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（出所）内閣府「令和元年度 国民生活に関する世論調査」を基に三菱UFJ国際投信作成
※60～69歳の回答を抽出しています。
　有効回答数 ： 1,036人
※実際の設問、選択肢を一部省略しています。

(出所)内閣府「令和元年度 国民生活に関する世論調査」を基に三菱UFJ国際投信作成
※日常生活の中で悩みや不安を感じていると回答した50～59歳の回答を抽出しています。
　有効回答数 ： 625人
※実際の設問、選択肢を一部省略しています。

(上位5回答、複数回答)

50代が感じる悩みや不安

自分の健康
今後の収入・資産見通し
家族の健康
現在の収入や資産

49.1％
48.0％
45.1％
41.6％

2位
3位
4位
5位

1位 老後の生活設計 71.0％

1 2

あなたはこれからどんなことがしたいですか？ セカンドライフにおける自分の姿、思い描けていますか？

始まるセカンドライフ始まるセカンドライフ始まるセカンドライフ 未来の生活設計が大切です未来の生活設計が大切です未来の生活設計が大切です

レジャー・余暇生活
食生活
所得・収入
住生活

29.7％
28.0％
18.3％
17.6％

2位
3位
4位
5位

1位

(上位5回答、複数回答)

60代が今後の生活で力を入れたいこと
健康 77.3％
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【厚生年金を受給する場合】

（出所）厚生労働省の報道発表資料、
　　　生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査＜速報版＞」を基に三菱UFJ国際投信作成

＊2 厚生年金(夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)の月額（平成31年度の新規裁定者（67歳以下の方）の年金額
　  の例）を使用しています。
＊3 有効回答における月額平均値を使用しています。

ゆとりあるセカンドライフ
のための上乗せ額の使途の一例

旅行やレジャー

子どもや孫への資金援助

ゆとりあるセカンドライフの実現のために
計画的な資産形成が重要です。

趣味や教養

（期間 ： 1975年～2045年、2025年以降は推計値）

（出所）厚生労働省「平成30年簡易生命表」、国立社会保障･人口問題研究所
　　  「日本の将来推計人口（平成29年推計）」を基に三菱UFJ国際投信作成

＊1 平均寿命とは0歳の時点で平均何年生きられるかを表す値です。

1975

95

90

85

80

75

70

（歳）

男性
女性

男性 歳80.75
女性

（2015年時点）
歳86.99

1985 1995 2005 2015 2025 2035 2045 （年）

日本人の平均寿命は延びており、男女共に80歳を超えました。
医療の発達等を背景に、今後も平均寿命は延びていくと予想されます。

ゆとりあるセカンドライフのためには、年金だけでは収入が十分でない可能性があり
ます。セカンドライフに備えるために、資産形成を考えてみましょう。

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。

セカンドライフにかかるお金

不足額

約 13 万円

夫婦二人の
年金受給額

約 22 万円＊2

ゆとりある
セカンドライフ

のための上乗せ額

約 13 万円＊3

夫婦二人の
老後の最低
日常生活費

約 22 万円＊3

ゆとりあるセカンドライフには

月額 約 35 万円＊3必要

3 4

推計値

日本人の平均寿命＊1

退職後｢いつまで｣のお金が必要でしょうか 必要なお金は｢いくら｣なのでしょうか
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3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（万円）

・上記は一般的な例であり、これらに限定されるものではありません。

資産運用で、
資産寿命を延ばすことを

めざしてみては
いかがでしょうか

＊1

＊2

＊3

＊4
＊5

貯蓄額3,300万円 ： 総務省「家計調査報告（貯蓄･負債編）平成30年（2018年）」の世帯主年齢50～59歳の純貯蓄額と厚生
労働省「平成29年賃金事情等総合調査」の調査産業計･満勤勤続･大学卒･男性の平均退職金額を参考にしています。
取り崩し額13万円 ： ゆとりあるセカンドライフを送るために必要な月額（約35万円）から、夫婦二人分の老齢基礎年金を含む
標準的な年金額（約22万円）を差し引いた金額です。
上記シミュレーションは、月末貯蓄額＝月初貯蓄額＋（月初貯蓄額×運用利回り（年率）÷12×0.8＊4）－月末取り崩し額で算出して
います。
税率20％を適用しています。
日本銀行の預入金額1千万円以上の定期預金新規受入平均金利（年率）を使用しています（2019年1月から6月までの月次
計数値の平均値）。

・上記の実線は試算、破線はイメージであり、実際の運用とは異なります。また、手数料等を考慮しておりません。

（年齢）

（資産額）

ゆとりあるセカンドライフ
の実現のため、ご退職の
前に資産形成しましょう

退職金を含めた資産
全体での運用を検討し
ましょう

ゆとりあるセカンドライフ
を送れるよう、資産寿命
を延ばすために資産運用
を継続しましょう

定年退職前（現役時代） 定年退職後～年金受給開始前後 年金受給開始後
～50代 70代～60代

退職金

再雇用期間終了
年金受給開始

国内における長引く低金利環境のなか、預貯金の金利だけではなかなかお金はふえま
せん。資産運用で、資産寿命を延ばすことをめざしてみてはいかがでしょうか。

人生を長く、楽しく暮らすためには資産運用を通じた生活設計が大切です。
それぞれの年代にあわせて、資産をどう形成・活用していくのか、十分に考える必要が
あります。

貯蓄額3,300万円＊1を毎月13万円＊2ずつ取り崩した場合の貯蓄残高シミュレーション＊3 各ライフステージにおける資産額の推移イメージ

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。

60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 (歳）

年0.0585％＊5で運用した場合は 
約81歳で資産寿命は尽きてしまうが…

5 6

未来のお金について考えてみませんか？ 各ライフステージにおける資産運用について
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ポイント① 資産運用ニーズに合わせたファンドの選択 ポイント② 分散投資と、市場急変時における基準価額の下落抑制機能

お客さまのリスク許容度やキャッシュフローニーズにあわせて

全4ファンドからお選びいただけます。
世界各国の資産に分散投資

日本を含む世界各国の資産に
幅広く分散投資

【通常時】

低リスク
資産

その他
資産

【市場急変時】

＜安定重視型＞
（分配コース）

年6回決算

目標分配額 ： 20円
（税引前 1万口当たり）

＜成長重視型＞
(分配コース)

10%

＜安定重視型＞
(分配抑制コース)

＜成長重視型＞
(分配抑制コース)

目標分配額 ： 60円
（税引前 1万口当たり）

資産の成長性を重視
した運用を行います。

5%
資産の安定性を重視
した運用を行います。

くわしくはP9、10をご覧ください。

くわしくは
P11、12をご覧ください。

＊1 スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。
・目標リスク水準とは、各ファンドの変動リスクの目処を表示したもので、各ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用
します。各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。目標リスク水準は、各ファンドの
リターンの目標を意味するものではありません。

・一般に、リスクが大きい（小さい）ファンドほど期待されるリターンが大きく（小さく）なる傾向があります。必ずしもこのような関係に
ならない場合があります。

・目標分配額は、2019年9月18日～2020年11月16日の間における、2019年7月時点の委託会社の予想に基づく各決算での目標
分配額です。また、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。詳細は、P14、15の｢ファンドの目的・特色｣をご覧くだ
さい。

＊2 国内債券には先進国債券に対して為替ヘッジを行ったものを含みます。
・必ずしも基準価額の下落を抑えられることを保証するものではありません。
・市場急変時の環境判断に応じて、低リスク資産の組入れ比率は決定されます。
・上記の図は、基準価額の下落抑制機能において低リスク資産を一部組入れる場合

のイメージであり、低リスク資産のみとなる場合（100％）もあります。
・投資先ファンドによって、各資産への投資割合は異なります。

●目標リスク水準のもとで、最適と判断
する基本資産配分比率を決定します。

・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標
を意味するものではありません。

市場急変時における基準価額の下落抑制機能

●市場環境の急変時と判断した場合
には、低リスク資産(国内債券＊2および
短期金融資産)への投資比率を一時的
に高めることで、基準価額の大幅な
下落を抑えることをめざします。

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。

目標リスク水準

分
配
方
針
等

安定した分配金の支
払いをめざし、目標
分配額を定めます。

年2回決算
信託財産の成長を優
先し、原則として分配
を抑制します。

組合せや
スイッチング＊1が
可能です

株式 債券 リート

その他
資産

低リスク
資産

7 8

ゆとりあるセカンドライフの実現をお手伝いする、　 当ファンドの2つのポイント 
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お客さまのリスク許容度やキャッシュフローニーズにあわせて

全4ファンドからお選びいただけます。
世界各国の資産に分散投資

日本を含む世界各国の資産に
幅広く分散投資

【通常時】

低リスク
資産

その他
資産

【市場急変時】

＜安定重視型＞
（分配コース）

年6回決算

目標分配額 ： 20円
（税引前 1万口当たり）

＜成長重視型＞
(分配コース)

10%

＜安定重視型＞
(分配抑制コース)

＜成長重視型＞
(分配抑制コース)

目標分配額 ： 60円
（税引前 1万口当たり）

資産の成長性を重視
した運用を行います。

5%
資産の安定性を重視
した運用を行います。

くわしくはP9、10をご覧ください。

くわしくは
P11、12をご覧ください。

＊1 スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。
・目標リスク水準とは、各ファンドの変動リスクの目処を表示したもので、各ファンドのポートフォリオを構築する際の目標値として使用
します。各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があります。目標リスク水準は、各ファンドの
リターンの目標を意味するものではありません。

・一般に、リスクが大きい（小さい）ファンドほど期待されるリターンが大きく（小さく）なる傾向があります。必ずしもこのような関係に
ならない場合があります。

・目標分配額は、2019年9月18日～2020年11月16日の間における、2019年7月時点の委託会社の予想に基づく各決算での目標
分配額です。また、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。詳細は、P14、15の｢ファンドの目的・特色｣をご覧くだ
さい。

＊2 国内債券には先進国債券に対して為替ヘッジを行ったものを含みます。
・必ずしも基準価額の下落を抑えられることを保証するものではありません。
・市場急変時の環境判断に応じて、低リスク資産の組入れ比率は決定されます。
・上記の図は、基準価額の下落抑制機能において低リスク資産を一部組入れる場合

のイメージであり、低リスク資産のみとなる場合（100％）もあります。
・投資先ファンドによって、各資産への投資割合は異なります。

●目標リスク水準のもとで、最適と判断
する基本資産配分比率を決定します。

・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標
を意味するものではありません。

市場急変時における基準価額の下落抑制機能

●市場環境の急変時と判断した場合
には、低リスク資産(国内債券＊2および
短期金融資産)への投資比率を一時的
に高めることで、基準価額の大幅な
下落を抑えることをめざします。

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。

目標リスク水準

分
配
方
針
等

安定した分配金の支
払いをめざし、目標
分配額を定めます。

年2回決算
信託財産の成長を優
先し、原則として分配
を抑制します。

組合せや
スイッチング＊1が
可能です

株式 債券 リート

その他
資産

低リスク
資産
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ゆとりあるセカンドライフの実現をお手伝いする、　 当ファンドの2つのポイント 



複利効果＊をふまえた資産形成イメージ 退職金を含めた資産運用イ　メージ 年金と分配金による資産管理のイメージ

運用資産額

運用期間

複利効果＊がある場合
（例）分配金を抑制する
　　ファンドで運用

単利で運用した場合
（例）分配金を受け取って
　　運用しなかった場合

定年退職後の生活に備えるために、長期的な視点で
資産運用をしましょう

●定年退職前（現役時代）は、保有資産の規模や定年退職までの運用期間
等をもとにご自身のリスク許容度を把握したうえで、運用商品を選択
しましょう。
●複利効果＊を得るために、分配抑制コースを選択し、時間を味方につけた
長期的な資産運用を行ってみてはいかがでしょうか。

＊運用で得られた利益が再投資され、更にプラスの運用成果を得ることができた場合は、
利益が増幅していく効果(複利効果)が期待できます。複利効果は投資期間が長いほど
大きくなります。ただし、運用成果がマイナスとなった場合には、上記のような複利効果は
得られません。

●当ファンドは、目標リスク水準と分配方針が異なる４ファンドをご用意しています。
●ライフステージやライフスタイル等によって異なる多様な資産運用ニーズにあわせて、4つ　　のファンドから選択することができます。

ライフステージに応じ　　た当ファンドの活用例

定年退職前（現役時代）
退職金を含めた資産全　 体での運用を検討しま
しょう

●定年退職後は、退職金を含めた 資産全体を基に、ご自身のリスク
許容度を改めて把握し、運用商 品を見直しましょう。
●年金受給が開始するまで生活 費が不足する場合等、キャッシュ
フローニーズがある方は、安定 した分配金の支払いをめざす分配
コースも検討してみてはいか がでしょうか。

定年退職後～　年金受給開始前後

50代 70代60 代

毎月の資産管理を行いつつ、資産寿命を延ばすこと
をめざしましょう

●年金受給中も引き続き、運用を継続することで資産寿命を延ばすこと
をめざしましょう。
●年金は、2ヵ月に1度の受け取りのため、キャッシュフローニーズがある
方は、奇数月に安定した分配金の支払いをめざす分配コースを保有して
みてはいかがでしょうか。

年金受給開始後

日々の生活費の
不足分を補いたい

資産寿命を延ばす
ことをめざしたい

当ファンドの
活用例

＜安定重視型＞
(分配抑制コース)

よりリスク
許容度の大きい方は

＜成長重視型＞
(分配抑制コース)

当ファンドの
活用例

＜安定重視型＞
(分配コース)

当ファンドの
活用例

＜安定重視型＞
(分配コース)

偶数月は、
年金を受給

分配金 年金

1月 2月

年金が支給されない奇数月に安定した
分配金の支払いをめざす分配コースを保有

※分配コースにおける分配方針の詳細は、P15をご覧ください。2ファ　ンド  
の組合　せや　

スイッチ　ングも  
可　能

複利効果を
得たい方は

キャッシュフロー
ニーズが
ある方は

退職金を含めた資産全体で
リスク許容度を把握

ポイント① 資産運用ニーズに合わせたファン　 ドの選択 わたしの未来設計
＜安定重視型／成長重視型＞

（分配コース／分配抑制コース）

9 10上記は、当ファンドを活用したライフステージごとの資産運用の一例であり、すべての方に当ては　　まるものではありません。また、運用成果や分配金の支払いを示唆・保証するものではありません。

分配金 年金

3月 4月

分配金 年金

5月 6月

分配金 年金

7月 8月

分配金 年金

9月 10月

分配金 年金

11月 12月

 現役時　代より
リスク許　容度が

  小さくな　った方は
　  安定　重視型 

・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。



複利効果＊をふまえた資産形成イメージ 退職金を含めた資産運用イ　メージ 年金と分配金による資産管理のイメージ
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定年退職後の生活に備えるために、長期的な視点で
資産運用をしましょう

●定年退職前（現役時代）は、保有資産の規模や定年退職までの運用期間
等をもとにご自身のリスク許容度を把握したうえで、運用商品を選択
しましょう。
●複利効果＊を得るために、分配抑制コースを選択し、時間を味方につけた
長期的な資産運用を行ってみてはいかがでしょうか。

＊運用で得られた利益が再投資され、更にプラスの運用成果を得ることができた場合は、
利益が増幅していく効果(複利効果)が期待できます。複利効果は投資期間が長いほど
大きくなります。ただし、運用成果がマイナスとなった場合には、上記のような複利効果は
得られません。

●当ファンドは、目標リスク水準と分配方針が異なる４ファンドをご用意しています。
●ライフステージやライフスタイル等によって異なる多様な資産運用ニーズにあわせて、4つ　　のファンドから選択することができます。
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フローニーズがある方は、安定 した分配金の支払いをめざす分配
コースも検討してみてはいか がでしょうか。
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ポイント① 資産運用ニーズに合わせたファン　 ドの選択 わたしの未来設計
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●当ファンドは、世界各国の様々な資産に分散投資を行います。
●ひとつのファンドで、世界の多様な地域、資産、通貨への分散投資が可能となります。

実質的な投資対象資産一覧

国内株式 国内債券＊ 国内リート

先進国株式 先進国債券

新興国株式 新興国債券

先進国リート

株　式 債　券 リート

日本

地
域
分
散 先進国

新興国

世界各国の資産に分散投資

安定重視型 成長重視型

●通常時は、目標リスク水準において最適と判断する8資産の組合せに基づき、投資します。
●市場急変時と判断した場合、低リスク資産の投資比率を一時的に高め、基準価額の下落を

抑えた運用を行います。

【ご参考】 資産配分比率の推移

シミュレーションのパフォーマンス推移(円ベース) シミュレーションと8資産のリスク･リターン(円ベース)

市場急変時における基準価額の下落抑制機能

・上記は当ファンドの投資先ファンドにおける資産配分比率を示しています。上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示す
ものではありません。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。シミュレーションおよび株式・リートの
各指数はトータルリターン(配当込)の指数を使用しており、シミュレーションは分配金支払前です。また、各指数の税金・手数料等は
考慮しておりません。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。

下記は当ファンドをご理解いただくためのシミュレーションであり、2018年8月3日時点の運用プロセスに基づき試算しております
が、資産配分比率の見直し頻度や定性の評価を含めない等、実際の運用とは異なります。したがって、当ファンドや投資先ファンド
の投資成果ではなく、将来の投資成果に関して示唆･保証するものではありません。詳細はP18をご覧ください。

・外国投資信託（投資先ファンド）への投資を通じて、上記8資産のETFに投資します。
・上記の投資対象資産のすべてに投資を行わない場合があります。また、短期金融資産にも一部投資を行います。

＊国内債券には先進国債券に対して　　為替ヘッジを行ったものを含みます。

（期間 ： 2007年11月末～2018年6月末）

2007年11月 2010年11月
国内株式

2013年11月 2016年11月 2007年11月 2010年11月 2013年11月 2016年11月
先進国株式 新興国株式 国内債券＊ 先進国債券 新興国債券 国内リート 先進国リート 短期金融資産

資産分散

100

75

50

25

0

（％）
100

75

50

25

0

（％）

円建資産
への投資

外貨建資産
への投資
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・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。

ポイント② 分散投資と、市場急変時における　基準価額の下落抑制機能 わたしの未来設計
＜安定重視型／成長重視型＞

（分配コース／分配抑制コース）

●シミュレーションでは、一時下落局面があったものの長期的には良好なパフォーマンスになりました。
安定重視型は先進国債券と概ね同水準のリターン、成長重視型は国内株式と概ね同水準のリターン
となりました。

（期間 ： 2007年11月末～2018年6月末）（期間 ： 2007年11月末～2018年6月末）

・ リスクとは、リターン（収益）のブレ（変動）の大きさのことです。
・ リターンは各資産の月次騰落率の平均を、リスクは各資産の
  月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。

安定重視型
成長重視型

10

5

02007年11月末＝10,000として指数化 0 10 20 30 (％)

安定重視型
成長重視型
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5,000
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(％)

先進国債券国内債券

新興国債券

国内株式

国内リート

先進国株式
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新興国株式

リスク

リ
タ
ー
ン

(出所)三菱UFJモルガン・スタンレー証券、Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成



●当ファンドは、世界各国の様々な資産に分散投資を行います。
●ひとつのファンドで、世界の多様な地域、資産、通貨への分散投資が可能となります。

実質的な投資対象資産一覧

国内株式 国内債券＊ 国内リート

先進国株式 先進国債券

新興国株式 新興国債券

先進国リート

株　式 債　券 リート

日本

地
域
分
散 先進国

新興国

世界各国の資産に分散投資

安定重視型 成長重視型

●通常時は、目標リスク水準において最適と判断する8資産の組合せに基づき、投資します。
●市場急変時と判断した場合、低リスク資産の投資比率を一時的に高め、基準価額の下落を

抑えた運用を行います。

【ご参考】 資産配分比率の推移

シミュレーションのパフォーマンス推移(円ベース) シミュレーションと8資産のリスク･リターン(円ベース)

市場急変時における基準価額の下落抑制機能

・上記は当ファンドの投資先ファンドにおける資産配分比率を示しています。上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示す
ものではありません。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。シミュレーションおよび株式・リートの
各指数はトータルリターン(配当込)の指数を使用しており、シミュレーションは分配金支払前です。また、各指数の税金・手数料等は
考慮しておりません。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。

下記は当ファンドをご理解いただくためのシミュレーションであり、2018年8月3日時点の運用プロセスに基づき試算しております
が、資産配分比率の見直し頻度や定性の評価を含めない等、実際の運用とは異なります。したがって、当ファンドや投資先ファンド
の投資成果ではなく、将来の投資成果に関して示唆･保証するものではありません。詳細はP18をご覧ください。

・外国投資信託（投資先ファンド）への投資を通じて、上記8資産のETFに投資します。
・上記の投資対象資産のすべてに投資を行わない場合があります。また、短期金融資産にも一部投資を行います。

＊国内債券には先進国債券に対して　　為替ヘッジを行ったものを含みます。

（期間 ： 2007年11月末～2018年6月末）
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・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。

ポイント② 分散投資と、市場急変時における　基準価額の下落抑制機能 わたしの未来設計
＜安定重視型／成長重視型＞

（分配コース／分配抑制コース）

●シミュレーションでは、一時下落局面があったものの長期的には良好なパフォーマンスになりました。
安定重視型は先進国債券と概ね同水準のリターン、成長重視型は国内株式と概ね同水準のリターン
となりました。

（期間 ： 2007年11月末～2018年6月末）（期間 ： 2007年11月末～2018年6月末）

・ リスクとは、リターン（収益）のブレ（変動）の大きさのことです。
・ リターンは各資産の月次騰落率の平均を、リスクは各資産の
  月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。
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(出所)三菱UFJモルガン・スタンレー証券、Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
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●実質的な投資は、＜安定重視型＞は「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド（マイルド）」、＜成長重視型＞は
「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド（モデレート）」を通じて行います。
●グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）/（モデレート）に関する資料（評価対象日基準：各ファンドへの
実質的な反映日）を基に作成しています。

ファンドの目的・特色
日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益
の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの目的

お客さまのライフステージやライフスタイル等によって異なる多様な資産運用
ニーズにあわせて、４つのファンドから選択できます。

・ 詳細については、P7をご覧ください。

・ 詳細については、P11をご覧ください。

• 目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。
• 必ずしも基準価額の下落を抑えられることを保証するものではありません。
• 投資先ファンドによって、各資産への投資割合は異なります。・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりで運用管理費用（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。　・運用状況によっては、分配金
額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。　・資産構成の比率は投資先ファンドの純資産総額に対する割合です。
・資産構成の「国内債券」には、為替ヘッジを行った「先進国債券」を含みます。低リスク資産とは、国内債券（ヘッジ付「先進国債券」を含む）および
短期金融資産をさします。　・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。

ファンドの特色

基準価額および純資産総額の推移 （期間：2018年9月4日～2019年7月31日）

分配金実績（１万口当たり、税引前）

低リスク資産／その他資産の組入比率推移資産構成

日本を含む世界各国の株式、債券およびリート（不動産投資信託証券）に分散
投資を行います。

●８資産への実質的な投資は、＜安定重視型＞は円建ての外国投資信託である「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド
（マイルド）」を通じて行い、＜成長重視型＞は円建ての外国投資信託である「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド（モデ
レート）」を通じて行います。また、マネー･マーケット･マザーファンドへの投資も行います。（以下、上記の外国投資信託を

「投資先ファンド」ということがあります。)
●原則として為替ヘッジを行いません。ただし、「国内債券」の代替とするために、「先進国債券」に対する為替ヘッジを行う場合

があります。

最適と判断する基本資産配分比率に基づき、運用を行います。また、基準価額の
大幅な下落を抑えることをめざします。

【通常時】
●投資先ファンドでは、定量･定性の評価等を勘案し、８資産についてそれぞれ期待リターンとリスクを推計します。そのうえで、

各ファンドにて最適と判断する（目標リスク水準において最も期待リターンが高くなると期待される）８資産の組合せを基本
資産配分比率として決定します。この比率に基づき、ETFに投資を行います。

●基本資産配分比率の決定は、原則として年４回行います。ただし、基本資産配分比率は市況動向等の事情によっては不定期に
見直しを行う場合があります。なお、結果として、基本資産配分比率において一部の資産への配分が行われない場合があります。

【市場急変時】
●投資先ファンドでは、市場環境の急変時と判断した場合には、比較的リスクの低い資産（低リスク資産）への投資比率を一時的

に高める運用を行い、基準価額の下落を抑えることをめざします。なお、市場が安定したと判断した場合には、通常時の基本
資産配分比率に基づくポートフォリオに戻します。

●「低リスク資産」とは、「国内債券（ヘッジ付「先進国債券」を含みます。）」および「短期金融資産」をさします。
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運用実績

実質的な投資を行う「グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）／（モデレート）」の運用状況

11

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。
2019年7月31日現在
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●実質的な投資は、＜安定重視型＞は「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド（マイルド）」、＜成長重視型＞は
「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド（モデレート）」を通じて行います。
●グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）/（モデレート）に関する資料（評価対象日基準：各ファンドへの
実質的な反映日）を基に作成しています。

ファンドの目的・特色
日本を含む世界各国の株式、債券およびリートに投資を行い、利子・配当収益
の確保ならびに値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの目的

お客さまのライフステージやライフスタイル等によって異なる多様な資産運用
ニーズにあわせて、４つのファンドから選択できます。

・ 詳細については、P7をご覧ください。

・ 詳細については、P11をご覧ください。

• 目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。
• 必ずしも基準価額の下落を抑えられることを保証するものではありません。
• 投資先ファンドによって、各資産への投資割合は異なります。・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりで運用管理費用（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。　・運用状況によっては、分配金
額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。　・資産構成の比率は投資先ファンドの純資産総額に対する割合です。
・資産構成の「国内債券」には、為替ヘッジを行った「先進国債券」を含みます。低リスク資産とは、国内債券（ヘッジ付「先進国債券」を含む）および
短期金融資産をさします。　・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。

ファンドの特色

基準価額および純資産総額の推移 （期間：2018年9月4日～2019年7月31日）

分配金実績（１万口当たり、税引前）

低リスク資産／その他資産の組入比率推移資産構成

日本を含む世界各国の株式、債券およびリート（不動産投資信託証券）に分散
投資を行います。

●８資産への実質的な投資は、＜安定重視型＞は円建ての外国投資信託である「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド
（マイルド）」を通じて行い、＜成長重視型＞は円建ての外国投資信託である「グローバル･ダイバーシファイド･ファンド（モデ
レート）」を通じて行います。また、マネー･マーケット･マザーファンドへの投資も行います。（以下、上記の外国投資信託を

「投資先ファンド」ということがあります。)
●原則として為替ヘッジを行いません。ただし、「国内債券」の代替とするために、「先進国債券」に対する為替ヘッジを行う場合

があります。

最適と判断する基本資産配分比率に基づき、運用を行います。また、基準価額の
大幅な下落を抑えることをめざします。

【通常時】
●投資先ファンドでは、定量･定性の評価等を勘案し、８資産についてそれぞれ期待リターンとリスクを推計します。そのうえで、

各ファンドにて最適と判断する（目標リスク水準において最も期待リターンが高くなると期待される）８資産の組合せを基本
資産配分比率として決定します。この比率に基づき、ETFに投資を行います。

●基本資産配分比率の決定は、原則として年４回行います。ただし、基本資産配分比率は市況動向等の事情によっては不定期に
見直しを行う場合があります。なお、結果として、基本資産配分比率において一部の資産への配分が行われない場合があります。

【市場急変時】
●投資先ファンドでは、市場環境の急変時と判断した場合には、比較的リスクの低い資産（低リスク資産）への投資比率を一時的

に高める運用を行い、基準価額の下落を抑えることをめざします。なお、市場が安定したと判断した場合には、通常時の基本
資産配分比率に基づくポートフォリオに戻します。

●「低リスク資産」とは、「国内債券（ヘッジ付「先進国債券」を含みます。）」および「短期金融資産」をさします。
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運用実績

実質的な投資を行う「グローバル・ダイバーシファイド・ファンド（マイルド）／（モデレート）」の運用状況

11

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。
2019年7月31日現在

（億円）（円） ＜安定重視型＞（分配コース）
160

120

80

40

0

10,400

10,200

10,000

9,800

9,600

純資産総額【右目盛】基準価額【左目盛】 基準価額（分配金再投資）【左目盛】

マイルド
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2018/12/10 2019/03/22 2019/06/28

20円
60円

2019/07
20円
60円

2019/05
20円
60円

2019/03
20円
60円

2019/01 － － 設定来累計
－
－

－
－

80円
240円

＜安定重視型＞分配コース
＜成長重視型＞分配コース

0円
0円

2019/07
0円
0円

2019/01
－
－

－
－
－

－ － － 設定来累計
－
－

－
－

0円
0円

＜安定重視型＞分配抑制コース
＜成長重視型＞分配抑制コース

10.4%
16.9%
0.8%
60.8%
2.0%
2.4%
3.1%
1.1%

比率資産 マイルド モデレート
国内株式
先進国株式
新興国株式
国内債券
先進国債券
新興国債券
国内リート
先進国リート

20.4%
33.9%
1.1%
25.9%
3.6%
5.0%
5.7%
2.3%

（億円）（円） ＜成長重視型＞（分配コース）

2018/09/04

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

10,800

10,400

10,000

9,600

9,200

10,800

10,400

10,000

9,600

9,200
2018/12/11 2019/03/25 2019/07/03

2018/09/04 2018/12/11 2019/03/25 2019/07/03

（億円）（円） ＜安定重視型＞（分配抑制コース）

2018/09/04

80

60

40

20

0

10,400

10,200

10,000

9,800

9,600
2018/12/11 2019/03/25 2019/07/03

2018/09/04 2018/12/11 2019/03/25 2019/07/03

（億円）（円） ＜成長重視型＞（分配抑制コース）

その他資産 低リスク資産

モデレート

2018/09/052018/09/05

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2018/12/10 2019/03/22 2019/06/28



44

55

●目標分配額を定め、毎年１月、３月、５月、７月、９月、11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）に、安定した分配金の支払い
をめざします。
※目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。
※実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。

【投資先ファンドの運用会社】 三菱UFJアセット･マネジメント(UK)

アドバイス

【投資顧問会社】 三菱UFJモルガン･スタンレー証券　投資顧問部

＜安定重視型＞（分配コース）／＜成長重視型＞（分配コース)

＜安定重視型＞（分配抑制コース）／＜成長重視型＞（分配抑制コース）
●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。

目標分配額は、毎年10月に翌年11月分までを開示予定であり、委託会社のホームページやフリーダイヤルでご確認
いただけます。

目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。
※基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。

※2019年7月時点のものです。

次の計算期間における1万口当たりの目標分配額（税引前）は、下記の通りです。

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。

ETFの選定･見直し
基本資産配分比率等の決定･見直し
低リスク資産の投資比率の引上げ検討
モデル・ポートフォリオ策定･アドバイス実施

アドバイスに基づく運用・リバランスの実施
運用方針、運用ガイドライン等の順守に関するモニタリングの実施

三菱UFJモルガン･スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、
三菱UFJアセット･マネジメント（UK）が投資先ファンドの運用を行います。

●投資先ファンドは、数々のファンドの投資一任及び投資助言
の経歴がある三菱UFJモルガン･スタンレー証券 投資顧問
部の助言を受け、三菱UFJアセット･マネジメント（UK）が
運用します。

●三菱UFJモルガン･スタンレー証券 投資顧問部は、バランス
型投信へのアセット･アロケーションのノウハウ提供（投資
助言）のほか、年金基金、学校法人、一般事業会社など幅広い
顧客に投資一任によるソリューションの提供を行っています。

・上記は2019年7月末現在の運用プロセスのイメージであり、実際に投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
・上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
・投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

分配コースは、隔月ごとに目標分配額の分配をめざします。分配抑制コースは、年2回
の決算時（１･７月の各15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。

15 16

＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

計算期間

20円

2019年9月18日～
2019年11月15日

60円
20円

2019年11月16日～
2020年1月15日

60円
20円

2020年1月16日～
2020年3月16日

60円
20円

2020年3月17日～
2020年5月15日

60円

＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

計算期間

20円

2020年5月16日～
2020年7月15日

60円
20円

2020年7月16日～
2020年9月15日

60円
20円

2020年9月16日～
2020年11月16日

60円

収益分配金に関する留意事項

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の
純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。

購入時手数料に関する留意事項

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、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率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。

投資信託から分配金が支払われるイメージ

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と
含まない場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の中から
購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、100万円全額が
当該ファンドの購入金額となるものではありません。

［金額を指定して購入する場合］（購入時手数料を含む場合）
例えば、基準価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口ご購入いた
だく場合、購入時手数料=（10,000円÷1万口）×100万口×手数料率

（税込）となり、100万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただく
ことになります。

［口数を指定して購入する場合］

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資信託の純資産 分配金

普通分配金

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
支払後

基準価額
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）投資者の

購入価額

（当初個別元本）

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

10，550円
期中収益

（①+②）50円
＊50円

分配金100円

＊分配対象額
　500円

＊分配対象額
　500円

＊分配対象額
　450円

＊50円を
　取崩し

10，400円

10，300円

配当等収益
①  20円
＊80円

＊420円
（③＋④）

＊分配対象額
　420円

＊80円を
　取崩し

10，500円

＊500円
（③＋④）

＊500円
（③＋④）

前期決算日 当期決算日
分配前

10，450円

＊450円
（③＋④）

当期決算日
分配後

前期決算日

10，500円

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

※元本払戻金（特別分配金）は
実質的に元本の一部払戻し
とみなされ、その金額だけ個別
元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）
部分は非課税扱いとなります。

分配金100円

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった

残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収 益 調 整 金 ： 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために

設けられた勘定です。

普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金

（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

分配金
支払後

基準価額
個別元本
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●目標分配額を定め、毎年１月、３月、５月、７月、９月、11月の各15日（休業日の場合は翌営業日）に、安定した分配金の支払い
をめざします。
※目標分配額は委託会社の予想に基づくものであり、実際の分配金額は目標分配額と異なる場合があります。
※実際の分配金額は投資収益にかかわらず決定されるため、分配金の一部または全部が元本取り崩しに相当する場合があります。

【投資先ファンドの運用会社】 三菱UFJアセット･マネジメント(UK)

アドバイス

【投資顧問会社】 三菱UFJモルガン･スタンレー証券　投資顧問部

＜安定重視型＞（分配コース）／＜成長重視型＞（分配コース)

＜安定重視型＞（分配抑制コース）／＜成長重視型＞（分配抑制コース）
●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。

目標分配額は、毎年10月に翌年11月分までを開示予定であり、委託会社のホームページやフリーダイヤルでご確認
いただけます。

目標分配額は、基準価額水準や市場環境等をもとに、委託会社が原則として1年毎に決定します。
※基準価額水準を考慮しつつ、投資先ファンドの投資対象市場に関する定量・定性の中長期的な評価等を総合的に勘案して決定します。

※2019年7月時点のものです。

次の計算期間における1万口当たりの目標分配額（税引前）は、下記の通りです。

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。

ETFの選定･見直し
基本資産配分比率等の決定･見直し
低リスク資産の投資比率の引上げ検討
モデル・ポートフォリオ策定･アドバイス実施

アドバイスに基づく運用・リバランスの実施
運用方針、運用ガイドライン等の順守に関するモニタリングの実施

三菱UFJモルガン･スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイスを受け、
三菱UFJアセット･マネジメント（UK）が投資先ファンドの運用を行います。

●投資先ファンドは、数々のファンドの投資一任及び投資助言
の経歴がある三菱UFJモルガン･スタンレー証券 投資顧問
部の助言を受け、三菱UFJアセット･マネジメント（UK）が
運用します。

●三菱UFJモルガン･スタンレー証券 投資顧問部は、バランス
型投信へのアセット･アロケーションのノウハウ提供（投資
助言）のほか、年金基金、学校法人、一般事業会社など幅広い
顧客に投資一任によるソリューションの提供を行っています。

・上記は2019年7月末現在の運用プロセスのイメージであり、実際に投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
・上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
・投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

分配コースは、隔月ごとに目標分配額の分配をめざします。分配抑制コースは、年2回
の決算時（１･７月の各15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。

15 16

＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

計算期間

20円

2019年9月18日～
2019年11月15日

60円
20円

2019年11月16日～
2020年1月15日

60円
20円

2020年1月16日～
2020年3月16日

60円
20円

2020年3月17日～
2020年5月15日

60円

＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

計算期間

20円

2020年5月16日～
2020年7月15日

60円
20円

2020年7月16日～
2020年9月15日

60円
20円

2020年9月16日～
2020年11月16日

60円

収益分配金に関する留意事項

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の
純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。

購入時手数料に関する留意事項

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、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率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。

投資信託から分配金が支払われるイメージ

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と
含まない場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の中から
購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、100万円全額が
当該ファンドの購入金額となるものではありません。

［金額を指定して購入する場合］（購入時手数料を含む場合）
例えば、基準価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口ご購入いた
だく場合、購入時手数料=（10,000円÷1万口）×100万口×手数料率

（税込）となり、100万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただく
ことになります。

［口数を指定して購入する場合］

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資信託の純資産 分配金

普通分配金

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
支払後

基準価額
個別元本

元本払戻金
（特別分配金）投資者の

購入価額

（当初個別元本）

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

10，550円
期中収益

（①+②）50円
＊50円

分配金100円

＊分配対象額
　500円

＊分配対象額
　500円

＊分配対象額
　450円

＊50円を
　取崩し

10，400円

10，300円

配当等収益
①  20円
＊80円

＊420円
（③＋④）

＊分配対象額
　420円

＊80円を
　取崩し

10，500円

＊500円
（③＋④）

＊500円
（③＋④）

前期決算日 当期決算日
分配前

10，450円

＊450円
（③＋④）

当期決算日
分配後

前期決算日

10，500円

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

※元本払戻金（特別分配金）は
実質的に元本の一部払戻し
とみなされ、その金額だけ個別
元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）
部分は非課税扱いとなります。

分配金100円

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった

残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。
収 益 調 整 金 ： 追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために

設けられた勘定です。

普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金

（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

分配金
支払後

基準価額
個別元本



投資リスク

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。

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。

■ その他の留意点

■ リスクの管理体制

主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的
に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の

業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動
します。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。

・債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。
一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券の
価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の
変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が
長いほど大きくなる傾向があります。

・リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等の
価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。
また、金利上昇時にはリートの配当（分配金）利回りの相対的な
魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。
組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。

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。

有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場に
おいてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落

（債券の場合は利回りが上昇）すること、配当金が減額あるい
は支払いが停止されること、または利払いや償還金の支払いが
滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。

ファンドは、新興国の有価証券等に実質的な投資を行うことが
あります。新興国への投資は、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などを受けることに
より、先進国への投資を行う場合に比べて、価格変動・為替変動・
信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。

カントリー・リスク

■ 基準価額の変動要因

信用リスク

【本資料で使用している指数について】
■国内株式：東証株価指数（TOPIX）

東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の
株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

■国内債券：NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。同指数は
野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

■国内リート：東証REIT指数
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した指数です。同指数に関する
知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

■先進国株式：MSCI コクサイ インデックス
MSCI コクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に対する
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。

■先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本）
FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed 
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■先進国リート：S&P先進国REIＴ指数（除く日本）
S&P先進国REIＴ指数（除く日本）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、日本を除く先進国の不動産
投資信託（REIT）および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。同指数はS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）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。
S&P DJIは、同指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

■新興国株式：MSCI エマージング･マーケット インデックス
MSCI エマージング･マーケット インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に
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。

■新興国債券：JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド
JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル
建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した
指数です。J.P.モルガン･セキュリティーズ･エルエルシーの指数に関する免責事項等については、委託会社のホームページ

（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）でご確認ください。

【本資料における当ファンドおよび投資先ファンドの運用に関するシミュレーションについて】
本資料における当ファンドおよび投資先ファンドの運用に関するシミュレーションは、各資産の期待リターン・リスクのデータを基に、目標
リスク水準において最適と判断される8資産の基本資産配分比率を年一回（毎年11月末）決定して運用したと仮定したものです。シミュ
レーション期間は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 投資顧問部が算出を開始した2007年11月末を起点としています。当ファンドの
値動きやリターン水準、リスク水準、資産配分等のイメージをつかんでいただくためのものであり、2018年8月3日時点の投資先ファンド
の運用プロセスに基づき試算しておりますが、各資産を指数に代替している点、資産配分比率の見直し頻度（シミュレーション上は年1回）
や定性の評価を含めない点等、実際の運用とは異なります。なお、当ファンドのパフォーマンスシミュレーションは当ファンドおよび投資先
ファンドの信託報酬等の諸コストを控除していますが、投資先の上場投資信託証券（ETF）の信託報酬や売買コストや税金等を考慮して
いません。
 ・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。

価格変動リスク

主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に
外貨建資産に投資を行う場合があります。実質組入外貨建資産に
ついては、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の
影響を受けます。ただし、「国内債券」の代替とするために、「先進
国債券」に対する為替ヘッジを行う場合がありますが、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。また、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
相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

為替変動リスク
流動性リスク
有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が
十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、
売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、
ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な
価格での取引となる場合があります。

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。

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販売用資料です。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。　●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。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

色覚の個人差等を問わず、できるだけ多くの方に情報が伝わるよう、
配色やデザインに配慮して作成しています。
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投資リスク

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。

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。

■ その他の留意点

■ リスクの管理体制

主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的
に組み入れる有価証券等の価格変動の影響を受けます。
・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の

業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動
します。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。

・債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。
一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券の
価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の
変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間が
長いほど大きくなる傾向があります。

・リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等の
価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。
また、金利上昇時にはリートの配当（分配金）利回りの相対的な
魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。
組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。

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。

有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場に
おいてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落

（債券の場合は利回りが上昇）すること、配当金が減額あるい
は支払いが停止されること、または利払いや償還金の支払いが
滞ること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。

ファンドは、新興国の有価証券等に実質的な投資を行うことが
あります。新興国への投資は、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などを受けることに
より、先進国への投資を行う場合に比べて、価格変動・為替変動・
信用・流動性のリスクが大きくなる可能性があります。

カントリー・リスク

■ 基準価額の変動要因

信用リスク

【本資料で使用している指数について】
■国内株式：東証株価指数（TOPIX）

東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の
株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

■国内債券：NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。同指数は
野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

■国内リート：東証REIT指数
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した指数です。同指数に関する
知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

■先進国株式：MSCI コクサイ インデックス
MSCI コクサイ インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に対する
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。

■先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本）
FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed 
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

■先進国リート：S&P先進国REIＴ指数（除く日本）
S&P先進国REIＴ指数（除く日本）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、日本を除く先進国の不動産
投資信託（REIT）および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。同指数はS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）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。
S&P DJIは、同指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

■新興国株式：MSCI エマージング･マーケット インデックス
MSCI エマージング･マーケット インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に
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。

■新興国債券：JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド
JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル
建ての新興国国債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した
指数です。J.P.モルガン･セキュリティーズ･エルエルシーの指数に関する免責事項等については、委託会社のホームページ

（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）でご確認ください。

【本資料における当ファンドおよび投資先ファンドの運用に関するシミュレーションについて】
本資料における当ファンドおよび投資先ファンドの運用に関するシミュレーションは、各資産の期待リターン・リスクのデータを基に、目標
リスク水準において最適と判断される8資産の基本資産配分比率を年一回（毎年11月末）決定して運用したと仮定したものです。シミュ
レーション期間は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 投資顧問部が算出を開始した2007年11月末を起点としています。当ファンドの
値動きやリターン水準、リスク水準、資産配分等のイメージをつかんでいただくためのものであり、2018年8月3日時点の投資先ファンド
の運用プロセスに基づき試算しておりますが、各資産を指数に代替している点、資産配分比率の見直し頻度（シミュレーション上は年1回）
や定性の評価を含めない点等、実際の運用とは異なります。なお、当ファンドのパフォーマンスシミュレーションは当ファンドおよび投資先
ファンドの信託報酬等の諸コストを控除していますが、投資先の上場投資信託証券（ETF）の信託報酬や売買コストや税金等を考慮して
いません。
 ・目標リスク水準は、各ファンドのリターンの目標を意味するものではありません。

価格変動リスク

主要投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、実質的に
外貨建資産に投資を行う場合があります。実質組入外貨建資産に
ついては、原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動の
影響を受けます。ただし、「国内債券」の代替とするために、「先進
国債券」に対する為替ヘッジを行う場合がありますが、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。また、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
相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

為替変動リスク
流動性リスク
有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が
十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合には、
売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、
ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不利な
価格での取引となる場合があります。

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。

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販売用資料です。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。　●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。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

色覚の個人差等を問わず、できるだけ多くの方に情報が伝わるよう、
配色やデザインに配慮して作成しています。
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わたしの未来設計＜安定重視型／成長重視型＞（分配コース／分配抑制コース）
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
◎お客さまが直接的に負担する費用

ありません。
換
金
時

購
入
時

信託財産留保額

購入時手数料

購入金額（購入価額×購入口数）×手数料率で得た額
手数料率は、購入代金（購入金額+購入時手数料（税込））
に応じて以下の率とします。

■スイッチングの場合
ありません。

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

以下の費用・手数料についても各ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる各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
・投資対象とする投資信託証券における諸費用および

税金等
・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。

保
有
期
間
中

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、各ファンドの基準
価額に反映されます。毎決算時または償還時に各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、各ファンドが
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。

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

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
販売会社（購入・換金の取扱い等）
販売会社は、上記の三菱UFJ国際投信の照会先でご確認いただけます。

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）

●ホームページアドレス   https://www.am.mufg.jp/

■各ファンド
各ファンドの日々の純資産総額に対して、次に掲げる率
をかけた額
※日々計上され、各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各ファンドから支払われます。
信託報酬率

＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

年率0.6765％（税抜 年率0.615％）
 年率0.7205％（税抜 年率0.655％）

※マネー・マーケット・マザーファンドは除きます。

■投資対象とする投資信託証券
各ファンドの投資対象ファンドの純資産総額に対して、
次に掲げる率をかけた額
＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

年率0.27％
年率0.29％

・投資対象とする投資信託証券には、最低報酬額が
適用される場合があるため、純資産総額によっては
上記の率を超えることがあります。

・投資対象とする投資信託証券では、信託（管理）報酬
に加え、組入れている上場投資信託証券の運用管理
費用がかかります。上場投資信託証券は市場の需給
により価格形成されるため、上場投資信託証券の
運用管理費用は表示しておりません。

■実質的な負担
各ファンドの純資産総額に対して、次に掲げる率をかけた額

※各ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託
証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託
報酬率です。

＜安定重視型＞
＜成長重視型＞

年率0.9465％程度（税抜 年率0.885％程度）
 年率1.0105％程度（税抜 年率0.945％程度）

※三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合

購
入
時

購入単位
分配金再投資コース（累積投資コース）：10万円以上1円単位
インターネットバンキングでご購入の場合、1万円以上1円単位となります。
購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
再投資される分配金については、1口単位とします。
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。

換金単位
1口以上1口単位
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7営業日目から販売会社において
お支払いします。

換
金
時

申込不可日
次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロン

ドンの銀行、ダブリンの銀行の休業日
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
各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、その他やむを得ない事情（投資対象
証券の取得・換金の制限、投資対象国・地域における非常事態（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、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、各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。

申
込
に
つ
い
て

信託期間
無期限（2018年9月4日設定）
繰上償還
各ファンドについて、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。また、＜安定重視
型＞（分配コース）／＜安定重視型＞（分配抑制コース）の2ファンド、＜成長
重視型＞（分配コース）／＜成長重視型＞（分配抑制コース）の2ファンドの
受益権の口数を合計した口数がそれぞれ30億口を下回ることとなった場合
には、＜安定重視型＞＜成長重視型＞のそれぞれの2ファンドは信託期間を
繰上げて償還となることがあります。なお、投資対象とする外国投資信託が
償還する場合には繰上償還となります。
決算日
■（分配コース）
毎年1・3・5・7・9・11月の15日（休業日の場合は翌営業日）
■（分配抑制コース）
毎年1・7月の15日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配
■（分配コース）
年6回の決算時に分配を行います。
■（分配抑制コース）
年2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。）
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。
※分配金を再投資せず定期的に受取る場合には、別途「定期引出契約」を

お申込みいただきます。
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。
スイッチング
各ファンド間でのスイッチングが可能です。手数料等は、「ファンドの費用」を
ご参照ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。

そ
　の
　他

手数料率購入代金
1,000万円未満
1,000万円以上

2.20％（税抜 2.00％）
 1.65％（税抜 1.50％）

253303-IS


