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サイバーセキュリティ株式オープン
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

足下の運用状況と注目ポイント

平素は、「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し
上げます。本資料では、当ファンドの足下の運用状況、ならびに2019年のサイバーセキュリティ関連業界や当ファ
ンドが注目しているポイントについてご報告いたします。
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ファンド情報提供資料
データ基準日：2019年4月22日

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

※本資料は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシー（以下、アリアンツ）の資料を基に作成しております。

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

・サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）を「為替ヘッジあり」、サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）を「為替ヘッジなし」ということが
あります。また、これらを総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」ということがあります。また、当ファンドが実際の運用を行うサイバーセキュリティ株式マザー
ファンドを「マザーファンド」ということがあります。

過去1年間のマザーファンドと世界情報技術株式の値動き

マザーファンドは、過去1年間世界情報技術株式を上回って推移しています。特に2018年12月末以降の
パフォーマンスが好調となっています。
2019年に入り、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利上げに対して慎重な姿勢を示す発言をしたこと
や、米中の貿易交渉が進展するとの期待感が広がったことなどを背景に、投資家のリスク回避的な姿勢が和らい
だことなどから、世界の株式市場は反発しました。こうした中、市場の関心は再び企業の業績動向に移り、中長期
的に良好な業績が期待できる企業を中心に株価が上昇しています。

過去1年間のマザーファンドと世界情報技術株式＊の推移 （2018年3月30日～2019年4月22日）

2018年12月末から足下の騰落率

＊世界情報技術株式は、ファンドの基準価額の算出基準日に合わせて、現地時間で2018年3月29日～2019年4月19日を記載しております。
・マザーファンド（1万口当たり）では、信託報酬はかかりません。各ファンドの基準価額の推移は後記をご参照ください。・上記の期間で「為替ヘッジあり」は
95.3%から99.3%、「為替ヘッジなし」は99.5%から99.9%の割合でマザーファンドを組入れています。・世界情報技術株式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】をご参照ください。なお、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。・上記の指数は当ファンドやマザーファンドのベンチマークではありません。また、上記の指数は世界情報技術株式の
値動きを説明するために表示しています。
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※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

堅調な業績が続く、サイバーセキュリティ関連企業

マザーファンドが世界情報技術株式を上回って推移した背景には、組入銘柄の好調な業績があります。マザー
ファンドのキャッシュフロー

＊１の伸び率は、世界情報技術株式よりも高くなっています。当ファンドが主要投資対
象とするサイバーセキュリティ関連企業は、設定来でキャッシュフローが堅調に増加する傾向にあり、今後も高い
成長性が期待されることから、株価が堅調に推移していると考えられます。
加えて、組入上位10銘柄の2019年1月から3月に発表された四半期決算では、未発表1銘柄を除いて前年同
期比で売上高が全てプラスの伸びとなっており、企業業績が良好に推移していることが確認されました。
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・組入上位10銘柄とその保有比率は2019年3月末時点です。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・比率は、当ファンドの代表的なファンドの
データとして「為替ヘッジなし」のデータを掲載しています。「為替ヘッジあり」のデータについては、月報をご覧ください。・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入し
ています。

（ご参考）組入上位10銘柄の直近四半期決算における売上高の伸び率と、次回四半期決算の予定

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（2019年4月19日時点）

・ゼットスケーラーの前年同期データは上場前のため、公表されていません。

マザーファンドの
１株あたりキャッシュフローと基準価額の推移

世界情報技術株式＊2の
１株あたりキャッシュフローと株価の推移

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、アリアンツのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

＊１：キャッシュフローは、構成銘柄の1株あたりキャッシュフローを加重平均したものです。
＊2：世界情報技術株式は、ファンドの基準価額の算出基準日に合わせて、現地時間で2017年7月28日～2019年3月28日を記載しております。
・マザーファンドでは、信託報酬はかかりません。各ファンドの基準価額の推移は後記をご参照ください。・世界情報技術株式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】をご参照ください。なお、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。・上記の指数は当ファンドやマザーファンドのベンチマークではありません。また、上記の指数は世界情報技術株式の
値動きを説明するために表示しています。・マザーファンド、世界情報技術株式、1株あたりキャッシュフローは2017年7月31日=100として指数化しています。

（期間：2017年7月末～2019年3月末） （期間：2017年7月末～2019年3月末）

■ 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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次回決算

発表予定日
（年/月/日）

前年同期
（百万米ドル）

今期
（百万米ドル）

前年同期比

1 ゼットスケーラー 9.8% 2019/6/6 - 74.3 -

2 オクタ 8.7% 2019/6/5 77.8 115.5 48.5%

3 サービスナウ 5.6% 2019/4/24 546.4 715.4 30.9%

4 フォーティネット 4.9% 2019/5/2 416.7 507.0 21.7%

5 マイクロソフト 4.3% 2019/4/25 28,918.0 32,471.0 12.3%

6 プルーフポイント 4.3% 2019/4/25 145.4 198.5 36.5%

7 ベリサイン 3.7% 2019/4/26 295.5 307.5 4.1%

8 マイムキャスト 3.6% 2019/5/13 67.3 87.6 30.2%

9 パロアルトネットワークス 3.5% 2019/5/28 542.4 711.2 31.1%

10 セールポイント・テクノロジーズ・ホールディングス 3.3% 2019/5/8 67.8 80.6 18.9%

売上高
銘柄名

保有
比率
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※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

各企業の経営陣、政府関係者も対策を急ぐサイバーセキュリティ

ＣＥＯにとっての脅威トップ３（北米） 政府関係者のＩＴ関連予算の優先順位

（出所）ＰｗＣのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成 （出所）Ｓｔａｔｉｓｔａのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

38%

44%

45%

保護主義

貿易摩擦

サイバー攻撃の脅威

 サイバーセキュリティ関連企業の業績が良好な背

景として、各企業の経営陣や政府関係者がサイ

バー攻撃への対策を強化し始めたことがあげられ

ます。米国企業の 高経営責任者（ＣＥＯ）に対

するアンケート結果によると、多くの企業でサイ

バー攻撃が も脅威であるとの認識が示されまし

た。また、政府関係者へのアンケート調査でも、

2019年はＩＴ関連予算の中でも、情報セキュリティ

への支出を優先的に増やすと回答した割合が

も多くなっています。こうしたことからも、企業の

ＣＥＯや政府関係者にとって、サイバー攻撃への

早急な対策が重要であると考えていることがうか

がえます。

 一方で、国連加盟国でサイバーセキュリティに関

する戦略を発表している国は38％に留まっており、

対策はまだ始まったばかりです。今後、対策が進

むに伴い、サイバーセキュリティ関連企業の業績

拡大が期待されます。

 米国防総省は2019年3月、2020会計年度（19

年10月-20年9月）の予算案を発表しました。総

額7,180億ドルのうちサイバーセキュリティ分野に

は前年度比20％増の96億米ドルの割当てが

要求されています。これはサイバーセキュリティに

対する政府の意識がより高まっていることの表れ

と言えます。

 当ファンドが保有している銘柄では、パースペクタ、

パロアルトネットワークス、フォーティネット、プルー

フポイント、オクタ、ゼットスケーラー、ファイアアイ

などが政府への売上げも多く恩恵を受けやすいと

考えています。

米国防総省のサイバーセキュリティ分野の予算

（出所）Ｔｈｅ Ｗｈｉｔｅ Ｈｏｕｓｅの資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（出所）Ｔｈｅ Ｗｈｉｔｅ Ｈｏｕｓｅの資料、アリアンツのコメント等を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（億米ドル）

20%増

・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、政府のサイバーセキュリティ対策の恩恵を受けやすい企業を紹介したものです。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。
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※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

2019年4月 2019年6月 2019年11月 2019年11月

5-6日 28-29日 16-17日 22-23日

会議 Ｇ7外相会合 Ｇ20首脳会議 ＡＰＥＣ首脳会議 Ｇ20外相会合

開催地 フランス（ディナール） 日本（大阪） チリ 日本（名古屋）

主な議題
（予定含む）

・北朝鮮・中東情勢
・対中ロ政策

・自由貿易の推進
・世界経済の成長を実現する
・ための国際公共財の供給

・デジタル経済

･デジタル社会
・持続可能な成長

･世界経済の安定
・持続的かつ包摂的な成長

時期

■ 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。
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サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

Ｇ７（主要７ヵ国）、サイバー防衛の連携に合意

 2019年4月にフランスで開催されたＧ7外相会合

では、主に北朝鮮・中東情勢や、中国・ロシアに対

する政策について討議がなされました。その中で

安全なサイバー空間を確保するため情報を共有

し、安全保障上の脅威になりうるサイバー攻撃の

防止を目指すことが合意され、会合後の成果文書とし

てこの旨が外相宣言として採択されました。

 これは各国が連携して安全なサイバー空間の

確保に努める方針を表明したものであり、次世代

通信規格である「5G」の通信網構築で、先行する

中国等への警戒が背景のひとつにあると考えられ

ます。

 昨今サイバー攻撃については、その相手方や脅威の

大きさについて、米国が中国、ロシアを名指しで批

判する等、政治的にも緊張感が高まっています。

このような環境下、今回のＧ７で得られた合意は、

本分野の防衛強化に国際的に取り組むことを示し

た力強いメッセージであり、サイバーセキュリティ関

連企業にとって前向きな環境が長く持続すること

にも繋がると考えられます。

 今後、Ｇ20（主要20ヵ国）やアジア太平洋経済

協力会議（ＡＰＥＣ）の開催が予定されていますが、

この場でも同様のテーマが議論される見通しです。

防衛強化に向けたメッセージ等が発信されれば、

サイバーセキュリティ関連企業にとって更なる

成長の追い風になると考えられます。

（出所）外務省のＨＰ、アリアンツのコメントを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

今年の主な国際会議と議題

（出所）外務省のＨＰを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

5/11

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

Morningstar Award “Fund of the Year 2018”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングス
ターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切
の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託
を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2018年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株
式型（グローバル・除く日本） 部門は、2018年12月末において当該部門に属するファンド926本の中から選考されました。

※当該評価は過去の一定期間の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）」が
モーニングスター株式会社の

「Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ Ａｗａｒｄ “Ｆｕｎｄ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ 2018”」
国際株式型（グローバル・除く日本） 部門におきまして

を受賞しました。

今後の運用に関する４つの注目ポイント

（ご参考）組入銘柄の次回決算発表スケジュールの期間別企業数（2019年3月末時点）

（社）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

当ファンドは、引き続き、サイバー攻撃に対
するセキュリティ技術を有し、これを活用した
製品・サービスを提供するテクノロジー関連
の企業への投資を行っていきます。

新技術を展開する企業の新規株式公開
（ＩＰＯ）や 先端技術獲得を狙った合併・買
収（Ｍ＆Ａ）が活発化する中、銘柄選定に当
たっては、セキュリティが脆弱な企業からの
需要増加の恩恵を受ける企業をはじめ、ＩｏＴ
（モノのインターネット）やクラウド・コンピュー
ティングなどの分野でのセキュリティ関連企
業、サイバーセキュリティに関するコンサル
ティングサービスを提供する企業などに注目
しています。

今後、サイバーセキュリティ関連企業の株価は、
米金融政策や米中貿易摩擦問題、イギリスの
欧州連合（ＥＵ）離脱（ＢＲＥＸＩＴ：ブレグジット）な
ど不透明な要因に左右される展開があるとみて
いるため、このような局面では銘柄選定が特に
重要になってくると考えています。

2019年1月から3月に発表された足下の四半
期決算に引き続き、次回も良好な業績が確認
されれば、当ファンドの基準価額の追い風となる
とみられます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4月22日～26日

4月29日～5月3日

5月6日～5月10日

5月13日～5月17日

5月20日～5月24日

5月27日～5月31日

6月3日～6月7日

6月10日以降

・市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

（出所）アリアンツのコメントを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

基準価額と純資産総額の推移 （2017年7月13日（設定日）～2019年4月22日）

為替ヘッジあり

為替ヘッジなし

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

・基準価額（1万口当たり）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・なお、掲載期間内においては、分配金をお支払していません。
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追加型投信／内外／株式

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

■ファンドの目的
日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色
特色１ 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業＊の株式に投資を行います。
・株式等への投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な
利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定します。

・株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。
＊当ファンドにおいては、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をい

います。
※実際の運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドを通じて行います。

特色２ 株式等の運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ユーエス・エルエルシーに運用指図に関する権限を委託します。

特色３ 為替ヘッジの有無により、（為替ヘッジあり）、（為替ヘッジなし）が選択できます。
・（為替ヘッジあり）は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。なお、為替ヘッジが困
難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代替ヘッジを行う場合があります。

・（為替ヘッジなし）は、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

特色４ 年1回の決算時（6月6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。

■ファンドの仕組み
・運用はサイバーセキュリティ株式マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリ
ティ関連企業の株式へ投資するファミリーファンド方式により運用を行います。

・各ファンド間でのスイッチングが可能です。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金
がかかります。
くわしくは販売会社にご確認ください。

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

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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。）
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追加型投信／内外／株式

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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。

■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。

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。

カントリー・
リスク

ファンドは、新興国の株式に投資することがあります。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。

為替変動
リスク

■サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）
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。なお、為替ヘッジが困難な一部の通貨については、当該通貨との相関等を勘案し、他の通貨による代
替ヘッジを行う場合があります。その場合、為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該通貨との為替変動の影響を
受ける可能性があります。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。
■サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
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、為替変動の影響を受けます。

信用
リスク

株式の発行企業の経営、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、株式の価格が下落するこ
と、配当金が減額あるいは支払いが停止されること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。

流動性
リスク

株式を売買しようとする際に、その株式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。

価格変動
リスク

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。

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（サイバーセキュリティ関連企業の株式）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。
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■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

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。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

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。

申込不可日

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

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
の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・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、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、購入の申込みの受付を中止することがあります。

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。

販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
スイッチングを行う場合の購入時手数料は、販売会社が定めています。また、スイッチングにより解約をする場合は、解約金

の利益に対して税金がかかります。

くわしくは販売会社にご確認ください。

信託期間 2022年6月6日まで（2017年7月13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。

決算日 毎年6月6日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年1回の決算時に分配金額を決定します。（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。）

販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、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。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。

追加型投信／内外／株式

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等
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追加型投信／内外／株式

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする 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。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等
や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、
預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資
者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％）（販売会社が定めます）

（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 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

運用管理費用

（信託報酬）
日々の純資産総額に対して、年率1.836％（税抜 年率1.700％）をかけた額

その他の費用・

手数料

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についてもファンドが負担しま

す。

※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。

※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。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。

本資料で使用している指数について

世界情報技術株式： ＭＳＣＩ オールカントリー・ワールド 情報技術 インデックス

ＭＳＣＩ オールカントリー・ワールド 情報技術 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・新興国の株式のうち情報技術セクターに分類され

た銘柄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。
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商号
日本証券業

協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○
株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○
阿波証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第1号 ○
今村証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 ○
岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○
エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○
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 ○ ○ ○
岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○
岡地証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第5号 ○
おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1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 ○ ○
極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第65号 ○ ○
ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○
ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43号 ○
篠山証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第16号 ○
ＧＭＯクリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第77号 ○ ○ ○
静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号 ○
七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○
株式会社ジャパンネット銀行（為替ヘッジなしのみ取
扱）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11号 ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○
ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○
株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○
東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ ○
とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 ○
株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○
株式会社富山第一銀行（5月28日から取扱開始） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第7号 ○
南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○
八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○
ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○
廣田証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第33号 ○
フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○
ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○
松阪証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第19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 ○ ○ ○
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○
水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○
むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○
めぶき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1771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 ○ ○ ○ ○
リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ○

ファンド名称：サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

登録番号等

販売会社情報一覧表

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

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