
ファンド情報提供資料

（2021年11月作成）

●設定・運用は●投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、
上場有価証券等書面のご確認・お申込みは

東証上場・外国株式ETFの3つの謎

～MAXISシリーズ 外国株式ETFのご紹介～

楽天証券 ＥＴＦカンファレンス２０２１



投資信託による投資はリスクを負うものであり、

投資元本を割り込み、損失を被る可能性があります。

投資に関する最終決定はお客さま自身のご判断でお願いします。

ご紹介するファンドやファンドの選び方は、
当社が考えるご提案の一例であり、

すべてのお客さまに当てはまるものではありません。

本編最後の「留意事項」の内容を必ずご覧ください。

＜本映像の作成は＞

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

本映像内で使用しているデータについては、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。
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ご注意事項

・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、
各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を
生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付
書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

・本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目
的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある情報の使
用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

・本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により変化し、実際とは異なること
がございます。また、本資料は将来の結果をお約束するものではなく、お取引をなさる際に実際に用いられる価格または数
値を表すものでもございませんので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

楽天証券株式会社からのご注意事項等
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■国内株式 国内ETF／ETN 上場新株予約権証券（ライツ）
【株式等のお取引にかかるリスク】
株式等は株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託（ETF）は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券（ETN）は連
動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券（REIT）は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは
転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全
額失うことがあります。

【信用取引にかかるリスク】
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価（価格）の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこな
うことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。

【株式等のお取引にかかる費用】
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。

〔超割コース（現物取引）〕 〔超割コース（信用取引）〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。 1回のお取引金額で手数料が決まります。

超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブペー
ジをご参照ください。

取引金額 取引手数料

5万円まで 55円（税込）

10万円まで 99円（税込）

20万円まで 115円（税込）

50万円まで 275円（税込）

100万円まで 535円（税込）

150万円まで 640円（税込）

3,000万円まで 1,013円（税込）

3,000万円超 1,070円（税込）

取引金額 取引手数料
10万円まで 99円（税込）

20万円まで 148円（税込）

50万円まで 198円（税込）

50万円超 385円（税込）

投資にかかる手数料等およびリスク

楽天証券株式会社からのご注意事項等
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〔超割コース 大口優遇（現物取引）〕 〔いちにち定額コース〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。 1日の取引金額合計（現物取引と信用取引合計）で手数料が決まります。

〔超割コース 大口優遇（信用取引）〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。

●カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料（最
大で4,950円（税込））を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
●信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
●信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30％、委託保証金最低維持率（追証ライン）が20％です。委
託保証金の保証金率が20％未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要
があります。

【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】
（貸株サービスのみ）
●リスクについて
貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません
（無担保取引）。
（信用貸株のみ）
●株券等の貸出設定について
信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等（但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く）のうち、一部の銘柄に限定して貸出
すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。
（貸株サービス・信用貸株共通）
●当社の信用リスク
当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡し が、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信
用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として
得られる権利（株主優待、議決権等）は、お客様は取得できません。

取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 110円（税込）
50万円まで 261円（税込）
100万円まで 468円（税込）
150万円まで 559円（税込）

3,000万円まで 886円（税込）
3,000万円超 936円（税込）

1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで 0円
200万円まで 2,200円（税込）
300万円まで

以降、100万円増えるごとに1,100円（税込）
追加。

3,300円（税込）

※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これら
のお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。

楽天証券株式会社からのご注意事項等
投資にかかる手数料等およびリスク
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●投資者保護基金の対象とはなりません
貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。

●手数料等諸費用について
お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。

●配当金等、株主の権利・義務について
（貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式
を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。（但し、信用貸株では貸借期間中の全
部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。）株式分割等コーポレートアクションが
発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なり
ますのでご注意ください。
貸借期間中 に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券か
らお客様へ支払われます。

●株主優待、配当金の情報について
株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変
更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI（Tokyo Market Information；東京証券取引所）
より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業
のホームページ等で内容をご確認ください。

●大量保有報告（短期大量譲渡に伴う変更報告書）の提出について
楽天証券、または楽天証券と共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項）の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書（同法第27条
の25第２項）を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいてい
るときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類（株券消費貸借契約である旨）等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書
に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

●税制について
株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対
象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益
金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。

商号等：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、商品先物取引業者
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、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

投資にかかる手数料等およびリスク
楽天証券株式会社からのご注意事項等



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 6

数値は何を表しているでしょうか？

１２６％２７８％ ６６％

ＭＡＸＩＳナスダック１００
上場投信

ＭＡＸＩＳ米国株式
（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信

ＭＡＸＩＳ全世界株式
（オール・カントリー）上場投信



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 7

答え：純資産総額の増加率

ＭＡＸＩＳナスダック１００
上場投信

（売買代金２位）
ＭＡＸＩＳ米国株式

（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
（売買代金１位） ＭＡＸＩＳ全世界株式

（オール・カントリー）上場投信
（売買代金３位）

１２６％２７８％ ６６％

純資産総額の増加率：2021年3月末～2021年9月末
楽天証券におけるMAXISシリーズの売買代金の集計期間：2021年4月～9月の合計

※売買代金は約定株数×株価の合計額になります。
（売買代金順位の出所）楽天証券におけるMAXISIシリーズの売買代金データを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。
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ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信

8

純資産総額の推移
＜売買代金上位３ファンド＊の純資産総額の推移＞

（期間 2020年1月8日～2021年10月29日）

※上記は、各ファンドの設定日をグラフの始点としております。
（ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信：2020/1/8、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信：2021/2/24）

ＭＡＸＩＳナスダック１００
上場投信
：１０２億円

ＭＡＸＩＳ米国株式
（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信

：１９６億円

ＭＡＸＩＳ全世界株式
（オール・カントリー）上場投信

：１０１億円

＊楽天証券におけるMAXISシリーズの2021年4月～9月の売買代金合計上位3ファンド



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 9

アジェンダ

１. 東証上場・外国株式ＥＴＦの３つの謎
 ＥＴＦ価格とベンチマークの乖離は大きい？

 インデックス投信※とＥＴＦの約定価格の違いは？

分配金は受け取れる？

２. シリーズ 外国株式ＥＴＦのご紹介
ＭＡＸＩＳシリーズとは？

米国株式（Ｓ&Ｐ500・ナスダック100）へ投資できるＥＴＦ

全世界株式へ投資できるＥＴＦ

※本資料で示す「インデックス投信」は、
対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 10

謎～その１～

「なぜＥＴＦの価格は、
インデックス投信と比べて

ベンチマークと大きくズレている？」
※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 11

回答：謎～その１～

ＥＴＦには基準価額と市場価格の
２種類の表示価格があります。
市場価格はベンチマークと

大きく乖離する可能性があります。



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 12

ＥＴＦとインデックス投信の表示価格

非上場の投資信託
(含むインデックス投信)

ＥＴＦ
市場価格：
取引所における売買価格

基準価額：
ファンドの純資産総額を
受益権総口数で割ったもの

基準価額：
ファンドの純資産総額を
受益権総口数で割ったもの（1万口単位）

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

ベンチマーク

13

ＥＴＦとインデックス投信の表示価格

インデックス投信

ＥＴＦ

算出
1日1回

基準価額

基準価額

市場価格

算出
1日1回

=

取引所における
売買価格

=

需給や市況動向により
大きく乖離する可能性あり

連動を
めざす

連動を
めざす

リアルタイムで変動

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 14

基準価額と市場価格の違い（外国株式ファンド）

インデックス
投信

ＥＴＦ

＜価格決定に使用されている資産の価格＞

ベンチマーク
ＥＴＦ

市場終値基準価額

算出方法

組入株式の
評価

円換算時の
為替レート

指数の構成銘柄に
以下を適用

取引所の最終約定価格
ファンドの組入銘柄に

以下を適用

現地における
前日の市場終値

現地における
前日の市場終値

当日の仲値
（日本時間10時）

当日の仲値
（日本時間10時）

大引け付近のレート
（日本時間15時付近）

推定理論価格
（日本時間15時付近）

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。
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市場終値とベンチマークの乖離
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信の市場価格とベンチマークの乖離率

上記は、市場価格（市場終値）とベンチマークの乖離を見る方法の一つとして、両者の日次騰落率の差分を時系列で示しています。

＊上記は一例を示したものであり、全てのファンドに当てはまるものではありません。計測期間や時点によって数値は異なります。

平均：0.007％
標準偏差：0.59％

（出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

（期間：2020年11月2日～2021年10月29日）

計算方法：市場価格（市場終値）の日次騰落率 - ベンチマークの日次騰落率(%)
ベンチマーク：Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）
標準偏差：日次騰落率の差分のちらばり具合を表し、低いほど全体として平均からの乖離が小さい
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基準価額とベンチマークの乖離～ETF～
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信の基準価額とベンチマークの乖離

上記は、基準価額とベンチマークの乖離を見る方法の一つとして、両者の日次騰落率の差分を時系列で示しています。

＊上記は一例を示したものであり、全てのファンドに当てはまるものではありません。計測期間や時点によって数値は異なります。

平均：0.001％
標準偏差：0.04％

計算方法：基準価額の日次騰落率 - ベンチマークの日次騰落率(%)
ベンチマーク：Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）
標準偏差：日次騰落率の差分のちらばり具合を表し、低いほど全体として平均からの乖離が小さい

（期間：2020年11月2日～2021年10月29日）
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基準価額とベンチマークの乖離～インデックス投信～

＊上記は一例を示したものであり、全てのファンドに当てはまるものではありません。計測期間や時点によって数値は異なります。

eMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）の基準価額とベンチマークの乖離
（期間：2020年11月2日～2021年10月29日）

上記は、基準価額とベンチマークの乖離を見る方法の一つとして、両者の日次騰落率の差分を時系列で示しています。

計算方法：基準価額の日次騰落率 - ベンチマークの日次騰落率(%)
ベンチマーク：Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）
標準偏差：日次騰落率の差分のちらばり具合を表し、低いほど全体として平均からの乖離が小さい

平均：0.001％
標準偏差：0.01％
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S&P500インデックス
マザーファンド

18

委託会社(三菱UFJ国際投信)

信
託
銀
行

金融市場

eMAXIS Slim
米国株式

（S&P500）

MAXIS米国株式
（S&P500）

上場投信

販売会社
投資家

投資家の売買価格
＝基準価額

指定参加者 証券会社

証券
取引所

投資家
投資家の売買価格＝市場価格

スキームの違い ～当社米国株式ファンドの事例～

大口投資家
(機関投資家)

指定参加者・大口投資家の
ＥＴＦ受益権取得価格

＝基準価額

インデックス投信もＥＴＦも
同じマザーファンドに投資している

＊上記は、ETFと本資料で定義しているインデックス投信の売買スキームの主な違いを表したものであり、全てを説明したものではありません。
上記は、金銭拠出型ファンドの売買スキームであり、現物拠出型ファンドの場合は異なります。
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謎～その２～

「なぜインデックス投信とＥＴＦで
約定価格が違うのか？」

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。
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回答：謎～その２～

ＥＴＦは市場価格で約定されます
インデックス投信は基準価額で

約定されます。

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 21

約定価格の違い（外国株式に投資する場合）

インデックス投信

ＥＴＦ 市場価格
（取引所の価格）

申込日翌営業日
の基準価額※

※適用基準価額が申込日の翌営業日となる商品の場合です。

約定価格

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。
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約定タイミングの違い（外国株式に投資する場合）

インデックス投信

ＥＴＦ

９時 ９時１５時 １５時

当日 翌営業日

早朝 早朝
東証オープン

発注後
市場価格（取引所価格）で
リアルタイムに約定

９時 ９時１５時 １５時

当日 翌営業日

早朝 早朝
東証オープン

購入・換金の申込 翌営業日の基準価額で約定

※約定スケジュールは商品によって異なります。
※上記の海外市場のクローズ時間は一例であり、実際は市場により異なります。上記は一定の条件での比較イメージであり、すべてを網羅したものではありません。

（海外現地時間前日）
海外市場クローズ

（海外現地時間当日）
海外市場クローズ ここの価格から影響を受ける

市場価格は
ここの価格から影響を受ける
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謎～その３～

「ＥＴＦは分配金が受け取れますか？」
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回答：謎～その３～

配当等収益があれば受け取れます
ＥＴＦは原則、計算期間に計上された

経費控除後の配当等収益が全額分配されます。

＊上記は、全てのファンドに当てはまるものではありません。
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ＥＴＦとインデックス投信の分配金額

インデックス投信

ＥＴＦ 原則、経費控除後の
配当等収益を全額分配

※配当等収益の例：株式配当金、経費の例：信託報酬

分配方針に基づいて分配金を決定
するため、ファンドごとで異なる

＊上記は、全てのファンドに当てはまるものではありません。
＊配当等収益および経費は一例を示したものであり、すべてを網羅したものではありません。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。
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アジェンダ

１. 東証上場・外国株式ＥＴＦの３つの謎
 ＥＴＦ価格とベンチマークの乖離は大きい？

 インデックス投信※とＥＴＦの約定価格の違いは？

分配金は受け取れる？

２. シリーズ 外国株式ＥＴＦのご紹介
ＭＡＸＩＳシリーズとは？

米国株式（Ｓ&Ｐ500・ナスダック100）へ投資できるＥＴＦ

全世界株式へ投資できるＥＴＦ

※本資料で示す「インデックス投信」は、対象インデックスへの連動をめざす非上場の投資信託を指します。
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シリーズの純資産総額は約５兆円

５兆３,４４３億円

（マクシス）とは、

三菱ＵＦＪ国際投信が運用するＥＴＦシリーズのブランドです。
このブランドには、「最高（ＭＡＸ）の品質」と「お客さまの投資
の中心軸（ＡＸＩＳ）」をめざすという思いが込められています。

MAXISシリーズ純資産総額の推移
（期間：2008年9月末～2021年10月末）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

08年9月 10年9月 12年9月 14年9月 16年9月 18年9月 20年9月

（億円）
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MAXIS トピックス上場投信 MAXIS Jリート・コア上場投信

MAXIS 日経225上場投信 MAXIS高利回りJリート上場投信

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

MAXIS JAPAN 設備･人材積極投資企業200上場投信 MAXIS全世界株式(オール･カントリー)上場投信

MAXIS S&P東海上場投信 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)

MAXISトピックス(除く金融)上場投信 MAXISナスダック100上場投信

MAXISカーボン･エフィシェント日本株上場投信 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)

MAXIS Jリート上場投信

28

ＭＡＸＩＳシリーズのラインナップ

（2021年10月末時点）
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を利用して

外国株式への投資を考えてみませんか？

*この他に､有価証券の貸付の指図を行った場合､その品貸料の一部がかかる場合があります。
**投資対象とする投資信託証券（含むＥＴＦ）の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。

外国株式を投資対象とするＥＴＦを７本ご用意しています。
★のついた商品をご紹介します。

有 無

★ 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 0.0858%以内 ●

★ 2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) 0.0858%以内 ●

★ 2631 MAXISナスダック100上場投信 0.22%以内 ●

★ 2632 MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) 0.22%以内 ●

中国 2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 0.798%程度
** ●

先進国(除く日本) 1550 MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 0.165%以内 ●

★ 全世界 2559 MAXIS全世界株式(オール･カントリー)上場投信 0.0858%以内 ●

投資対象国

米国

為替ヘッジ証券
コード

ファンド名 信託報酬率
*

(税込、年率)

（2021年10月末時点）



米国株式へ投資できる

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ500)上場投信
追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ500）上場投信（為替ヘッジあり）
追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信
追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型

ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）
追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型

2558

2630

2631

2632
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米国株式への投資を考える

※ 2016年10月末を100として指数化。上記は指数（配当込）を使用しており、ETFの運用実績を示すものではありません。指数については【本映像で使用してい
る指数について】をご覧ください。

※ TOPIX以外の株価指数は米ドルベースの指数を使用しており、三菱ＵＦＪ国際投信が円換算しています。S&P５００指数・円ヘッジ、ナスダック100指数・円
ヘッジは三菱UFJ国際投信が円ヘッジした数値を使用しています。

Ｓ＆Ｐ５００指数・ナスダック１００指数と
ＴＯＰＩＸ等の過去5年間のパフォーマンス比較

（期間 2016年10月末～2021年10月末）

（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成 31
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ナスダック100指数・円ヘッジ（左軸） ナスダック100指数（左軸）

S&P500指数・円ヘッジ（左軸） S&P500指数（左軸）

TOPIX（左軸） 米ドル円（右軸）

指数名 騰落率（5年）

S&P500指数 151.4%

S&P500指数
・円ヘッジ

116.8%

ナスダック100指数 271.5%

ナスダック100指数
・円ヘッジ

220.5%

TOPIX 60.8%

米ドル円 9.0%
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Ｓ＆Ｐ５００指数とナスダック１００指数

S&P500指数 ナスダック100指数

銘柄数／
算出方法

上位５銘柄

業種別比率

※ 業種別比率はGICSセクター分類（世界産業分類基
準）に基づきます。

※ NASDAQが公表しているデータ・業種分類と一致しな
い場合があります。

５０５銘柄／
時価総額加重

１０２銘柄／
時価総額加重

マイクロソフト、アップル
アルファベット、アマゾン･ドット･コム、

テスラ

マイクロソフト、アップル
アルファベット、アマゾン･ドット･コム、

テスラ

（出所）S&P,Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

27.9%

13.0%

12.8%

11.4%

10.8%

8.0%

5.6%

2.9%

2.6%

2.5%

2.4%

0% 10% 20% 30%

情報技術
ﾍﾙｽｹｱ

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ

金融
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ

資本財･ｻｰﾋﾞｽ
生活必需品

ｴﾈﾙｷﾞｰ
不動産
素材

公益事業

49.0%

18.5%

18.1%

6.1%

4.7%

2.7%

0.9%

0% 25% 50%

情報技術

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ

一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ

ﾍﾙｽｹｱ

生活必需品

資本財･ｻｰﾋﾞｽ

公益事業

（2021年10月末時点）
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米国株式へ投資が可能！

*信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額です。
①日々の純資産総額に対して、年率0.0858％（税抜年率0.078％）以
内をかけた額
②有価証券の貸付の指図を行った場合､ファンドの品貸料およびマザーファンド
の品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％（税抜50%)以内の額

*信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額です。
①日々の純資産総額に対して、年率0.22％（税抜年率0.20％）以内を
かけた額
②有価証券の貸付の指図を行った場合､ファンドの品貸料およびマザーファンド
の品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％（税抜50%)以内の額

※信託報酬の他にその他の費用・手数料がかかります。詳しくは、後記の「ファンドの費用」をご確認ください。

信託報酬率* 年率0.0858％
（税抜 年率0.078％）以内

信託報酬率* 年率0.22％
（税抜 年率0.20％）以内

米国株式を投資対象とするＥＴＦを４本ご用意しています。

ＭＡＸＩＳ米国株式
（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信

ＭＡＸＩＳ米国株式
（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
（為替ヘッジあり）

2558

2630

2631

2632

ＭＡＸＩＳナスダック１００
上場投信

ＭＡＸＩＳナスダック１００
上場投信
（為替ヘッジあり）
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「為替ヘッジあり」も活用可能

為替ヘッジの有無による投資成果のイメージ

為替プラス
リターン

海外資産
プラス

リターン

海外資産
マイナス
リターン

投資成果
の変動幅

為替マイナス
リターン

＜円安局面＞ ＜円高局面＞

為替ヘッジしない場合 為替ヘッジする場合

＋＝
投資成果 海外資産

リターン
（外貨建）

為替
リターン（円建）

資産そのものの値動きに加え、為替の変動も考慮しなく
てはいけません。為替が円高/円安に動いた場合、得ら
れる損益（リターン）が変わるため、全体の期待リターン
（投資成果）の変動幅が大きくなります。

－＋＝
投資成果 海外資産

リターン
（外貨建）

為替
リターン（円建）

為替
ヘッジ
コスト

海外資産
プラス

リターン

海外資産
マイナス
リターン

投資成果
の変動幅

＜円安局面＞ ＜円高局面＞

為替の変動の影響が低減され、為替ヘッジなし
の場合と比べ、安定したリターンが期待できます。

ポイント①

外貨建資産へ投資する場合、投資成
果は以下が影響します。

資産そのものの損益（外貨建）
為替による損益（外貨建⇒円建）

為替による損益をできるだけ抑え
るために、「為替ヘッジ」をつけること
で低減をはかります。

為替変動リスクを低減

※上記はイメージです。 ※例えば、為替ヘッジを行う為替予約取引市場で外貨売り円買い需要が高まった場合、金利差相当分を大きく上回るヘッジコストが必要となることもあります。
※上記は、為替ヘッジの概要をご説明したものであり、すべてを網羅したものではありません。
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「為替ヘッジあり」も活用可能

ポイント②

「円金利」が「ヘッジ対象通
貨の金利」より低い場合、
短期金利差に基づく為替
ヘッジコストがかかります。

為替ヘッジコストを考慮

※為替ヘッジコストは、通貨に対する需給に
よっても影響を受けます。
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。

※上記はイメージです。
※例えば、為替ヘッジを行う為替予約取引市場で外貨売り円買い需要が高まった場合、金利差相当分を大きく上回るヘッジコストが必要となることもあります。
※上記は、為替ヘッジの概要をご説明したものであり、すべてを網羅したものではありません。

為替ヘッジする場合でも
為替ヘッジコストの違いにより投資成果が変化します

為替ヘッジコストが高い場合 為替ヘッジコストが低い場合

為替ヘッジコストが低い場合、「資産そのもののリターン」
により近い投資成果の享受が期待できます。

資産そのものの
リターン

為替
ヘッジコスト考慮後

為替
ヘッジ
コスト

為替ヘッジ後
投資成果
（円建）

海外資産
リターン
（外貨建）

資産そのものの
リターン

為替
ヘッジコスト考慮後

為替ヘッジ後
投資成果
（円建）

海外資産
リターン
（外貨建）

為替ヘッジコスト



全世界株式へ投資できる

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
追加型投信／海外／株式／ＥＴＦ／インデックス型

2559



【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。 37

全世界株式への投資を考える

※ 2016年10月末を100として指数化。上記は指数（配当込）を使用しています。指数については【本映像で使用している指数について】をご覧ください。
※ 米国株式、先進国株式（除く日本）、全世界株式、中国株式は米ドルベースの指数、英国株式は英国ポンドベースの指数を使用しており、三菱ＵＦＪ

国際投信が円換算しています。

各国主要株価指数・先進国株式（除く日本）・
全世界株式の過去5年間のパフォーマンス比較

（期間 2016年10月末～2021年10月末）

（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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2016年10月 2017年10月 2018年10月 2019年10月 2020年10月 2021年10月

米国株式(S＆P500指数） 先進国株式（除く日本）

中国株式 国内株式（TOPIX)

英国株式 全世界株式

指数名 騰落率（5年）

全世界株式 116.0%

米国株式
(S＆P500指数）

151.4%

先進国株式
（除く日本）

129.1%

 中国株式 76.9%

英国株式 53.5%

国内株式
（TOPIX)

60.8%
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全世界株式(オール･カントリー)指数

銘柄数／
算出方法

上位５銘柄

国別比率

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス

2975銘柄／時価総額加重

アップル、マイクロソフト、アマゾン･ドット･コム
テスラ、アルファベット

構成国数：50ヵ国

（出所）MSCIのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（2021年10月末時点）
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全世界株式へ投資が可能！

信託報酬率* 年率0.0858％
（税抜 年率0.078％）以内

ＭＡＸＩＳ全世界株式
（オール・カントリー）上場投信

*信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額です。
①日々の純資産総額に対して、年率0.0858％（税抜年率0.078％）以内をかけた額
②有価証券の貸付の指図を行った場合､ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうち
ファンドに属するとみなした額の55％（税抜50%)以内の額

※MAXIS全世界株式（オール・カントリー）上場投信は、投資対象に日本も含みます。

2559

全世界株式を投資対象とするＥＴＦをご用意しています。

※信託報酬の他にその他の費用・手数料がかかります。詳しくは、後記の「ファンドの費用」をご確認ください。



ご清聴ありがとうございました

投信オンエア 検索

運用会社独自の情報をタイムリーかつコンパクトにサクッとお届け！
資産運用や積立投資等の魅力を直接お客さまにお届けする
『三菱ＵＦＪ国際投信 ＯＮ ＡＩＲ（投信オンエア）』

三菱ＵＦＪ国際投信のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルも是非ご覧ください！



投資リスク

■その他の留意点

■リスクの管理体制

 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、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
 ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。

このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
 コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じ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。

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。

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。

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。

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。また、ファンドの市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けま
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、基準価額等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等の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

■基準価額・市場価格の変動要因（以下、両者を合わせて「基準価額等」と言う場合があります。）

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。

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 《2558》
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 《2631》
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投資リスク

■その他の留意点

■リスクの管理体制

 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、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
 ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。

このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
 コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じ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。

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。

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。

為替変動リスク

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。また、ファンドの市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けま
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、基準価額等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等の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

■基準価額・市場価格の変動要因（以下、両者を合わせて「基準価額等」と言う場合があります。）

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。

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

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。

ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信（為替ヘッジあり） 《2630》
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり）《2632》
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投資リスク

■その他の留意点

■リスクの管理体制

 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、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
 ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。

このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
 コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じ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。

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。

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。

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。

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。また、ファンドの市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けま
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、基準価額等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等の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

■基準価額・市場価格の変動要因（以下、両者を合わせて「基準価額等」と言う場合があります。）

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。

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・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくな
る可能性があります。

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 《2559》
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○ＭＡＸＩＳ 日経225上場投信／ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス400上場投信／ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信／ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信／ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場

投信／ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信／ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業200上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信／ＭＡＸＩＳカーボン･エ

フィシェント日本株上場投信：主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。

○ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信／ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信／ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信(為替ヘッジあり）／ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信／ＭＡＸＩＳナスダック１００

上場投信(為替ヘッジあり） ：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。

○ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信：主な変動要因は、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、株価指数先物に関するリスク、株価指数オプションに関するリスク、株式の

「買付け」と株価指数先物の「売建て」（株価指数オプション取引（コールの売りおよびプットの買い）を含む）を組み合わせることによるリスクです。

○ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海180Ａ株）上場投信：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、中国に関するリスクです｡

○MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信：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、カントリー・リスクです｡

ＭＡＸＩＳシリーズ -投資リスク・ファンドの費用–

お客さまが直接的に負担する費用

＜取得(購入)申込･交換（買取り）(換金)請求されるお客さま＞

取得（購入）

時手数料

販売会社が定める額
(取得（購入）される販売会社により異なります｡くわしくは､販売会社にご確認ください｡)

信託財産

留保額

ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信／ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信以外：ありません。
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信／ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信：換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額。

交換(買取り)

（換金）時
手数料

販売会社が定める額
(交換(買取り)（換金）される販売会社により異なります｡くわしくは､販売会社にご確認ください｡)

＜取引所を通してお取引されるお客さま＞

売買委託

手数料

取引所を通してお取引される場合、取扱い第一種金融商品取引業者（証券会社）が独自に定める売買委託手数料がかかり、約定金額とは別にご負担いただきます。
（取扱会社ごとに手数料が異なりますので、その上限額を表示することができません。）

■投資リスク

■ファンドの費用

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

基準価額・市場価格の変動要因：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、リート市場の相場変動による組入リートの価格変動、為替相場の変動、株式市場の相場変動等による株価指数先

物の価格変動、株式市場の相場変更等による株価指数オプションの価格変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・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。さ

らに、市場価格は基準価額の変動以外に市場要因等の影響を受けます。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、基準価額等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、カントリー･リスク､価格指数先物に関するリスク、株価指数オプションに関するリスク、株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」（株価

指数オプション取引（コールの売りおよびプットの買い）を含む）を組み合わせることによるリスク、中国に関するリスクです。

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。

(2021年10月末現在）
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投資リスク・ファンドの費用 –MAXISシリーズ-

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

運用管理費用(信託報酬)の総額は､以下により計算される①と②の合計額とします｡なお､①と②の合計額が純資産総額に対して､年率0.275％(税抜 年率0.25％)以内をかけた額とします｡
○ＭＡＸＩＳ 日経225上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率0.187％(税抜 年率0.17％)以内をかけた額②有価証券の貸付の指図を行った場合､その品貸料の55％(税抜 50％)以内

の額
○ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経インデックス400上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率0.0858％(税抜 年率0.078％)以内をかけた額②有価証券の貸付の指図を

行った場合､その品貸料の55％(税抜 50％)以内の額

運用管理費用(信託報酬)の総額は､以下により計算される①と②の合計額とします｡
○ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率0.1188％(税抜 年率0.108%)以内をかけた額②有価証券の貸付の指図を行った場合､その品貸料の55％(税抜

50％)以内の額
○ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信／ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信／ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信：①日々の純資産総額に対して、年率0.275％（税抜 年率0.25％）以内をかけた額②有価証券

の貸付の指図を行った場合、その品貸料の55％（税抜 50％）以内の額 ※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。
○ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率0.55％(税抜 年率0.5%)以内をかけた額②有価証券の貸付の指図を行っ

た場合､その品貸料の55％(税抜 50％)以内の額
○ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備･人材積極投資企業200上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率0.242％(税抜 年率0.22%)以内をかけた額②有価証券の貸付の指図を行った場合､その品

貸料の55％(税抜 50％)以内の額
○ＭＡＸＩＳ米国株式(S&P500)上場投信／ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ500）上場投信（為替ヘッジあり）／ＭＡＸＩＳ全世界株式(オール･カントリー)上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率
0.0858％(税抜 年率0.078%)以内をかけた額 ②有価証券の貸付の指図を行った場合､ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％(税抜 50％)
以内の額
○ＭＡＸＩＳカーボン･エフィシェント日本株上場投信：①日々の純資産総額に対して､年率0.1375％(税抜 年率0.125%)以内をかけた額 ②有価証券の貸付の指図を行った場合､その品貸料の
55％(税抜 50％)以内の額
○ＭＡＸＩＳナスダック１00上場投信／ＭＡＸＩＳナスダック１00上場投信（為替ヘッジあり）：①日々の純資産総額に対して､年率0.22％(税抜 年率0.20%)以内をかけた額②有価証券の貸付の指
図を行った場合､ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の55％(税抜 50％)以内の額

○ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信：日々の純資産総額に対して､年率0.440％(税抜 年率0.400％)以内をかけた額
○ＭＡＸＩＳ 海外株式(ＭＳＣＩコクサイ)上場投信：日々の純資産総額に対して、年率0.165％(税抜 年率0.15％)以内をかけた額
○ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海180Ａ株）上場投信：■ファンド：純資産総額に対して年率0.198％(税抜 年率0.18％)以内をかけた額､■投資対象とするＥＴＦ：年率0.6％、■実質的な負

担：年率0.798％程度(税抜 年率0.78％程度) 
※実質的な負担は、投資対象とする投資信託証券（ETFを含む）の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です｡
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投資リスク・ファンドの費用 –MAXISシリーズ-

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

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
○投資対象とするＥＴＦにおける諸費用および税金等（ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海180Ａ株）上場投信）
◯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
◯マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額（ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信／ＭＡＸＩＳ全世界株式(オール・カントリー)上場投信)
◯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｡上記のほか､以下の費用･手数料についても
ファンドが負担します｡

◯受益権の上場に係る費用（新規上場料（新規上場時の純資産総額に対して0.00825％（税抜 0.0075％））、その他新規上場に係る費用（55万円（税抜 50万円）））：（Ｍ
ＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ500）上場投信（為替ヘッジあり）／ＭＡＸＩＳナスダック１00上場投信／ＭＡＸＩＳナスダック１00上場投信（為替ヘッジあり））

◯受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額に対して0.00825％(税抜 0.0075％))､年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825％(税抜
0.0075％)))

◯対象指数についての商標(これに類する商標を含みます｡)の使用料(信託財産の純資産総額に以下の料率をかけた額｡）

ＭＡＸＩＳ 日経225上場投信：年率0.0275％(税抜 年率0.025%)､ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信／ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信／ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信：年率
0.033％(税抜 年率0.03%)(上限)､ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経インデックス400上場投信：年率0.044％(税抜 年率0.04%)(上限)､ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信／ＭＡＸＩＳ高利回りＪ
リート上場投信／ＭＡＸＩＳ 海外株式(ＭＳＣＩコクサイ)上場投信／ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信／ＭＡＸＩＳ全世界株式(オール･カントリー)上場投
信：年率0.055％(税抜 年率0.05%)(上限)､ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備･人材積極投資企業200上場投信／ＭＡＸＩＳ米国株式(S&P500)上場投
信／ＭＡＸＩＳ米国株式(S&P500)上場投信（為替ヘッジあり）：年率0.05％(上限)､ＭＡＸＩＳナスダック１00上場投信／ＭＡＸＩＳナスダック１00上場投信（為替ヘッジあり）：年率
0.08％(上限)､ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信：年率0.066％(税抜 年率0.06%)(上限)、ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海180Ａ株）上場投信：年率0.002％（上
限）、ＭＡＸＩＳカーボン･エフィシェント日本株上場投信：年率0.015％(上限)

※運用管理費用(信託報酬)､監査費用､受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標の使用料は､日々計上され､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
にファンドから支払われます｡※ファンドの費用については、取得・約定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。
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投資リスク・ファンドの費用 –MAXISシリーズ-

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

＜取得申込されるお客さま＞
(ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信／ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信／ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材
積極投資企業２００上場投信（愛称：前向き日本） ／ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信／ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信／ＭＡＸＩＳカーボン･エフィシェント日本株上場投信)
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(発行会社等)である場合には､取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘
柄時価総額に相当する金額については､金銭をもって取得申込みを行うものとします｡この場合､当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として
委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります。※配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について金銭をもって取得申込みを行う場合､配当落ち銘柄等の株
式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額をご負担いただくことがあります｡
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ｅＭＡＸＩＳシリーズのラインナップ （2021年10月末現在）

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 

ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ゴールキーパー） 

ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ディフェンダー） 

ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ミッドフィルダー）

ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ フォワード）

ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイ ストライカー） 

ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s

ｅＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００インデックス ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s 

ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス （為替ヘッジあり） ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s 

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス 
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ｅＭＡＸＩＳシリーズのラインナップ （2021年10月末現在）

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学 

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ 

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン 

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック 

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック 

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 電気自動車 
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 



リスクとお客さまにご負担いただく費用について
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）のリスク

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
等の経営・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。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）に係る費用について

購入時 購入時手数料 ありません。

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0.0968％（税抜 年率0.0880％）以内をかけた額

その他の費用・手数料
監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用、信託事務にかかる諸費用等

※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。

換金時 信託財産留保額 ありません。

※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。

＜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。また、ファンドはつみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制
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。

投資リスク・ファンドの費用 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
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ｅＭＡＸＩＳシリーズ -投資リスク・ファンドの費用–

【ｅＭＡＸＩＳシリーズのリスク】

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

■基準価額の変動要因

基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動、需給や為替、金利の変化等によるコモディティの価格変動、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等の経営・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、カントリー・リスク、特定のテーマに沿った銘柄に投資するリスクです。

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。

購入時 購入時手数料 ありません。

保有期間中

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドにより定められた一定率（年率0.0968％（税抜 年率0.088％）以内～年率0.9％程度（税抜 年率0.86％程度））を日々の純資産総額にかけた額*1
※上場投資信託（リート）に投資する投資信託の場合は上場投資信託の費用がかかりますが、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、当該
費用は表示しておりません。

その他の費用・
手数料

監査費用、有価証券等の売買委託手数料、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等
※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。

換金時 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額または換金申込受付日の翌営業日の基準価額に上限0.3％をかけた額をご負担いただくファンドがあります。

【ｅＭＡＸＩＳシリーズに係る費用について】

ｅＭＡＸＩＳシリーズのリスクとお客さまにご負担いただく費用について

*1 料率にはマザーファンドの投資対象とするETFの信託（管理）報酬率を含みます。
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。

＜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。
また、一部のファンドはつみたてNISA（非課税累積投資契約に係る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。

《ご注意》
上記のリスクや費用項目につきましては、ｅＭＡＸＩＳシリーズを構成する投資信託*2を想定しております。
費用の料率につきましては、ｅＭＡＸＩＳシリーズを構成する投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率（最小の料率を併記する場合があります）を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）でご確認の上、慎重にお選びください。
*2 ｅＭＡＸＩＳ、ｅＭＡＸＩＳプラス、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ、ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏを構成する投資信託
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本映像で使用している指数について

国内株式（ＴＯＰＩＸ）：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、日本の株式市場を広範に網羅する時価総額加重方式の株価指数で、東京証券取引所が算出しています。

米国株式（Ｓ&Ｐ500指数）：Ｓ&Ｐ500株価指数

Ｓ＆Ｐ500株価指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。

ナスダック100指数

ナスダック１００指数とは、米国のナスダック市場に上場している金融を除く銘柄のうち、流動性が高く時価総額の大きい約100社の株式で構成され、時価総額加重平均に

よって算出される株価指数です。

全世界株式：ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。

先進国株式(除く日本）：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。

中国株式：ＭＳＣＩ 中国インデックス

MSCI 中国インデックスとは、MSCI Inc.が開発した中国の株価指数です。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。

英国株式：ＦＴＳＥ１００指数

FTSE１００指数とは、ロンドン証券取引所上場銘柄のうち時価総額がもっとも大きい100銘柄を対象とした時価総額加重平均指数です。

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。

本資料中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等
の正確性、完全性を保証するものではありません。各指数等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）を合わせてご確認ください。
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 本映像は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。販売会社において、取得(購
入)申込・交換(換金)請求される際は、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。なお、取引所を通
してお取引される際は、各証券会社が交付する上場有価証券等書面の内容を必ずご確
認のうえ、ご自身でご判断ください。

 本映像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。

 本映像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。

 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は指定証券会社（販売会社）まで。指定証券
会社は右記のＭＡＸＩＳ専用サイトにてご確認ください。https://maxis.mukam.jp/

本映像に関するご留意事項

【本映像に関するご留意事項】の内容を必ずご覧ください。
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