2019 年 8 月 9 日
受益者のみなさま
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）」
約款変更のお知らせ
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）」につきまして、信託報酬
率を引き下げる約款変更を行いましたので、お知らせ申し上げます。
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧の程、
よろしくお願い申し上げます。
本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。
敬具
記
1．約款変更日
2019年8月9日
2. 変更内容（信託報酬率（年率）の変更）
変更後

日々の純資産総額に対して、年率 0.1296％（税抜 年率 0.120％）以内をかけた額

変更前

日々の純資産総額に対して、年率 0.15336％（税抜 年率 0.142％）以内をかけた額
信託報酬率（税抜）

ファンドの純資産総額に応じて

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

合計

委託会社

販売会社

受託会社

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更なし

0.120%

0.142%

0.050%

0.061%

0.050%

0.061%

0.02%

0.115%

0.137%

0.045%

0.056%

0.050%

0.061%

0.02%

0.110%

0.132%

0.040%

0.051%

0.050%

0.061%

0.02%

<約款の新旧対照表>（信託報酬等）
変更後（新）
（信託報酬等）
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、
第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じ
て得た額とします。
500億円未満の部分
年10,000分の12
500億円以上1,000億円未満の部分
年10,000分の11.5
1,000億円以上の部分 年10,000分の11
②～③（略）

変更前（旧）
（信託報酬等）
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、
第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じ
て得た額とします。
500億円未満の部分
年10,000分の14.2
500億円以上1,000億円未満の部分
年10,000分の13.7
1,000億円以上の部分 年10,000分の13.2
②～③（略）

3. 変更の背景と理由
『ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）』は、機動的に信託報酬率を引き下
げることによって、業界最低水準の運用管理費用（信託報酬）をめざすファンド※であ
り、今般、受益者のみなさまのニーズに対応するため、信託報酬率の引き下げを行いま
した。
※必ずしも最低水準にならない場合があります。

以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034
【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1 月 3 日を除く）】
・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。

2019 年 4 月 18 日
投資家のみなさま
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

ベンチマークの「配当込み指数」への変更について

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では株式・リート等の指数への連動をめざすインデックスファンド
におきまして、採用しているベンチマークを、配当を含まない指数（以下「配当
除く指数」）から配当を含む指数（以下「配当込み指数」）に変更させていただ
くことになりました。詳細は下記をご参照ください。
本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございま
せん。
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご
愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
本件変更に関しまして、受益者のみなさまのお手続きは不要です。

敬具
記
1. 変更対象ファンド
株式・リート等の指数への連動をめざすインデックスファンド
※インデックスファンドに投資するバランス型ファンドを含みます。
ＥＴＦ（上場投資信託）は除きます。
※対象ファンドは別紙をご参照ください。

2. 変更内容
ベンチマークを「配当除く指数」から「配当込み指数」へ変更します。（フ
ァンドによっては約款変更を伴いますが、重大な約款変更には該当しません。）
また、本件変更に合わせて指数の表記を統一いたします。
なお、海外株式・海外リート指数は、「ネット（課税後）配当込み指数」に
平仄をそろえるための変更をいたします。（表記上は「ネット（課税後）」の
記載は割愛いたします。）
ただし、指数提供会社において「配当込み指数」や「ネット（課税後）配当
込み指数」が算出されていない場合は、「配当除く指数」または「グロス（課
税前）配当込み指数」を使用いたします。
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3. 変更理由
弊社では、これまで株式の指数については、主に「配当除く指数」を使用し
てまいりました。これは、日常的に広く利用されている指数が「配当除く指数」
であったことや、ファンド設定時に「配当込み指数」が公表されていない指数
が存在したこと等が主な理由です。一方、ファンドの運用では保有する資産か
ら配当金を受け取るため、ベンチマークとして採用した「配当除く指数」とフ
ァンドの運用結果に配当相当分の差が生じておりました。
こうした状況を踏まえ、「指数の値動きに連動した投資成果を目指す」とい
うインデックスファンドの商品性に、より適した「配当込み指数」に変更する
ことといたしました。運用の実態に即してベンチマークを変更するものであり、
対象ファンドの運用に影響はございません。
4. 変更時期
2019 年 7 月 1 日および同年 10 月 1 日に約款変更を行います。目論見書等の
記載は、約款変更後に作成するタイミングで順次変更するため、変更時期はそ
れぞれ異なります。
なお、ベンチマークを設けていない、または変更がないファンドにおいても、
目論見書等において投資先ファンド（マザーファンドを含みます。）のベンチ
マークの表記変更が生じる場合には、原則として、投資先ファンドの約款変更
後に作成するタイミングで順次変更いたします。
以上

・ 本お知らせに関するお問い合わせ
三菱ＵＦＪ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034
【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1 月 3 日を除く）】
・ 受益者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社の本支店へお問い合わせください。
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別紙

【対象ファンド一覧】
<ご留意いただきたい事項>
対象ファンド一覧には、以下に該当する公募ファンドおよび公募ファンドの投資先ファンド（以下、マザーファンドを含む）を掲載しています。
①「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更するファンド
「インデックスファンドに投資するバランス型ファンド」および「投資先ファンドのベンチマーク変更に伴い、参考指数が変更となるファンド」を含みます。
②「グロス（課税前）配当込み指数」から「ネット（課税後）配当込み指数」に変更するファンド
③指数の名称表示に係る変更のみ行うファンド
※ベンチマークを設けていない、または変更がないファンドで、投資先ファンドのベンチマークのみ変更となるファンドは除いています。
※約款変更を伴うファンドは、2019年7月1日付（＊印のファンドは2019年10月1日付）で変更予定です。
※作成時点の内容であり、今後変更となる場合があります。

①「配当除く指数」から「配当込み指数」に変更するファンド
ファンド名

変更前

変更後

1 ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス

日経平均株価（日経２２５）

日経平均トータルリターン・インデックス

2 ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

3 ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス

ＪＰＸ日経インデックス４００

ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）

4 ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス

ＪＰＸ日経中小型株指数

ＪＰＸ日経中小型株指数（配当込み）

5 ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０
インデックス（配当込み）

6 ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）
（円換算ベース）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）
（配当込み、円換算ベース）

7 ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス

ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
（除く日本、円換算ベース）

ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

8 ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

9 ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

10 インベスタブル・インデックス

日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）

日経アジア300インベスタブル指数
（トータルリターン、円換算ベース）

11 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ
Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－Ｂ
ＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた
合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総
合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算
ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合
成ベンチマーク

12 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ
Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージ
ング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシ
ファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およ
びＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わ
せた合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯ
ＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダ
イバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当
込み、円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ
組み合わせた合成ベンチマーク

13 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコク
サイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－Ｂ
ＰＩ総合、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算
ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシ
ファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数 (配当込み）およ
びＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成指数

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯ
ＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、FTSE世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダ
イバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数 (配当込
み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当
込み、円換算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成指
数

ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００

14 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

15 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）

日経平均株価（日経２２５）

日経平均トータルリターン・インデックス

16 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

17 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

18 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）

ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
（除く日本、円換算ベース）

ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

19 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ
デックス（配当込み、円換算ベース）およびＭＳＣＩエマージ
Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）およびＭＳＣＩ エ
ング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
マージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）の各
の各対象インデックスを均等に組み合わせた合成ベンチ
対象インデックスを均等に組み合わせた合成ベンチマーク
マーク

20 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ
Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージ
ング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシ
ファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およ
びＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わ
せた合成ベンチマーク
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東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯ
ＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダ
イバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当
込み、円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ
組み合わせた合成ベンチマーク

別紙

ファンド名

変更前

変更後

21 つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

22 つみたて日本株式（日経平均）

日経平均株価（日経２２５）

日経平均トータルリターン・インデックス

23 つみたて先進国株式

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

24 つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円ヘッジ・円ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円ヘッジ・円ベース）

25 つみたて新興国株式

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

26 つみたて４資産均等バランス

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ
Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－Ｂ
ＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた
合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総
合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算
ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合
成ベンチマーク

27 つみたて８資産均等バランス

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣ
Ｉコクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージ
ング・マーケット・インデックス（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシ
ファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およ
びＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わ
せた合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス（配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・
マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）、ＮＯ
ＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダ
イバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当
込み、円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ
組み合わせた合成ベンチマーク

28 ＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５

日経平均株価（日経225）

日経平均トータルリターン・インデックス

29 インデックスファンド（ラップ向け）

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０
インデックス（配当込み）

30 ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け）

ＪＰＸ日経インデックス４００

ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）

ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ
31 （適格機関投資家限定）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

32 （適格機関投資家限定）

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

33 ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジあり）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）
（円ヘッジ・円換算ベース）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）
（配当込み、円ヘッジ・円換算ベース）

34 ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（円換算ベース）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）
（配当込み、円換算ベース）

35 インデックス・タイプ（ミリオン） ＊

日経平均株価

日経平均トータルリターン・インデックス

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０

ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド

36 インデックスファンド２２５

日経平均株価（日経225）

日経平均トータルリターン・インデックス

37 トピックスオープン ＊

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

38 ファンド・マネジャー（海外株式）

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

39 ファンド・マネジャー（国内株式）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

40 ヘッジ付先進国株式インデックスオープン

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円ヘッジ・円ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円ヘッジ・円ベース）

41 マイ・インデックス・オープン２２５ ＊

日経平均株価

日経平均トータルリターン・インデックス

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

JPX日経インデックス400

ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）

42 海外株式セレクション（ラップ向け）
国際 JPX日経インデックス400オープン

43 （適格機関投資家専用）

44 国内株式セレクション（ラップ向け）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

45 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス
46 ファンド（安定型）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス57％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）20％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
換算ベース）10％、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコク
サイインデックス）（円換算ベース）10％、無担保コール翌
日物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス57％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）20％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）10％、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス（配当込み、円換算ベース）10％、無担保コール翌日
物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス
47 ファンド（安定成長型）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス42％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）30％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
換算ベース）10％、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコク
サイインデックス）（円換算ベース）15％、無担保コール翌
日物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス42％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）30％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）10％、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス（配当込み、円換算ベース）15％、無担保コール翌日
物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス
48 ファンド（成長型）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス32％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）35％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
換算ベース）10％、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコク
サイインデックス）（円換算ベース）20％、無担保コール翌
日物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス32％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）35％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）10％、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
クス（配当込み、円換算ベース）20％、無担保コール翌日
物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス
49 ファンド（積極型）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス27％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）40％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
換算ベース）５％、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサ
イインデックス）（円換算ベース）25％、無担保コール翌日
物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス27％、東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）40％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）５％、ＭＳＣＩコクサイ・インデック
ス（配当込み、円換算ベース）25％、無担保コール翌日物
レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

50 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

4

別紙

ファンド名

変更前

変更後

51 三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

52 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

53 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

54 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

55 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

56 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）12％、ＭＳＣＩコクサイ インデック
ス（除く日本、円換算ベース）３％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
67％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
15％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で
組み合わせた合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）12％、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）３％、ＮＯＭＵＲ
Ａ－ＢＰＩ総合67％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円ベース）15％および短期金融資産（有担保コール
（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマーク

57 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）25％、ＭＳＣＩコクサイ インデック
ス（除く日本、円換算ベース）15％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
15％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で
組み合わせた合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）25％、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）15％、ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円ベース）15％および短期金融資産（有担保コール
（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマーク

58 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）38％、ＭＳＣＩコクサイ インデック
ス（除く日本、円換算ベース）27％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
17％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
15％および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で
組み合わせた合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）38％、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）27％、ＮＯＭＵ
ＲＡ－ＢＰＩ総合17％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円ベース）15％および短期金融資産（有担保コール
（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマーク

59 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

60 三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン

日経平均株価（日経225）指数

日経平均トータルリターン・インデックス

61 三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン（確定拠出年金）

日経平均株価（日経225）指数

日経平均トータルリターン・インデックス

62 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

63 三菱ＵＦＪ トピックスオープン

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

64 三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

65 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）16％、ＭＳＣＩコクサイ インデック
ス（除く日本、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩ エマージング・
マーケット・インデックス（円換算ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ
－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円ベース）５％、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ
バーシファイド（円換算ベース）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当
込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配
当込み、円換算ベース）３％および短期金融資産（有担保
コール（翌日物））３％で組み合わせた合成ベンチマーク

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）16％、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20％、ＭＳＣＩエ
マージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算
ベース）４％、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世
界国債インデックス（除く日本、円ベース）５％、ＪＰモルガ
ンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
ス）４％、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３％、Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ
ＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）３％
および短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組み
合わせた合成ベンチマーク

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）
66 （確定拠出年金）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数67％、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
17％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベー
ス）８％、短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で組
み合わせた指数

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数67％、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
（配当込み）17％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込
み、円換算ベース）８％、短期金融資産（有担保コール（翌
日物））３％で組み合わせた指数

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）
67 （確定拠出年金）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
33％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベー
ス）17％、短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で
組み合わせた指数

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数42％、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
（配当込み）33％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込
み、円換算ベース）17％、短期金融資産（有担保コール
（翌日物））３％で組み合わせた指数

三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）
68 （確定拠出年金）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数17％、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
50％、ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベー
ス）25％、短期金融資産（有担保コール（翌日物））３％で
組み合わせた指数

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数17％、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）５％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
（配当込み）50％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込
み、円換算ベース）25％、短期金融資産（有担保コール
（翌日物））３％で組み合わせた指数

69 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）

NOMURA-BPI総合指数67％、東証株価指数（TOPIX）
17％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベ-ス）
5％、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベ-ス）
8％、短期金融資産（有担保コ-ル（翌日物））3％を合成し
た指数

NOMURA-BPI総合指数67％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
当込み）17％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
ベ-ス）5％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換
算ベース）8％、短期金融資産（有担保コ-ル（翌日物））3％
を合成した指数

70 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）

NOMURA-BPI総合指数42％、東証株価指数（TOPIX）
33％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベ-ス）
5％、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベ-ス）
17％、短期金融資産（有担保コ-ル（翌日物））3％を合成し
た指数

NOMURA-BPI総合指数42％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
当込み）33％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
ベ-ス）5％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換
算ベース）17％、短期金融資産（有担保コ-ル（翌日物））
3％を合成した指数

71 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）

NOMURA-BPI総合指数17％、東証株価指数（TOPIX）
50％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベ-ス）
5％、MSCIコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベ-ス）
25％、短期金融資産（有担保コ-ル（翌日物））3％を合成し
た指数

NOMURA-BPI総合指数17％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
当込み）50％、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
ベ-ス）5％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換
算ベース）25％、短期金融資産（有担保コ-ル（翌日物））
3％を合成した指数

72 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

73 三菱ＵＦＪ 日経２２５オープン

日経平均株価（日経225）

日経平均トータルリターン・インデックス
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ファンド名

変更前

変更後

74 新興国株式インデックスオープン

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

75 新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

ＭＳＣＩ コクサイクオリティ指数（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・クオリティ指数
（配当込み、円換算ベース）

77 （適格機関投資家限定）

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｍｉｎｉｍｕｍ Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ（ＪＰＹ）
（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ最小分散指数（ＪＰＹ）
（円換算ベース））

ＭＳＣＩコクサイ最小分散指数（ＪＰＹ）
（配当込み、円換算ベース）

78 日経アジア３００インベスタブル・インデックス・ファンド

日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）

日経アジア300インベスタブル指数
（トータルリターン、円換算ベース）

79 （適格機関投資家限定）

ＭＳＣＩ Ｎｉｈｏｎｋａｂｕ 最小分散指数

ＭＳＣＩ日本株最小分散指数（配当込み）

80 夢楽章 日経平均オープン

日経平均株価（日経225）

日経平均トータルリターン・インデックス

81 ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスマザーファンド

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス

ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０
インデックス（配当込み）

先進国株式クオリティ・インデックスファンド

76 （適格機関投資家限定）

先進国株式最小分散インデックスファンド

日本株式最小分散インデックスファンド

82 ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド

ＪＰＸ日経インデックス４００

ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）

83 ＪＰＸ日経中小型インデックスマザーファンド

ＪＰＸ日経中小型株指数

ＪＰＸ日経中小型株指数（配当込み）

84 ＮＹダウインデックスマザーファンド

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（円換算ベース）

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）
（配当込み、円換算ベース）

85 ＴＯＰＩＸマザーファンド

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

86 ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円ヘッジ・円ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円ヘッジ・円ベース）

87 マイ・インデックス・オ－プン２２５ マザーファンド ＊

日経平均株価

日経平均トータルリターン・インデックス

88 ミリオン・インデックス・マザーファンド ＊

日経平均株価（インデックス）

日経平均トータルリターン・インデックス

89 外国株式インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

90 三菱ＵＦＪ インデックス２２５マザーファンド

日経平均株価（日経225）

日経平均トータルリターン・インデックス

91 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

92 三菱ＵＦＪ トピックスマザーファンド

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

93 新興国株式インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

94 先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩ コクサイクオリティ指数（円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・クオリティ指数
（配当込み、円換算ベース）

95 先進国株式最小分散インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｍｉｎｉｍｕｍ Ｖｏｌａｔｉｌｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ（ＪＰＹ）
（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ最小分散指数（ＪＰＹ）
（円換算ベース））

ＭＳＣＩコクサイ最小分散指数（ＪＰＹ）
（配当込み、円換算ベース）

96 東証株価指数マザーファンド ＊

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

97 日経２２５マザーファンド

日経平均株価（日経225）

日経平均トータルリターン・インデックス

98 日経アジア３００インベスタブル・マザーファンド

日経アジア300インベスタブル指数（円換算ベース）

日経アジア300インベスタブル指数
（トータルリターン、円換算ベース）

99 日本株式最小分散インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩ Ｎｉｈｏｎｋａｂｕ 最小分散指数

ＭＳＣＩ日本株最小分散指数（配当込み）
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②従来から「配当込み指数」を使用しているが、「グロス（課税前）配当込み指数」から「ネット（課税後）配当込み指数」
に変更するファンド
※「ネット（課税後）」の記載は割愛して表記するため、名称変更がないものがあります。
ファンド名

変更前

変更後

1 ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

変更なし

2 ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス

Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

変更なし

3 ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス

Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

変更なし

4 ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

変更なし

5 オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ
（配当込み、円換算ベース）

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

6 ファンド・マネジャー（海外リート）

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

変更なし

7 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

変更なし

8 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

変更なし

9 オーストラリア・リート・マザーファンド

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ
（配当込み、円換算ベース）

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

10 ヨーロッパ・リート・マザーファンド

Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

変更なし

11 米国・リート・マザーファンド

Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデックス
（配当込み、円換算ベース）

変更なし

③従来から「配当込み指数」を使用しているが、表記統一のため、指数名称の表示のみ変更するファンド
ファンド名

変更前

変更後
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

1 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）

ＭＳＣＩコクサイ インデックス（円換算ベース）

2 Ｓ＆Ｐ５００インデックスマザーファンド

Ｓ＆Ｐ５００指数（ネット配当込み、円換算ベース）

Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ インデックス（除く日本 円換算ベース）

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）

3 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド

以上
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