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信託報酬率0.162％/年

信託報酬率1.080%/年

Ａ

【本資料に関するご注意事項等】の内容を必ずご確認ください。

本資料は「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」について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。

信託報酬率がパフォーマンスに与える影響（イメージ図）

・信託報酬控除前の運用利回りを年率3％と仮定。（10,000円で運用スタート）各信託報酬率の場合のパフォーマンスの違いを示しています。
・上記グラフは信託報酬率の大小が長期的にパフォーマンスへ与える影響を明示するためのシミュレーション（複利にて計算。税金・手数料等は考慮しておりません。）であり、当ファンドの将
来の運用成果等を保証するものではありません。

※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、業界最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、
業界最低水準ではない期間が存在する旨、ご留意ください。

・ 信託報酬率の表記は全て税込（年率）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ シリーズでは信託報酬率の見直しを行い、
業界最低水準の運用コスト※を目指しています!！

2019年6月14日 信託報酬率引下げ対象ファンド

＊信託報酬率はファンドの純資産総額に応じて変更となる場合があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

Ｑなぜ信託報酬率は低いほうがいいのでしょうか？

運用利回りが同じ投資信託の場合、
信託報酬率が低いファンドの方がパフォーマンスは優位になります!

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)の
詳しい商品性・投資リスク・費用については… クリック!!

基準価額

10,000円で

スタート

円

（+46.3％・・・②）

円

（+75.0％・・・①）

変更前 変更後

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 0.1728%以内 → 0.162%以内

ファンド名
信託報酬率＊の変更

信託報酬率引下げを行いました！

ファンド情報提供資料
2019年6月

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

信託報酬率の差で
生じたリターンの差

28.7％

（①-②）

https://www.fidelity.jp/fund-guide/fund-info/?fundAssociationId=03311187
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180万円

つみたて投資（評価額）

・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はトータルリターン（配当込）の指数を使用しており、三菱ＵＦＪ国際投信が
円換算をしています。

・実際にはS&P500を直接買付けすることはできません。
・表示桁未満は四捨五入して表示しています。
・税金・手数料等を考慮しておりません。

下記のシミュレーションは指数を使用して、毎月1万円15年間つみたて投資をした場合（最終月末（2019年5月末）を除く）のイメージをつかん
でいただくために作成したものです。また、あくまで一期間の試算であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

年間、毎月1万円ずつS&P500につみたて投資した場合のシミュレーション15

436.2万円

（期間：2004年5月末～2019年5月末）

つみたて投資
（評価額）

投資元本 年率リターン

436.2万円 180万円 6.1％

つみたてNISA*13つのポイント

【本資料に関するご注意事項等】の内容を必ずご確認ください。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)の
詳しい商品性・投資リスク・費用については… クリック!!

1.つみたて投資で“ラクラク”投資！

少額から始められ、定期的に投資が行われるので買うタイミングに悩むことなく

リスクの分散が期待できます。

2.同じ運用を行うならコスト*2は当然“安”い方がいい！

つみたてNISAの対象は低コストの投資信託に限定されています。

3.「つみたてNISA」制度を利用して非課税でお“得”に！

つみたて投資で得られた利益（分配金や値上がり益）には、20.315％*3の税金が

かかりますが、つみたてNISA制度を使えば非課税にすることができます。

*1正式名称を「非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度」といいます。
*2投資信託でかかるコストは、「購入時手数料」や保有期間中にかかる「運用管理費用（信託報酬）」などがあります。
*3税率は個人投資家の源泉徴収時の税率です。また、2019年6月末現在のものであり今後変更になる場合があります。
■非課税口座に受け入れた株式投資信託等の売買損失はないものとされ、特定口座や一般口座での売買益との損益通算や、その損失の繰越控除は
できません。

資産運用シミュレーション

15年後には

256.2万円

の差

https://www.fidelity.jp/fund-guide/fund-info/?fundAssociationId=03311187
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1信託報酬率：0.1512％

（税抜 年率0.140％）以内

フィデリティ証券でお取り扱いのｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ ラインナップ

国内株式
（TOPIX）

信託報酬率：0.1512％

（税抜 年率0.140％）以内

国内株式
（日経平均）

先進国株式
インデックス

信託報酬率：0.11772％

（税抜 年率0.109％）以内

米国株式
（S&P500）

新興国株式
インデックス

信託報酬率：0.20412％

（税抜 年率0.189％）以内

全世界株式（除く日本）

全世界株式（3地域均等型）

バランス（8資産均等型）

国内債券
インデックス

先進国債券
インデックス

フィデリティ証券でお取り扱いｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍの信託報酬率（税抜）の引き下げ実績（イメージ図）

・信託報酬率の表記は全て税抜（年率）、2019年6月14日時点。
・信託報酬率はファンドの純資産総額に応じて変更となる場合があります。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【本資料に関するご注意事項等】の内容を必ずご確認ください。

信託報酬率：0.1512％

（税抜 年率0.140％）以内

信託報酬率：0.1512％

（税抜 年率0.140％）以内

信託報酬率：0.162％

（税抜 年率0.150％）以内

信託報酬率：0.15336％

（税抜 年率0.142％）以内

信託報酬率：0.15336％

（税抜 年率0.142％）以内

信託報酬率：0.1296％

（税抜 年率0.120％）以内

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)の
詳しい商品性・投資リスク・費用については… クリック!!

https://www.fidelity.jp/fund-guide/fund-info/?fundAssociationId=03311187


■ 投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは ■ 設定・運用は

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)商品概要

《ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)の投資リスク》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や為替相場の変動等
により上下します。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。
《eMAXIS Slimの投資リスク》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・組入リートの価格変動、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。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。
《共通の投資リスク》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。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。

■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料です。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。

■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。
■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。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００) 及び eMAXIS Slimの費用

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式(Ｓ＆Ｐ５００) 及び eMAXIS Slimの投資リスク

本資料に関するご注意事項等

購入時 購入時手数料 ありません。

換金時 信託財産留保額 ありません。

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ
米国株式(Ｓ＆Ｐ５００)

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0.162％（税抜 年率0.150％）以内をかけた額
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。

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
※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。

eMAXIS Slim*
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、上限年率0.20412％（税抜 年率0.189％）以内をかけた額
※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。

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。

*上記に記載している費用項目につきましては、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍを構成するファンド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
ファンドのうち、ご負担いただくそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係る費用は、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。

＜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。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。

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。

本資料で使用している指数について
【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。S&Pの免責文
については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み）をもとに、委託会社が計算
したものです。

※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。

■目的
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。
■特色
１．Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。
３．原則として、為替ヘッジは行いません。




