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※ 上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500） 純資産総額の推移

（期間：2018年7月3日～2020年5月28日）

1,021億円

（2020年5月28日時点）
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つみたて投資を含めて資金流入好調！

2018年7月3日に運用を開始したｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500）は、多くの投資家のみなさま

にご愛顧いただき、2020年5月28日、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズで初となる、純資産総額1,000億円

を突破いたしました。

2020年2月以降、新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けマーケットが大きく変動した中でも、

つみたて投資等を含めて設定額は順調に増え、2020年3月の純設定額は202億円と過去 高を

記録しました。

※ 上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500） 純設定額と純資産総額の推移

（期間：2018年7月3日～2020年5月28日）

*

*2020年5月の月間累計純設定額は5月1日～5月28日まで、純資産総額は5月28日時点。



3情報提供資料 | 本資料の「留意事項」の内容を必ずご覧ください。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500）

S&P500指数（配当込み、円換算ベース）の

値動きに連動する投資成果をめざします
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S&P500指数とは ①

銘柄 業種

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐ 情報技術

Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ. 情報技術

Ａｍａｚｏｎ.Ｃｏｍ Ｉｎｃ 一般消費財

Ｆａｃｅｂｏｏｋ Ｉｎｃ Ａ 通信サービス

Ａｌｐｈａｂｅｔ Ｉｎｃ Ａ 通信サービス

Ａｌｐｈａｂｅｔ Ｉｎｃ Ｃ 通信サービス

Ｊｏｈｎｓｏｎ & Ｊｏｈｎｓｏｎ ヘルスケア

Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ Ｂ 金融

Ｖｉｓａ Ｉｎｃ Ａ 情報技術

ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ Ｃｈａｓｅ & Ｃｏ 金融

S&P500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。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引

所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

構成上位10銘柄 業種別比率

（2020年4月30日現在） （2020年4月30日現在）

（出所）S&P Dow Jones Indices LLCのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

※ 上記は指数（配当込）を使用しています。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。
※ 業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類しています。
※ 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。
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S&P500指数とは ②

S&P500指数（円換算ベース）と日経平均株価のパフォーマンス比較

（期間：1982年11月末～2020年4月末）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

日経平均株価

345

S&P500指数

1169
※1982年11月末＝100

※ 上記は指数（配当込）を使用しています。なお、2002年1月までは配当を加味しない指数を使用しています。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。
※ S&P500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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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ とは？



7情報提供資料 | 本資料の「留意事項」の内容を必ずご覧ください。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズ 信託報酬率の引き下げ実績 （イメージ図） （年率）

（*）対象範囲：公募投資信託（ETFおよび企業型確定拠出年金のみで取扱いのファンドを除く）をFundmarkの分類を参考に三菱ＵＦＪ国際投信が公開情報をもとに集計。他社類似ファンドの信託報酬率が当ファンドを下回る場合、
当ファンドの信託報酬率を引き下げ、業界 低水準にすることを目指しますが、これを実現することを保証するものではありません。また、業界 低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。

※税込、上限記載

業界最低水準＊の運用コストをめざし続けます
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米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

先進国株式インデックス

バランス（８資産均等型）

全世界株式（オール・カントリー）

新興国株式インデックス

全世界株式（除く日本）

国内株式（ＴＯＰＩＸ）

先進国債券インデックス

国内債券インデックス

国内株式（日経平均）

国内リートインデックス

先進国リートインデックス

全世界株式（３地域均等型）

（*）2017年2月27日はｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズの当初4ファンドの設定日です。
※ 表示桁未満は四捨五入していますので、各ファンドの純資産総額の合計とシリーズの合計額が合わない場合があります。
※ 上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズ 純資産総額の推移

1,021億円

987億円

515億円

287億円

264億円

189億円

183億円

97億円

86億円

53億円

18億円

17億円

17億円

（期間：2017年2月27日*～2020年5月28日）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズ 純資産総額拡大中！

合計

3,736億円

（2020年5月28日時点）
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信託報酬率0.088%/年 信託報酬率1.000%/年

※ 10,000円で運用をスタートし、信託報酬控除前の運用利回りを年率3％と仮定して計算しています（複利計算）。
※ 上記は、信託報酬率の大小が長期的なパフォーマンスに与える影響を示すためのシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・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。

運用利回りが同じファンドに投資した場合、信託報酬率が低い（コストを抑えた）ファンドのほうが、

パフォーマンスは優位になります。

信託報酬の差がパフォーマンスに与える影響（イメージ図）

信託報酬率の差で生じた
リターンの差

29.0％

（運用年数）

長期の資産形成において、コスト目線は大切！
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“受益者還元型”信託報酬率とは、一定の純資産残高を超過した部分の信託報酬率を段階的に

引き下げるもので、全ての受益者に適用されます。

（*）純資産残高に応じて適用される信託報酬率をそれぞれ該当する純資産残高で加重平均して算出した料率です。
※ 上記は、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500）の料率を例にしたイメージです。

純資産残高に応じた実質的な信託報酬率*のイメージ

● 信託報酬率（税込・年率）

純資産残高 500億円未満の部分 500億円以上1,000億円未満の部分 1,000億円以上の部分

信託報酬率 0.09680％ 0.09625％ 0.09570％

実質信託報酬率
（税込・年率）

“受益者還元型”信託報酬率を採用しています
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国内株式（ＴＯＰＩＸ） 先進国株式インデックス 新興国株式インデックス

国内株式（日経平均） 米国株式（S&P500）

全世界株式（除く日本）

全世界株式（オール・カントリー）

全世界株式（3地域均等型）

国内債券インデックス 先進国債券インデックス

国内リートインデックス 先進国リートインデックス

バランス（8資産均等型）

信託報酬率0.154％
（税抜 年率0.140％）以内

信託報酬率0.1023％
（税抜 年率0.0930％）以内

信託報酬率0.2079％
（税抜 年率0.189％）以内

信託報酬率0.154％
（税抜 年率0.140％）以内

信託報酬率0.0968％
（税抜 年率0.0880％）以内

信託報酬率0.1144％
（税抜 年率0.1040％）以内

信託報酬率0.1144％
（税抜 年率0.1040％）以内

信託報酬率0.1144％
（税抜 年率0.1040％）以内

信託報酬率0.132％
（税抜 年率0.120％）以内

信託報酬率0.154％
（税抜 年率0.140％）以内

信託報酬率0.187％
（税抜 年率0.17％）以内

信託報酬率0.22％
（税抜 年率0.2％）以内

信託報酬率0.154％
（税抜 年率0.140％）以内

国内 先進国（除く日本） 新興国
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※ は、つみたてＮＩＳＡ適格ファンドです。 は、マネックス証券でのｉＤｅＣｏで運用できるファンドです。

つみたてＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ ｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏ ｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏ

ｉＤｅＣｏ

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ のラインナップと信託報酬率（年率）
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ が７本受賞！（20ファンド中）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

２位

３位

５位

１３位

１８位

２０位

※ 「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019」は、投信ブロガーの投票を運営委員会が集計したランキングです（投票者数：221名）。投票期間：2019年11月1日～11月30日。
投票対象：2019年10月31日までに設定された投資信託（ETF含む）。海外籍ETFについては、日本の証券会社を通じて買付可能なもの。

※ 将来の運用成果等を保証したものではありません。

投信ブロガーの皆様からもご支持いただいています
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つみたてシミュレーション

シミュレーションは、10年間および20年間つみたて投資をした場合のイメージをつかんでいただくために指数を用いて作成したものです。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズの投資成果ではなく、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、あくまで一期間の試算であり、10年間および20年間のつみたて投資の結果がプラスになることを保証するものではありません。
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※ 上記は指数（配当込）を使用しています。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。
※ 上記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。
※ 上記は毎月末1万円をつみたて投資（ 終月末を除く）したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・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。

米国株式（S&P500）に毎月1万円を10年間つみたてた場合のシミュレーション

（期間：2010年4月30日～2020年4月30日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資元本

120万円

つみたて投資

234万円

つみたてシミュレーション 毎月 10年
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※ 上記は指数（配当込）を使用しています。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。
※ 上記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。
※ 上記は毎月末1万円をつみたて投資（ 終月末を除く）したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・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。

米国株式（S&P500）に毎月1万円を20年間つみたてた場合のシミュレーション

（期間：2000年4月28日～2020年4月30日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資元本

240万円

つみたて投資

601万円

つみたてシミュレーション 毎月 20年
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※ 上記は指数（配当込）を使用しています。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。
※ 上記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。
※ 上記は毎日500円をつみたて投資（ 終日を除く）したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 毎日とは、国内の非営業日を除く毎日をいいます。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・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。

米国株式（S&P500）に毎日500円を20年間つみたてた場合のシミュレーション

（期間：2000年4月28日～2020年4月30日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資元本

245.2万円

つみたて投資

614.2万円

つみたてシミュレーション 毎日 20年
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※ 上記は指数（配当込）を使用しています。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。
※ 上記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。
※ 上記は毎月末1万円（2008年10月末以降は2万円）をつみたて投資（ 終月末を除く）したと仮定して試算しています。表示桁未満は四捨五入して表示しています。
※ 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・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。

米国株式（S&P500）に毎月1万円、2008年10月以降は毎月2万円を
20年間つみたてた場合のシミュレーション

（期間：2000年4月28日～2020年4月30日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

投資元本

378万円

つみたて投資

909万円

つみたてシミュレーション 途中
増額

毎月 20年

2008年10月
2万円に増額
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍのリスク
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、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)

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0.22％（税抜 年率0.2％）以内）を日々の純資産総額
にかけた額

※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 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、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 Ｓｌｉｍを構成する投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ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 高の料率（ 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。

本資料はｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍをご紹介するために概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目論見書）をご確認
いただく必要があります。

リスクとお客さまにご負担いただく費用について

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
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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）

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。

本資料はｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（S&P500）をご紹介するために概略を記載したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモなどについては投資信託説明書（交付目
論見書）をご確認いただく必要があります。
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留意事項

■ 本資料で使用している指数について

■ 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情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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。

 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。

S&P500指数®

S&P500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。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニュー
ヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。

日経平均株価（日経225）
日経平均株価（日経225）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、増資・
権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。
同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責任を負い
ません。

GICS(世界産業分類基準)について
Global Industry Classification Standard(“GICS”)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor‘s)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属し
ます。
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