堅い需要、また3社の買収により同セグメン
トの売上高は前年度比10.7％増加しました。
ナノテクノロジーの発展に伴い、ナノメート
ルサイズの計測需要は今後も高まることが期
待されます。

画像はイメージです

(GICSセクター分類)

主な製品：
質量分析器など

主な製品：
CTやMRIなど

主な製品：
原子間力顕微鏡など

主な製品：
超伝導素材など



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年4月末時点の組入れ銘柄をご紹介したものです（組入比率はマザーファンドの純資産対比）。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。■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。■最終面の｢当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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サーモフィッシャーサイエンティフィック
- 革新的な科学ソリューション企業 -

About

世界中の医薬・バイオ企業や病院、研究機関などに向けてラボ用製品、分析機器、計測機器、
臨床診断機器といった様々な製品およびソリューションを提供する。約75,000人の従業員を
抱え、研究開発費は10億米ドルに上る世界的な企業。業績は堅調で2014年度から2018年度
において売上高は年平均9％で増加し、中でもラボ用製品分野の成長率が高い。最近では中
国を始めとする新興国への進出にも積極的で2018年度の売上高の約2割は新興国からのもの。

Company Data

業種 ヘルスケア
国・地域 米国
株式時価総額 11兆5,944億円

株価の推移（過去3年）

ナノテクノロジーの歴史と可能性

(リスク所在国)

一株当たり利益の推移

組入比率

9.9％
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2019年5月末時点

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2019年5月末時点の米ドル円レート(108.58)で円換算

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2014年度～2020年度、年次（2019、2020年度は予想値）

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2016/5/31～2019/5/31、日次

(GICSセクター分類)

ナノテクノロジー（ナノテク）の歴史は1980年代に
遡ることが出来ます。走査型トンネル顕微鏡の発明や炭
素原子60個で構成されるサッカーボール状の「C60フ
ラーレン」の発見がナノテクの黎明期と考えられていま
す。“ナノテクの父”と呼ばれるリチャード･スモーリー
は「C60フラーレン」発見の功績によりノーベル化学賞
を受賞しました。
現在、米国のナノテク評価研究所、サウジアラビアの

キングアブドラ・ナノテク研究所など、世界各地でナノ
テクの研究が行われています。
電子機器の小型化やヘルスケアへの応用、脱化石燃料

など、ナノテクは私たちの生活を変える可能性を秘めて
います。

（出所）サーモフィッシャーサイエンティフィックHPを基に三菱UFJ国際投信作成

リチャード･スモーリー

（出典）Courtesy of Oak Ridge National Laboratory, U.S.
Dept. of Energy
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ＫＬＡテンコール
- 半導体生産工程管理の世界的大手 -

About
半導体およびナノエレクトロニクス業界などにおける検査（欠陥品検出）、測定、データ分
析などの生産工程管理を主な事業とする。生産工程管理では50%近いマーケットシェアを有
し競合企業を大きく引き離す。顧客は世界中に分散しているものの売上はアジア地域に集中
しており、半導体製造の盛んな台湾が売上の約3割、韓国が約2割を占める。

Company Data

業種 情報技術
国・地域 米国
株式時価総額 1兆8,087億円

株価の推移（過去3年）

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
・時価総額は2019年5月末時点の米ドル円レート(108.58)で円換算

(GICSセクター分類)

(リスク所在国)

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2016/5/31～2019/5/31、日次

一株当たり利益の推移

海外の科学雑誌が行ったアンケート調査
によると、2021年に最も重要と考えられる
技術の第8位にナノテクノロジーがランクイ
ンしています。上位は回答者の割合に大き
な差がなく、例えばロボティクスや3Dプリ
ントと同程度に重要と捉えられていること
がわかります。
宇宙技術や量子コンピューティングは順

位が低くなっていますが、これは2021年時
点では技術が確立する可能性が低いと考え
られることとも関連があるといえそうです。

組入比率

9.7％

4

2021年に最も重要となる技術は？

2019年5月末時点

重要な技術と位置づけられるナノテクノロジー

左グラフについて
（出所）Statistaを基に三菱UFJ国際投信作成
・2018年における調査。複数回答可のため、合計は100%に
なりません。紙面の都合上全ての選択肢を示してはいません。

（出所）Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成
（期間）2014年度～2020年度、年次（2019、2020年度は予想値）

回答者割合↓順位↓



■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年4月末時点の組入れ銘柄を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。■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。■最終面の｢当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。

組入4位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2016/5/31～2019/5/31、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

インジェビティ パシフィック・バイオサイエンシズ・
オブ・カリフォルニア

キーサイト・テクノロジーズ ダナハー

分析治療室の設備メーカー。DNA解析
装置の設計、開発、製造を手掛ける。
2018年11月、同分野における世界的大
手イルミナによる買収に合意。2019年
半ばに取引が完了する予定。

米国、素材 米国、ヘルスケア

米国、情報技術 米国、ヘルスケア

電子計測器メーカー。無線などの技術革
新を推進し、新たな計測手法の構築に取
り組む。無線通信、航空・宇宙・防衛、
半導体の市場にソリューションを提供。

専門器具メーカー。試験、計測、環境、
生命科学、歯科、工業技術などの分野で
使用する専門・医療・商工業用器具を設
計・製造・販売する。

5

特殊化学品メーカー。接着剤、インク、
石けん、洗剤、農薬、金属加工液、およ
び潤滑油を提供する。世界各国で商品販
売を展開。
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年4月末時点の組入れ銘柄を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。■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。■最終面の｢当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。

組入4位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2016/5/31～2019/5/31、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

ローパーテクノロジーズ アメテック

キャムテック アンジオダイナミクス

電気計器・電子機械装置メーカー。航空
宇宙、工業市場向け高性能計器の製造の
ほか、電気相互接続、特殊金属、工業用
モーターの販売も手掛ける。

米国、資本財・サービス

イスラエル、情報技術 米国、ヘルスケア

計測機器メーカー。自動光学検査・計測
システムの設計、開発、製造、および販
売を手掛ける。同社のソリューションは
半導体製造会社での歩留まりの向上およ
び製造原価の低減を可能にする。

医療機器メーカー。治療・診断機器の設
計、開発、製造、販売を手掛ける。主な
製品は、血管造影用カテーテル、血液透
析カテーテル、血栓溶解剤投与器具など。

6

工業用機器メーカー。制御器、流体操作
器、ポンプ、医療・科学装置、分析機器
製品、無線自動識別（RFID）通信技術、
ソフトウエア・ソリューションなどを取
り扱う。

米国、資本財・サービス
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年4月末時点の組入れ銘柄を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。■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。■最終面の｢当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。

組入4位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2016/5/31～2019/5/31、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。

About About

About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

ルミネックス ライダル

３Ｍ ＮＶＥ

加工素材メーカー。各種用途向け加工素
材の開発と製造を手掛ける。加工特殊紙、
自動車用遮熱材、防音材、医療用ろ過製
品、バイオプロセシング部品などを開発、
製造する。

米国、ヘルスケア

米国、情報技術

多角経営会社。主な事業分野は、電子、
電気通信、工業、消費者・オフィス製品、
ヘルスケア、保安など。

電子部品メーカー。磁気感受性材料と集
積回路を組み合わせた製品に特化する。
主な製品は、センサー、アイソレーター、
スイッチなど。通信、工業、軍事分野向
けに製品を提供。

7

バイオロジー検査技術開発会社。臨床診
断およびライフサイエンス産業向けアプ
リケーションを開発、製造、販売する。

米国、資本財･サービス

米国、資本財･サービス
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■上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年4月末時点の組入れ銘柄を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。■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。■最終面の｢当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。

組入4位以降のご紹介

（出所）Bloomberg、Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 （株価の推移の期間）2016/5/31～2019/5/31、日次
※業種はGICSセクター分類に基づきます。国･地域はリスク所在国を示しています。
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About About

株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年） 株価の推移（過去3年）

株価の推移（過去3年）

ネオフォトニクス ビュージックス

シエナ・バイオファーマシューティカルズ

電子製品メーカー。スマートグラス（眼
鏡）およびAR技術を消費者や企業に向
けて提供。

米国、一般消費財･サービス

臨床試験段階のバイオ医薬品メーカー。
炎症性皮膚疾患、組織損傷、脱毛による
色素沈着を対象とする皮膚科学ベース製
品の開発・発見・商業化を手掛ける。米
国およびイタリアで事業を展開。

8

電子回路メーカー。高速光通信ネット
ワーク用モジュールやサブシステムを提
供する。

米国、情報技術

米国、ヘルスケア
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【ファンドの目的】
S&P Kensho Nanotechnology Index（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。

【ファンドの特色】
①S&P Kensho Nanotechnology Index（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

S&P Kensho Nanotechnology Index（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

＜S&P Kensho Nanotechnology Indexについて＞
ＡＩを活用し、企業の開示情報などの膨大な文献を自動的に処理すること等を通じて、第４次産業革命*の原動力となる
技術群（テーマ）に沿う銘柄を選定する「S&P Kenshoニューエコノミー指数」の一つです。このインデックスでは、
ナノテクノロジー関連企業**の銘柄を選定します。
*第４次産業革命とは、モノのインターネット「IoT（Internet of Things）」や「人工知能（ＡＩ）」等による技術革新
によって、産業を大きく変革しようとする取り組み。
**ナノテクノロジー関連企業とは、対象インデックスを提供するKensho Technologies,LLC（以下、Kensho社）が
考える、ナノテクノロジーに関連する製品やサービスを提供する企業をいいます。

Kensho社は、データ分析・機械学習・自然言語処理などを強みとする米国のテクノロジー企業であり、
米国大手指数提供会社のS&P Global Inc.の100％子会社です。

②主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のナノテクノロジー関連企業の株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資します。
③原則として、為替ヘッジは行いません。

分配方針：
●年１回の決算時（８月17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。

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。（初回決算日は、2019年8月19日です。）
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。

ファンドの目的・特色

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。）

投資リスク
■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。
●特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスク：ファンドは、特定のテーマ（ナノテクノロジー）に沿った銘柄に投資するため、株式市場全
体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広い銘柄に分散投資する場合と比べてファンドの基準価額
が大きく変動する場合があります。

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。詳しくは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。
・ファンドは、S&P Kensho Nanotechnology Index（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託
報酬、売買委託手数料等を負担すること、現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価
格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘
柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。

ファンドは、中小型株にも投資を行うため、大型株中心に投資する場合に比べ、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。



＜ファンドのベンチマークについて＞
S&P Kensho Nanotechnology Index（「本指数」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投
信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow
Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセ
ンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones
Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般
人に対して、株式全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随する本指数の能力に関して、明示または黙示を問わ
ず、いかなる表明または保証もしません。本指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと三菱ＵＦＪ国際投信株式会社との間にある唯一の関係は、本指数とS&P
Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。本指数は三菱ＵＦＪ国際投信株式会社または本
商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、本指数の決定、構成または計算において三菱ＵＦＪ
国際投信株式会社または本商品の所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格または数量、あるいは本商品の発行または
販売のタイミングの決定、本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。
S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。本指数に基づく投資商品が、指数のパ
フォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。指数に証
券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなり
ません。
S&P Dow Jones Indicesは、本指数またはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、
その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責
任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、本指数またはそれに関連するデータの商品性、特定
の目的または使用への適合性、それらを使用することによって三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、
一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪
失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow Jones Indicesと三菱ＵＦ
Ｊ国際投信株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
本商品は、Kenshoがスポンサー行為、保証、販売または販売促進を行うものではありません。本指数は、本商品を考慮することなく決定、構成および計算されるも
のであり、Kenshoは、本指数の決定、構成または計算にあたり、本商品の所有者の要望を考慮する義務を負いません。Kenshoは、本商品の所有者またはいかなる
一般人に対しても、特に本商品への投資の当否に関して、明示的にも暗示的にも、何ら表明または保証を行いません。Kenshoは、証券の価値に関して、または証券、
スワップ取引、証券関連スワップ契約もしくはその他のコモディティの売買にかかる契約等商品への投資の当否に関して、投資助言を提供するものではなく、また
分析もしくは報告を公表・頒布するものではありません。本指数は、投資助言にあたるものではなく、またそのようにみなしたり、または解釈されるべきではあり
ません。
Kenshoは、その可能性について知らされていたかにかかわらず、いかなる場合においても、本指数、本指数値またはその構成銘柄情報を使用する者（本商品の投資
家を含みますが、これに制限されることはありません。）に対し、本指数の設計、編集、計算、メンテナンスもしくはスポンサー行為または本商品に関連して生じ
るかかる損失、損害、費用、料金、支出その他のあらゆる債務について、それが特別的、懲罰的、間接的または派生的な損失、損害、費用、料金、支出その他のあ
らゆる責任（事業機会の逸失、逸失利益、時間の損失およびのれんの損失を含みます。）であるかを問わず、一切の責任を負いません。

■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。

＜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す。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。

ファンドの費用

※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。第２計算期間以降の毎計算期間の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。

お客さまが直接的に負担する費用

ありません。

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

次の費用・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0.7776％(税抜 年率0.72％)以内をかけた額
※消費税率が10％となった場合は、年率0.792％（税抜 年率0.72％）以内となります。

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

販売会社情報一覧 （今後、下記の販売会社については変更となる場合があります） 2019年6月10日時点

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 ○ ○

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624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 ○ ○ ○

丸三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第167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 ○ ○ ○ ○

登録番号等


