
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
購入申込受付日の基準価額
※基準価額は１万口当たりで表示されます。

信託期間
■3ヵ月決算型：無期限（2004年6月22日設定）
■年1回決算型：2028年10月10日まで（2013年11月29日設定）
繰上償還
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
■3ヵ月決算型：毎年１・４・７・10月の10日（休業日の場合は翌営業日）
■年1回決算型：毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配
■3ヵ月決算型：年４回の決算時に分配を行います。
■年1回決算型：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。）
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

換金単位
1口以上1口単位
換金価額
換金申込受付日の基準価額
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。

換
金
時

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、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、年1回決算型については
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。

申
込
に
つ
い
て

◎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

購
入
時

ありません。

購入時
手数料

換
金
時

信託財産
留保額

保
有
期
間
中

日々の純資産総額に対して、年率1.1％（税抜
年率1％）をかけた額
※上場投資信託（リート）は市場の需給により価格

形成されるため、上場投資信託の費用は表示して
おりません。

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、ファンドの基準価額に
反映されます。3ヵ月決算型においては、毎決算時または償還時に、年1回決算型に
おいては、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。

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。
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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。

※三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合

購入代金 手数料率
1,000万円未満
1,000万円以上1億円未満

2.2％ （税抜 2％）

1億円以上 1.1％ （税抜 1％）
1.65％ （税抜 1.5％）

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。

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/

三菱UFJ Jリートオープン（3ヵ月決算型）／（年1回決算型）

■スイッチングの場合
ありません。

販売用資料 ｜2020.01

設定・運用は投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

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  

三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関　関東財務局長（登金）第33号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

三菱UFJ Jリートオープン
（3ヵ月決算型）／（年1回決算型）

追 加 型 投 信 ／国 内 ／不 動 産 投 信

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドは、特化型運用を行います。



不動産投資家

Jリート
（不動産投資法人）

投資 購入･運用

分配 賃料･
売却益等

実物不動産への
直接投資

Jリートを通じた
不動産投資

資金 多額の資金が
必要

少額から
投資可能

投資物件
アパート・
マンション
などの住居

住居のほか、
オフィスビルや
商業施設など

物件の保守・
管理 必要 不要

換金性 すぐに売買
できない

いつでも
売買できる

・ 上記は当ファンドの理解を深めていただくため、2019年10月末現在の組入銘柄の所有する物件の一例を紹介したものです。したがって、個別のリートの 推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて将来にわたり上記リートを組み入れることを保証するものではありません。

・ 上記は一般的なイメージ・説明であり、全てを網羅している
わけではありません。

Jリートの仕組み（イメージ図）

実物不動産とJリートの比較

● REITは「Real Estate Investment Trust」の略
で、日本では「JAPAN」のJをつけて「J-REIT」と
呼ばれています。

● 複数の投資家から集めた資金等で、さまざまな
不動産を購入し、そこから生じる賃料や売却益等
を投資家に分配する商品です。

● Jリートは、利益の90％以上を分配すること等で
法人税が免除となるしくみのため、ほとんどの
利益が分配され、高利回りが期待できます。

実物不動産への投資に比べ、少額でさまざまな
物件に投資できます。また、東京証券取引所に
上場しており、株式と同様にいつでも売買が
できることも魅力です。

Jリート（J-REIT）とは？

(出所) 各不動産投資法人のホームページ等のデータを基に三菱UFJ国際投信作成

道頓堀に位置する商業
施設。くいだおれ太郎
がチンドンを奏で呼び
込みをしているのが
おなじみです。たこ焼き
やお好み焼きなど大阪
を代表する飲食店、お
土産店などがあります。

中座くいだおれビル （大阪府）

ラスベガスのモール
開発で著名なデザイ
ナーの代表作である、
日本初の米国型テーマ
パークモール。ショッピ
ングモール、アミューズ
メント施設、ホテルなど
が並ぶ街の中央には、
約180mの運河（キャ
ナル）が流れています。

キャナルシティ博多 （福岡県）商業施設

福岡リート投資法人

星野リゾートグループが運営する「星のや」ブランド
の高級旅館。川のせせらぎに包まれた離れ家を
イメージした分棟型の宿泊施設です。

JR名古屋駅から地下道
で直結している、地上
42階建てのオフィス
ビル。オフィスのほか、
飲食店やクリニック、
結婚式場があります。

星のや軽井沢 （長野県）

名古屋ルーセントタワー （愛知県）
（匿名組合出資持分）

星野リゾート・リート投資法人

MCUBS MidCity投資法人

国内最大級の規模と
最高水準の設備を
備えたオフィスビル。
オフィスのほか、商業
施設・美術館・展望台
などもあり、六本木
ヒルズの中心に位置
するシンボルタワー
です。

みなとみらいを代表する大型複合施設。オフィス
のほか、コンサートホールにホテルなどのエンター
テインメント施設があります。

六本木ヒルズ森タワー （東京都）

クイーンズスクエア横浜 （神奈川県）

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人

渋谷駅前のスクラン
ブル交差点に面し、壁
面の大型ビジョンが
目印のランドマーク
ビルです。

インターナショナル・ブランドであるヒルトン
を冠したホテルとして、洗練されたサービスを
提供する4つ星ホテルです。 

QFRONT （東京都）

ヒルトン東京お台場 （東京都） 

東急リアル・エステート投資法人

ジャパン・ホテル・リート投資法人

Jリートを通じて、

日本全国の物件に

投資してみませんか？

野村不動産マスターファンド投資法人

博 多

オフィス
名古屋

オフィス
横 浜

ホテル
お台場

商業施設
道頓堀

ホテル
軽井沢

オフィス
六本木

商業施設
渋 谷

森ヒルズリート投資法人
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ホテル
8.3%

物流施設
15.9%

住宅
14.5%

商業施設
17.7%

ヘルスケア
1.0%

その他
1.0%

オフィス
41.6%

為替リスクのある先進国リートに比べて利回りは低くなって
いますが、為替リスクのない国内株式・国内債券よりも
利回り水準が高くなっています。

3
Point

2
Point

・ 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P6をご覧ください。

・「総合投資収益」は配当込み指数の、 「価格変動要因」は配当を除いた指数の月次データ
を基に算出しています。「配当要因」は、「総合投資収益」から「価格変動要因」を差し引
いて算出しています。

・ 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。
（出所） Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

（2019年10月末現在）

（2019年10月末現在）

（2019年10月末現在）

配当収入の積み上げ

定期的な賃料収入が収益のもととなるため、Jリートを
保有することで配当収入の積み上げが期待できます。

・ 国内債券は日本の10年国債を、その他の資産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P6をご覧ください。

・ 株式とリートは配当利回り、債券は最終利回りです。
・ 各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるもの

ではありません。
（出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

各資産との利回り比較

用途別  構成比

所在地別  構成比

（出所）各種公表資料を基に三菱UFJ国際投信作成

（ご参考）今後の主な大規模プロジェクト

2020年の東京五輪以降も、大きなイベントやプロジェクト等
が控えており、Jリート領域においても活況が見込まれます。

（出所）不動産証券化協会のデータを基に三菱UFJ国際投信作成

Jリートの市場規模と銘柄数

2001年のJリート市場の開設以来、時価総額・銘柄数とも
成長している市場です。

（％）
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投資リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は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するため、ファンドは
その影響を受け組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準
価額の下落要因となります。

価格変動リスク
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。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ
市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
も高い傾向にあります。

流動性リスク

■ 基準価額の変動要因

【本資料で使用している指数について】
■ Ｊ-ＲＥＩＴ【東証ＲＥＩＴ指数、東証REIT指数（配当込み）】

東証ＲＥＩＴ指数、東証REIT指数（配当込み）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。
■ 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。
各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。

■ 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。

●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。

●投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資
する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。

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

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。

信用リスク

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。

3ヵ月決算型 年1回決算型

・ 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。

・ 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。
・ 参考指数は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。指数についてはP6をご覧ください。
・ 参考指数は、3ヵ月決算型は設定日前営業日を、年1回決算型は設定日を10,000として指数化しています。

３ヵ月決算型
180円180円180円180円120円120円 11,530円
2018/072018/102019/012019/042019/072019/10 設定来累計

年１回決算型
0円0円0円0円0円 0円

2015/10
0円

2014/102016/102017/102018/102019/10 設定来累計

基準価額（分配金再投資）【左目盛】 純資産総額【右目盛】基準価額【左目盛】 参考指数【左目盛】

基準価額および純資産総額の推移、分配金実績（１万口当たり、税引前）

運用実績  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10月31日現在

ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券※(J-REIT)を実質的な
主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
　※不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。
　◯運用は主に三菱UFJ Jリートマザーファンド2004への投資を通じて、わが国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド
　　方式により行います。
　◯不動産投資信託証券の組入比率は高位を基本とします。

●ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、
投資対象に支配的な銘柄（寄与度＊が10％を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、
特化型としています。

●ファンドは、わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（J－REIT）に投資します。わが国の金融商品
取引所に上場している不動産投資信託証券には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への
投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
＊寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数に

おける一発行体あたりの構成比率を指します。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。
　◯定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。
　◯定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。

＜3ヵ月決算型＞
年4回の決算時(1・4・7・10月の各10日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

分配金額は運用実績に応じて変動します。
＜年1回決算型＞
年1回の決算時(10月10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。）

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。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。

ジェイ リート

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。
ファンドのリスクについては、「投資リスク」をご参照ください。

1

3

2

・ 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。
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投資リスク

一般に、不動産投資信託証券の価格は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するため、ファンドは
その影響を受け組入不動産投資信託証券の価格の下落は基準
価額の下落要因となります。

価格変動リスク
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。また、不動産投資信託証券は、株式と比べ
市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
も高い傾向にあります。

流動性リスク

■ 基準価額の変動要因

【本資料で使用している指数について】
■ Ｊ-ＲＥＩＴ【東証ＲＥＩＴ指数、東証REIT指数（配当込み）】

東証ＲＥＩＴ指数、東証REIT指数（配当込み）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。
■ 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。
各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。

■ 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。

●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。

●投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に分散投資
する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。

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

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。

信用リスク

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。

3ヵ月決算型 年1回決算型

・ 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。

・ 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。
・ 参考指数は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。指数についてはP6をご覧ください。
・ 参考指数は、3ヵ月決算型は設定日前営業日を、年1回決算型は設定日を10,000として指数化しています。

３ヵ月決算型
180円180円180円180円120円120円 11,530円
2018/072018/102019/012019/042019/072019/10 設定来累計

年１回決算型
0円0円0円0円0円 0円

2015/10
0円

2014/102016/102017/102018/102019/10 設定来累計

基準価額（分配金再投資）【左目盛】 純資産総額【右目盛】基準価額【左目盛】 参考指数【左目盛】

基準価額および純資産総額の推移、分配金実績（１万口当たり、税引前）

運用実績  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10月31日現在

ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券※(J-REIT)を実質的な
主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
　※不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。
　◯運用は主に三菱UFJ Jリートマザーファンド2004への投資を通じて、わが国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド
　　方式により行います。
　◯不動産投資信託証券の組入比率は高位を基本とします。

●ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、
投資対象に支配的な銘柄（寄与度＊が10％を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、
特化型としています。

●ファンドは、わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（J－REIT）に投資します。わが国の金融商品
取引所に上場している不動産投資信託証券には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への
投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
＊寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数に

おける一発行体あたりの構成比率を指します。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。
　◯定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。
　◯定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。

＜3ヵ月決算型＞
年4回の決算時(1・4・7・10月の各10日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。

分配金額は運用実績に応じて変動します。
＜年1回決算型＞
年1回の決算時(10月10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。）

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。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。

ジェイ リート

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。
ファンドのリスクについては、「投資リスク」をご参照ください。

1

3

2

・ 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。
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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
購入申込受付日の基準価額
※基準価額は１万口当たりで表示されます。

信託期間
■3ヵ月決算型：無期限（2004年6月22日設定）
■年1回決算型：2028年10月10日まで（2013年11月29日設定）
繰上償還
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
■3ヵ月決算型：毎年１・４・７・10月の10日（休業日の場合は翌営業日）
■年1回決算型：毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配
■3ヵ月決算型：年４回の決算時に分配を行います。
■年1回決算型：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。）
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

換金単位
1口以上1口単位
換金価額
換金申込受付日の基準価額
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。

換
金
時

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、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、年1回決算型については
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。

申
込
に
つ
い
て

◎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

購
入
時

ありません。

購入時
手数料

換
金
時

信託財産
留保額

保
有
期
間
中

日々の純資産総額に対して、年率1.1％（税抜
年率1％）をかけた額
※上場投資信託（リート）は市場の需給により価格

形成されるため、上場投資信託の費用は表示して
おりません。

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、ファンドの基準価額に
反映されます。3ヵ月決算型においては、毎決算時または償還時に、年1回決算型に
おいては、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。

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。

251932-PR　FP19-10234

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。

※三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合

購入代金 手数料率
1,000万円未満
1,000万円以上1億円未満

2.2％ （税抜 2％）

1億円以上 1.1％ （税抜 1％）
1.65％ （税抜 1.5％）

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。

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/

三菱UFJ Jリートオープン（3ヵ月決算型）／（年1回決算型）

■スイッチングの場合
ありません。

販売用資料 ｜2020.01

設定・運用は投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

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  

三菱UFJ信託銀行株式会社
登録金融機関　関東財務局長（登金）第33号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

三菱UFJ Jリートオープン
（3ヵ月決算型）／（年1回決算型）

追 加 型 投 信 ／国 内 ／不 動 産 投 信

ご購入の際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドは、特化型運用を行います。


