
2021 年 9 月 30 日 

受益者のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

外国債券に投資するインデックスファンドの 

外国為替予約取引にかかる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、外国債券に投資するインデックスファンドのうち、別紙の対象ファンド
につきまして、下記のとおり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．対象ファンド

別紙をご参照ください。

2．約款変更日 

2021年9月30日 

3. 変更内容

外国為替予約取引にかかる記載追加。

4．変更理由 

 対象インデックスとの連動性維持のために行う外国為替予約取引について明確

化するものです。   

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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項番 ファンド名

1 外国債券インデックスマザーファンド

2 新興国債券インデックスマザーファンド

3 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド

4 ワールド・インカムオープン

5 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド

6 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

7 ファンド・マネジャー（海外債券）

8 三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）

9 ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス

10 ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス

11 三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド

12 新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）

13 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス

14 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）

15 ラップ向けインデックスｆ　先進国債券　　　　　　　　　　　　

16 ラップ向けインデックスｆ　新興国債券

17 ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）

以上

[対象ファンド一覧]
別紙
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約款変更新旧対照表 

 
 

①外国債券インデックスマザーファンド  

 
変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

主として対象インデックスに採用されてい

る国債に投資を行い、信託財産の１口当た

りの純資産額の変動率を対象インデックス

の変動率に一致させることを目的とした運

用を行います。 

（略） 

組入外貨建資産については、原則として為

替ヘッジは行いません。なお、対象インデッ

クスとの連動を維持するため、外国為替予

約取引を行うことがあります。 

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。 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

主として対象インデックスに採用されて

いる国債に投資を行い、信託財産の１口当

たりの純資産額の変動率を対象インデッ

クスの変動率に一致させることを目的と

した運用を行います。 

（略） 

組入外貨建資産については、原則として為

替ヘッジは行いません。 

なお、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。 

 

 

②新興国債券インデックスマザーファンド 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～②（略） 

③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。なお、対

象インデックスとの連動を維持するた

め、外国為替予約取引を行うことがあ

ります。 

④（略） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～②（略） 

③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。 

 

 

 

④ （略） 
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③三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 

⑤ 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 

⑰ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 
 

変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  （略） 

実質組入外貨建資産については、原則とし

て為替ヘッジは行いません。なお、対象イ

ンデックスとの連動を維持するため、外国

為替予約取引を行うことがあります。 

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。 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  （略） 

実質組入外貨建資産については、原則と

して為替ヘッジは行いません。 

なお、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。 

 

 

④ワールド・インカムオープン 

 
変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質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。なお、

対象インデックスとの連動を維持する

ため、外国為替予約取引を行うことがあ

ります。 

⑤～⑥（略） 

運用の基本方針 

 

運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質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。 

 

 

 

⑤～⑥（略） 
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⑥三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 

⑧三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 

⑫新興国債券インデックスファンド（ラップ向け） 

⑬ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 

⑭三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 

⑮ラップ向けインデックスｆ 先進国債券  

⑯ラップ向けインデックスｆ 新興国債券 
 

変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質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。なお

、対象インデックスとの連動を維持す

るため、外国為替予約取引を行うこと

があります。 

⑤（略） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質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。 

 

 

 

⑤（略） 

 

 

 

⑦ファンド・マネジャー（海外債券） 
 

変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質組入外貨建資産については、原則と

して為替ヘッジは行いません。なお、対

象インデックスとの連動を維持するため

、外国為替予約取引を行うことがありま

す。 

⑤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。 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質組入外貨建資産については、原則

として為替ヘッジは行いません。 

 

 

 

⑤なお、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。 
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⑨ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 
 

変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質組入外貨建資産については、原則と

して為替ヘッジは行いません。なお、対

象インデックスとの連動を維持するた

め、外国為替予約取引を行うことがあ

ります。 

⑤（略） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質組入外貨建資産については、原則と

して為替ヘッジは行いません。 

 

 

 

⑤（略） 

 

 

 

 

⑩ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 

⑪三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド 
 

変更後（新） 変更前（旧） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質的な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。なお

、対象インデックスとの連動を維持す

るため、外国為替予約取引を行うこと

があります。 

⑤（略） 

運用の基本方針 

 

２．運用方法 

（１）（略） 

（２）投資態度 

  ①～③（略） 

④実質的な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。 

 

 

 

⑤（略） 

 

以 上 
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2021 年 8 月 27 日 

 

投資家のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

 

「FTSE 世界国債インデックス」への中国国債組み入れ開始 

および目論見書記載内容見直しのお知らせ 

 

 

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、「FTSE 世界国債インデックス」について、2021 年 10 月末より、中国国債

の組み入れが開始されます。 

これに伴い、別紙の対象ファンドでは新たに中国国債の組み入れを開始する予

定です。また、一部ファンドにおいては目論見書の記載内容の見直しを予定して

おりますのでお知らせいたします。 

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．対象ファンド 

 別紙をご参照ください。 

 

2．対象ファンドへの中国国債組み入れ開始時期（予定） 

 2021年10月末以降順次 

3. 中国国債組み入れについて 

「FTSE 世界国債インデックス」について、2021 年 10 月末より、中国国債を組み

入れることが正式に発表されました。これを受けて、当該指数を参照等する一部

ファンドにおいて、新たに中国国債の組み入れを開始する予定です。 
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4．目論見書の記載内容見直しについて 

 一部のファンドでは、交付目論見書の「投資リスク」に下記文言を追加いたします。 

なお、文言を追加するファンドは、中国国債の組み入れ予定比率や、現行の目論見

書の記載内容等を考慮して選定しております。 

 

投資リスク 「■その他の留意点」に下記文言を追加 

・投資対象国における社会情勢の混乱や資産凍結を含む重大な規制の導入等による

影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性のリスクが大きくな

る可能性があります。 

 

5. 目論見書の記載見直し時期について 

 対象ファンドの目論見書の記載は、今後の定例改定時期に合わせて順次見直すた

め、変更時期はファンドによって異なります。 

なお、2021 年 10 月中旬以降、順次見直し予定です。 

 

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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項番 ファンド名
目論見書への投資リスク

記載追加（〇が対象）

1 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）

2 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）

3 ファンド・マネジャー（海外債券） 〇

4 ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 〇

5 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）

6 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

7 コアバランス

8 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）

9 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）

10 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）

11 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 〇

12 海外債券セレクション（ラップ向け）

13 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）

14 つみたて８資産均等バランス

15 つみたて４資産均等バランス

16 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s

17 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s

18 ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s

19 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）

20 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）

21 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）

22 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 〇

23 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）

24 外国債券アクティブファンドセレクション（ラップ専用）

25 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）

26 ラップ向けインデックスｆ　先進国債券 〇

27 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 〇

28 ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）

29 ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイゴールキーパー）

30 ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイディフェンダー）

31 ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイミッドフィルダー）

32 ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイフォワード）

33 ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイストライカー）

[対象ファンド一覧]
別紙
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項番 ファンド名
目論見書への投資リスク

記載追加（〇が対象）

34 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 〇

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

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

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

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

39 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）

40 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）

41 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）

42 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 〇

43 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

44 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

45 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

46 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

47 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）

48 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）

49 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）

50 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）

51 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 〇

52 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 〇

53 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 〇

54 ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 〇

55 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）

56 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）

57 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）

58 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）

59 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）

60 ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 〇

61 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） 〇

62 ワールド・インカムオープン 〇

63 国内債券セレクション（ラップ向け）

64 三菱ＵＦＪ ヘッジ付外国債券オープン 〇

65 グローバル・ソブリン・オープン（ＤＣ年金） 〇

66 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 〇

67 グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） 〇

68 グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） 〇
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項番 ファンド名
目論見書への投資リスク

記載追加（〇が対象）

69 グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） 〇

70 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）

71 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）

72 ショートデュレーション円インカムオープン（ラップ向け） 〇

73 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型） 〇

74 グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）

75 三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型） 〇

76 三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド

77 三菱ＵＦＪ ライフプラン ２５

78 三菱ＵＦＪ ライフプラン ５０

79 三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５

80 三菱ＵＦＪ 海外債券オープン 〇

81 三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（３ヵ月決算型） 〇

82 三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型）

83 三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

84 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

85 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定成長型）

86 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（成長型）

87 三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（積極型）

88 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2030

89 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド 2040

90 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）

91 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）

92 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）

93 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）

94 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド 2030

95 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド 2040

96 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ２０型

97 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ４０型

98 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞グローバルバランス ６０型

99 ワールド短期ソブリンオープン 〇

100 三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 〇

101 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外債券オープン 〇

102 先進国高格付国債ファンド（ラップ向け） 〇

以上
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