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◆ お客様へのメッセージ冊子 ◆◇

この冊子は、お客様に向けたセゾン投信のメンバーの思いや、
応援いただいている方々のメッセージを集めたものです。
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止します。
■このメッセージに掲載された情報に基づく判断については、閲覧者ご自身の責任
の下に行うこととし、万一このメッセージの情報により、閲覧者が損失を被ったと
しても、セゾン投信株式会社、ならびにその情報提供者はいかなる損害に対しても
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長期投資家仲間へのメッセージ VOL.20
パラダイムシフトを引導するリアルマネー
2008 年 11 月 5 日
グローバル経済の成長減速
世界を襲った金融危機は、各国政府の金融機関への公的資本注入と金融サミットによる
世界的な金融システム再構築への着手への流れが見えてきたことで何とか一息つきそうで
す。次なるテーマは世界的な金融機能の停滞と信用収縮が実体経済の活動に明らかな波及
をもたらし始めたことによる世界経済の成長減速への対処になっています。
昨夏の米サブプライムショック以降、グローバリゼーションが進展した新たな世界経済
の構造は、デカップリング（分離）だリカップリング（連鎖）だと専門家たちの間で喧し
い議論が行き来していましたが、どちらの論理も間違ってはいないということです。
米欧金融機関が青息吐息になったことで、日本を含め先進国は今年から来年にかけて軒
並みゼロ成長乃至はマイナス成長期間へと突入しそうです。一方で中国・インドなど昨今
の世界経済を牽引してきた新興大国は、成長減速を余儀なくされたとはいえ７〜９％の成
長を見込まれており、決して成長が止まったわけではありません。さりとて先進国経済が
シュリンクした分の負の影響を応分に受けていることは確かなことであり、デカップリン
グ機能が地球経済の成長を下支えすると共にリカップリング機能がその成長速度を落とし
めたというのが客観的事実と言えるでしょう。
そもそも経済成長とは景気循環サイクルを伴って波打つものであり、加速すればやがて
減速する、これを繰り返すのは資本主義経済の宿命であります。殊に 21 世紀に入ってから
の急カーブな成長は、世界的過剰流動性の所作による余剰マネーがもたらした底上げと異
例の長い期間に渡った持続性を考慮すれば、その反動が経済サイクル上で相応のマイナス
インパクトとして帰結するのは避けられないのです。
成長の踊り場に立つ新興国
世界の景気サイクルが減速のプロセスに入ったことは最早否定しようもありません。米
国発のイベントからの実体経済への波及ですが、グローバリゼーション構造の基、これは
ワールドワイドに同じサイクルで影響が伝播していることも事実であります。
しかしながらこの先世界経済全体が底入れし回復基調へと辿る段階では、先進国経済の
リバウンドと歩調を合わせられない国が出て来るであろうことが予想されます。それはこ
れまでのグローバリゼーション進展の中で高い成長期待から流入し続けて来た世界の余剰
（投機）マネーが、金融危機による混乱によって資金回収と現金化へと逆流を始めたこと
にあります。その結果、新興国経済全体の脆弱な財政構造が露呈したのです。

新興国からの資金流出は、株式市場の急落と共に自国通貨の大幅な下落をもたらしてい
ます。ロシアや韓国など外貨準備高の厚い国でも通貨防衛により外貨準備額は急速に減少、
更に対外債務の借り換えにも外貨準備からの穴埋めが必要となり、財政上の基礎体力は大
きく低下しています。外貨の蓄えが乏しい小国では、実質デフォルト状態に陥る国も出て
きました。今後外貨を稼げる国と稼げない国で成長復興へは大きな差が付く、つまり成長
の二極化が起きることになるでしょう。
中国・インドなど製造業主体の大国では、世界の工場から開発型付加価値産業への脱皮
と、国内格差是正による内需拡大で輸出依存から自立経済への構造転換が厳しく求められ
ます。産業も資源も持たない小国にとっては、再び成長から取り残されることにもなりか
ねません。
今回の金融危機によるパラダイムシフトによって、２１世紀グローバリゼーションは新
興国にとっても選別を伴った競争のステージへと突入するのです。
それでも続くグローバリゼーションの成長
米国主導でマネー拡大を伴って急成長を続けてきた２１世紀型グローバル経済は、間も
なく第２幕に入ります。
２０世紀はこの間に人口が約４倍、世界の GDP（国内総生産）は約２８倍へと驚異的経
済発展を遂げましたが、その恩恵は西側先進国のみの限られた人々にもたらされる偏在的
成長でありました。２１世紀は歴史上初めて、世界が国境を越えひとつになって２０世紀
よりも遥かに多くの地域・人々が経済成長の恩恵に浴することになったのです。
人口の拡大は即ち経済の拡大につながります。人間ひとりひとりが生きるという活動自
体がひとつの経済の礎であり、その集積が GDP として数値化されるのです。０７年時点で
世界の人口は約６７億人ですが、その３分の１は２１世紀経済を牽引するであろう中国と
インドに集中しています。そして２０５０年には世界人口が９０億人以上にまで増加する
と予測されています。
恐らく２０世紀との大きな違いは、この時経済成長を支える主役が中国･インドそしてそ
れに続く新興大国の人たちであろうということであり、その数は世界の半分以上の人々に
まで拡がっていることでしょう。そしてこれから高度経済成長を体験して行く人々は、か
つて２０世紀の私たち日本人がそうであったように、今日より明日の進歩を信じて努力し、
様々なモノを欲して消費行動を積み重ねて行く、それが成長の源泉であり、結果として地
球全体の経済を拡大させるのです。
２１世紀型グローバリゼーションとは経済成長を知る人が増えることであり、即ちその
エネルギーがひとつになった地球経済を発展させていくことになるのです。そして現在先
進国と言われている日米欧諸国がはっきりと成長の脇役にまわることになるわけで、私た
ち成熟国家にとっては新興国の成長エネルギーをしっかりと享受して行ける国家構造への
転換が、繁栄の継続への最も重要な分水嶺となるでしょう。

世界の構造変化と長期投資の役割
今回の金融危機は、１９９０年代より拡大を続けた米国主導のマネー資本主義の終焉を
告げることになります。米投資銀行の消滅により、米英のマネー至上型信用創造拡大を正
義とする金融立国論も姿を消すことでしょう。
信用創造バブルが消え去ったあとに確固として残るのは実体経済です。実体経済主導型
資本主義への回帰というかたちでパラダイムシフトが始まります。金融も実体経済を支え
る血液としての本来の役割を取り戻すでしょう。
経済の血液たる資金、これまでのレバレッジによるヴァーチャルマネーではなくリアル
マネーこそがその担い手です。もうすでに、かのウォーレンバフェット氏は巨額のリアル
マネーを投じ始めています。そして日本にも巨額のリアルマネーがあります。それが私た
ち生活者が持つ７８０兆円もの預貯金なのです。
しかもそれが長期投資というかたちでたっぷりとお金に時間を与えて実体経済に投じら
れたなら、最高品質のサラサラ血液として素晴らしい働きをしてくれるはずです。
まさにこの時期、オバマ氏が「CHANGE」を唱えて米国の新大統領に選ばれました。金
融危機によってもたらされた世界構造の「CHANGE」、いよいよ私たち生活者の行動と長
期投資の出番であります。
セゾン投信株式会社
代表取締役社長 中野晴啓

元デイトレーダー、長期投資で未来を夢見る

ライター／オールアバウト オンライントレードガイド
川崎 さちえ

私は元デイトレーダーです。2004 年から 2005 年は毎日が楽しくて仕方がない、午前 9 時
に市場が開き、株価が一斉に動き出す瞬間が待ち遠しいという生活をしていました。しか
し、今は長期投資家、あるいは放置投資家となり、日経平均が今いくらなのか？というの
も危ういくらい相場から離れるときもあります。
放置というと語弊があるような気がしますが、ようは以前のように株価の動きに左右され
るような投資をしていないということです。下がっても平気、上がっても舞い上がらない。
そういう気分的に放置状態なので、放置投資と自分では考えています。
デイトレードが楽しい盛りだった 2006 年の 1 月に、歴史的な出来事がありました。ライ
ブドアショックです。このとき個別銘柄にガツガツ投資をしていた私の含み益は、たった 1
日で半分以下になりました。こういうときに限って、その日のうちに手仕舞いをしていな
かった自分を呪ったものですが、これが私にとっての最初の大きな山場だったと思います。
このとき、最も強く感じたことは「利益が減ったことへ不満」とか「次はもっと儲けてや
ろう」ということではなく、
「個人が個人レベルで個別銘柄を保有することのリスク」でし
た。たくさんの銘柄の中から自分基準で選びだし利益確定までのシナリオをきれいに描い
ていた、いわば自信作であっても巨大なマイナス要因を含んだ出来事の前では太刀打ちが
できない。個別銘柄というのは、あまりにもリスクが高いんだなと、初めて実感したもの
です。それまで、これほどの山場は皆無で、このまま資産が膨れ上がると勝手に妄想して
いた自分がいたわけですが、この出来事によって 1 つの疑問が生まれました。
はたして、このまま勝ち続けることができるのだろうか…。
結論は割と早く出たと記憶しています。
「非常に高い確率で、できない」ということです。
なぜなら、相場というのは私が考えている以上に御転婆で時としてとんでもない動きをす
るからです。こんなとき、テクニカルがどうのこうのという論理や経験によって組み立て
られたシナリオは、全く意味をなさないのです。それに振り回されるような生活がはたし
て楽しいのかと考えた場合、それを肯定することはできませんでした。だから、もう派手
なパフォーマンスなんていらない、むしろ平穏な生活をしたい、そう思ったのです。そこ
から「個別銘柄の投資はやめてしまえばいい」という、単純で安直な考えが芽を出したわ
けですが、結果的にこれが長期投資の第一歩になったような気がします。
今私は以前のようなドタバタのトレードは一切やっていません。デイトレは、一見とても
華やかだしかっこいいのですが、実は非常に疲れるのです。実際に私も相当疲れていまし
た。1 日で儲けを得られるので当然嬉しいのですが、それ以上に精神的なダメージは大きい。

気がついたら勝つことが義務となり、使命となっていました。マウスから手を離すと、い
つも汗がにじみ、時には株価が暴落する夢さえも見ました。それを乗り越えてまでトレー
ドをする根性は私にはなかったのです。
というわけで、投資スタンスを短期から長期にシフトしていき、今に至ります。今は毎月
決まった日に買う積み立てをしています。もう全部お任せしているのです。そのため株価
の動きも気になりませんし、どこで買ってどこで売ろうなんていう、こまごましたことは
全くもって考えていません。そんなことを考えている時間があるなら、もっと違うことを
したほうがいい。世の中、もっと楽しいことはたくさんあるし、人生を謳歌するためには、
もっと違うことに時間を使うべきだというのが、デイトレに一抹の寂しさを感じている元
デイトレーダーの持論です。
（※私はデイトレを否定しているわけではありません。デイトレで勝ち続ける友人も多数
いますし、私は彼らを尊敬しています。
）
私は長期投資を始めてからすごく楽になりました。精神的にも肉体的にもです。1 円、2
円の株価変動で闘う世界にいた頃とは大違い。何よりも自分の時間が持てるようなったこ
とは意味があると思っています。その時間で将来何をしたいのか、自分は何に向いている
のかなど、改めて考えることができたからです。そして目標を設定することができ、今は
未来に向かって長期的な視野で投資を考えることができています。
未来に思いをはせながら、長期投資を続けていく。むしろ未来に何かがあるから、長期投
資ができるのだと思います。私には思い描く未来がある。これだけで毎日が楽しくなりま
す。
そういった遠くの未来を見据えることを教えてくれたのが長期投資です。デイトレ時代に
はなかった思いが私を変え、おそらく私の未来をも変えていくのでしょう。長期投資の世
界を知ることができて本当によかった。ある意味、命拾いをしたという感じです。
今回、私自身のデイトレ経験をもとに応援メッセージを書かせていただきました。という
のも、セゾン投信さんの考えが今の私の考えに非常に近いからです。切り口は違いますが
最終的なゴールは似ているような気がしてなりません。
「ようやく出会えたな」
。そう思い
ます。
執筆者プロフィール
川崎 さちえ（かわさき・さちえ）
ライター／オールアバウト オンライントレードガイド
株式投資やオークション関して、深い知識を持つ。2007 年からは日本だけではなく海外へ
の投資をスタート。マカオ不動産投資にも興味を持つ。現在、オールアバウトにてオンラ
イントレードのガイドを務める。主な著書に、
「投資の達人探訪〜そのとき、彼らは何を考
え、何をしたのか〜」等

セゾン投信の素顔
既に口座の開設をいただいた方含め、我々の取組みに興味や関心を持って見守っていただ
いている方へのメッセージ発信の場として「セゾン投信の素顔」を掲載しております。
ここでは、セゾン投信で働くメンバーが日々感じたり考えたりしていることを紹介してい
ます。セゾン投信で熱い思いを抱いて働いている私たちの人となりを少しでも感じていた
だければ幸いです。
「選ぶ楽しみ」
来年の手帳が店頭に並びだした。かつての上司は 20 年間ずっと同じ手帳を使っていると
言っていた。時期になると送られてくるから便利だと。当時、それを聞いてそれじゃあ何
の楽しみもないなと、なんとなく気の毒に思ったものだ。なぜなら手帳選びは毎年この時
期の私の楽しみだからだ。ささやかながら手帳に対するこだわりもある。目標達成のため
毎日具体的な行動計画を細かくぎっしり書き込むとか、この手帳がなければ一歩も動けな
いくらい、全ての情報を盛り込んでほぼ球体になるほど膨らみきっているとか、そんな大
それたものではなく、ほんの小さなこだわりである。銀座の伊東屋の混雑した中で気に入
った一冊を見つける。店内にある見本をひとつ残らずパラパラやって、長時間かけてやっ
と来年の一冊を決める。タイプは 1 週間見開きのバーチカル。まわりにバーチカル派は多
いがなぜか品揃えは少ない。1 日ごとに 3〜4 行書ける余白や年間計画もあるといい。デザ
インはオーソドックスでカバーは明るいもの。明るい色だと黒いカバンの中にあってもす
ぐに取り出しやすい。こんな些細なこだわりでも段々と選択の幅が絞られてくる、絞られ
るどころか条件に当てはまるのがほとんどないくらいだ。結局、長時間パラパラやった甲
斐もなく去年と同じ手帳を買ってしまいそうだ。実をいうとここ３年似たようなタイプの
手帳を使っている。私もかつての気の毒な上司のように｢同じ手帳 20 年｣の最初の一歩を踏
み出してしまうのか・・？楽しみがひとつ減ったのかもしれない。
┃津田 由理子┃
「ドラマツルギー」
最近、テレビを点ける頻度が少なくなりました。連続ドラマも今年の初旬に放映されてい
た「未来講師めぐる」以降は、どれも最初の２〜３話で観るのを止めてしまっています。
私は観ることなら何でも好きで、テレビ、演劇、映画等は時間があれば必ずチェックして
いましたが、その中でも一番手軽に鑑賞できるテレビからどうも意識が遠ざかっています。
今は観るといっても、お笑いか、クイズ番組でしょうか。ドラマはついて行けなくなりま
した。登場人物に感情移入できないのです。すべてのドラマにというと語弊がありますが、
情緒がコンパクトな感じがして敬遠してしまうのです。ここまで人ってそっけない生き物
だったろうか？感情過多も問題ですが、短絡的に結ばれては、あっけなく別離していく男
女。これは現実の世界に通じることですけれど。結局、ひもじい現実の姿がドラマに反映

されているだけのことなんですが、わざわざそれを観てそうしたことを確認するのは気力
が失せるだけです。
陸上競技で世界新記録が更新されているのが証明のように人類は新たな進化の過程を辿
っているのでしょうか。現在が進化の真っ只中ならこうした状況も致し方ないかもしれな
いですね。成長には痛みが伴います。こうして違和感を感じることも従来の方法では経済
でも人間としての在り方も通用しないということでしょうか。
ドラマに話を戻しますが、最近の中では宮藤官九郎脚本の「未来講師めぐる」が私の中の
一番のヒットですね。はじめは深田恭子演じるヒロインめぐるが満腹になると人の２０年
後の姿が見れるというあまりにも超現実的な設定にさすがのクドカン（宮藤官九郎）もコ
ケるんじゃないかとシュール好きの私も危ぶんでいたんですが、これを全く問題なく成立
させてしまう彼は天才だと思いました。贅は凝らしてないけど、愛嬌とサービスは満点。
これぞエンターテインメント、久々に面白いものを観た！という感じがしました。ドラマ
のジャンルはコメディですが、なぜ彼の作品は人々を魅了するのか考えたときこの作品に
関して言えばシュールな設定で物語は進行していきますが、登場人物が意外と身近な存在
として描かれているところにあると思います。職場の同僚たちとのやりとりも状況こそ違
うけれど、こういう反応は現実でもすることあるなあと安心して見れるところなど。昨今
は原作が漫画から成っているドラマが多いですが、クドカンはあくまで設定こそ超現実的
ですが、物語の軸にしっかり人間を据えているからブレないのだろうと思うのです。それ
も軸となっている人間がどんなに不思議ちゃんだろうと善悪の区別がしっかりと身につい
た、予想不可能で摩訶不思議な状況でも動じないキャラクターたちで構成されているから
でしょう。このドラマは現実に負けていませんでした。どんな世情の荒波にさらされ、時
代が変わっても私たちは普遍の存在なのです。
さて、ここのところすっかり秋らしくなりましたね。遅い秋の気配をからだにひしひしと
感じる間もなく冬が追い越しにやってきます。皆様も素敵なショウのひとときをお過ごし
ください。

┃白方 有紀┃

「生命の神秘」
子供はまだその影も形も表さない胎芽（お母さんのおなかの中で受精卵が少し成長した段
階）の頃から、心臓が強く鼓動し始めます。初めてその姿を見たときの感動はおそらく一
生忘れることはできないでしょう。その後、手足など体の器官ができ、五感が発達し、お
母さんのお腹の中で急速に成長していく姿は、本当に生命の神秘としか言いようのないも
のです。そして、この世に誕生して亡くなるまでの数十年もの間、その心臓は一度も止ま
ることなく動き続けるのです。
先日産婦人科の先生が、
「これってすごいことだと思いませんか？」とおっしゃってまし
たが、毎日毎日新しい生命の誕生を手助けしている先生でも、そんな風に思うのだなあと
妙に感動してしまいました。私もこうして与えられた自分の生命に感謝しながら、また私
のお腹の中に誕生した小さな命とともに、残りの人生を過ごしていきたいと思います。
┃佐藤 恭子┃

「新米」
新米のおいしい季節になりました。今月実家から取れたて・精米したての新米が有明のり
と共に送られてきました。
お米がおいしいと、どう調理しても美味しく、ついつい食べ過ぎてしまいます。何事にも
腹八部目ですよね！
親子どんぶりや炊き込みご飯・オムライスに手巻き寿司。実家に住んでいる頃はいろいろ
なメニューをリクエストしましたが、やはり最後に行き着くのはシンプルな白米やおにぎ
りなんですよね。これが一番ご飯を美味しくいただけるメニューではないでしょうか？
セゾン投信もシンプルだけど長く支持されるような商品・サービスを提供していきたいと
考えております。いろんなところを見ていただいて、
「最後はやっぱりここだよな」と言っ
て頂けるように努めて行きます。
ということで、今回こちらのメッセージは入社半年のまだまだ新米な奥園が担当させてい
ただきました。

┃奥園 忍┃

「松本の新たな仲間」
セイコーエプソン社の労組を母体とする｢ユニオン投信｣が営業を開始しました。大企業の
組織の壁を越えて誕生した、長期投資を直販で貫く 8 社目の登場です。セゾン投信の生い
立ちとシンパシーを通じる大切な仲間として、これから一緒に長期投資家仲間の創造に勤
しんで参ります。
ファンド設定のお祝いに松本の事務所を訪ねました。北アルプスの壮大なる山々を抱き、
澄み渡る美味しい空気、日本の投信会社では間違いなく最高の環境でしょう。そして何と
言っても蕎麦処！
松本は蕎麦好きには垂涎ものの街であります。松本の蕎麦は石臼挽きの細打ちが特徴で、
新そばのこの時期は特に香り高く、喉越しにも染み渡ります。
「弁天」
「もとき」
「野麦」と
いった名店が町内にひしめいていますが、今回は「女鳥羽そば」で舌鼓を打ってきました。
質実剛健な松本城、蕎麦に馬刺しで一献、浅間や扉といった温泉もあり、松本は日本人を
ホッとさせてくれる優しい街であります。
┃中野 晴啓┃

セミナー情報
当社主催セミナー
【初心者向け】投資をはじめる前に知りたいポイント【東京】
日時：2008 年 11 月 20 日（水）19：00〜20：00
会場：セゾン投信会議室（住所：東京都豊島区東池袋 3-1-1 サンシャイン 60・54Ｆ）
講師：瀬下哲雄（セゾン投信運用部）
定員：10 名（先着順）
費用：無料
＜プログラム＞
これから投資をはじめる方のために「投資の基本」を学ぶプログラムになっています。投資に関する疑
問点を解消する場としてお気軽にご参加ください。
① 株の仕組み、債券の仕組み
② 投資信託、ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて
③ インデックスファンドとアクティブファンド
④ 投資信託の費用
⑤ 投資信託の買い方、売り方、積立のメリット
⑥ 質問コーナー
生活者のための簡単で有効な投資法【東京】
日時：2008 年 11 月 26 日（水）19：00〜20：30（開場：18：30）
会場：新宿住友ビル 47 階 スカイルーム A‑
4（住所：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル）
定員：45 名（先着順）
費用：無料
＜プログラム＞
主催者挨拶 中野晴啓（セゾン投信社長）
講
演 生活者のための簡単で有効な投資法
講
師 加藤 隆 氏（バンガード・グループ 駐日代表）
質疑応答
講
師 加藤 隆氏（同上）
中野晴啓（同上）
セミナーの詳細、お申込につきましては当社ホームページから「セミナー情報」をご覧ください。
URL http://www.saison-am.co.jp
セミナーに関するお問合せ先
セゾン投信お客様窓口 TEL 03-3988-8668（9:00〜17:00 土日祝、年末年始を除く）

セゾン投信役職員が講師として参加予定のセミナー
第 1 回 別府温泉満喫セミナー 〜人と人をつなぐ運用〜 【大分・別府】
日時：2008 年 11 月 23 日(日) 13:30〜16:30
会場：ホテル白菊（住所：大分県別府市上田の湯町１６−３６）
定員：100 名（先着順）
費用：1,000 円

講師：澤上篤人氏（さわかみ投信株式会社 代表取締役）
、森本新兒氏（かいたく投信株式会社
代表取締役）
、中野晴啓（セゾン投信社長）
特別講師：浦達雄氏（大阪観光大学 教授）
、野上泰生氏（NPO 法人ハットウ・オンパク 理事）
お申込み方法
以下の事項をご記入いただき、e-mail または FAX にお申込みください。
1）お名前、2）人数、3）ご連絡先お電話番号
担当：首藤様
E-Mail:toyonokuni1107@yahoo.co.jp
FAX:097-521-2947
直販クラブ広島〜夢と想いと長期投資【広島】
日時：2008 年 11 月 29 日(土) 13:30〜16:30（開場：13:00）
16:30〜17:30（居残り会：参加自由）
会場：広島市東区民文化センター 3 階大会議室（住所：広島市東区東蟹屋町 10-31）
定員：50 名（先着順）
費用：1,000 円
講師：澤上篤人氏（さわかみ投信株式会社 代表取締役）
、村山甲三郎氏（ありがとう投信株式会社
代表取締役）
、仲木威雄氏（さわかみ投信株式会社 執行役員）
、中野晴啓（セゾン投信社長）
お問合せ・お申込み方法
以下の事項をご記入いただき、e-mail にてお申込みください。
1）お名前、2）人数、3）ご連絡先お電話番号
担当：岡本様
E-Mail:je4pgy@jarl.com
しあわせ持ちをめざそう♪勉強会 「テーマは あなたが決める！ あなたの長期投資」
【京都】
日時：2008 年 12 月 7 日(日) 13:30〜16:30（開場：13:15）
会場：京都市北文化会館 第四会議室（住所：京都市北区小山北上総町 49-2 キタオオジタウン内）
定員：30 名（先着順）
費用：500 円
講師：森本新兒氏（かいたく投信株式会社 代表取締役）
、中野晴啓（セゾン投信社長）
お問合せ・お申込み方法
以下の事項をご記入いただき、e-mail または FAX にてお申込みください。
1）お名前、2）人数、3）ご連絡先お電話番号、4）ご希望のテーマ、講師への質問
担当：安西様
E-Mail:ltf_eel@yahoo.co.jp
FAX：075-711-0389
詳しくは当社ホームページセミナー情報をご覧ください。（当社役職員が講師として参加するセミナー
の主催者はセゾン投信ではございませんのであらかじめご了承ください。
）

ご留意事項
上記セミナーにおきまして、セゾン投信が設定、運用、販売を行う投資信託の勧誘を行うことがありま
す。投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動します。その結果、購入時の
価額を下回ることもあります。また、投資信託は、銘柄ごとに設定された信託報酬等の諸経費がかかり
ます。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（交付目論見書）に詳しく記載されており
ます。ご購入に際しては、必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認いただき、ご自身でご
判断ください。

セゾン投信からのお知らせ
特定口座に関するご案内
当社では 2009 年 1 月より特定口座の取扱いを開始いたします。特定口座につきましては以下をご覧い
ただき、開設をご検討いただければ幸いです。
｜特定口座を開設いただくメリット｜
特定口座制度は、個人投資家の公募株式投資信託等の取引に関する、確定申告・納税（所得税と住民
税）の手続きにかかわる負担を軽減するために設けられた制度です。
特定口座を開設する際に「源泉徴収を選択する」「源泉徴収を選択しない」のいずれかをお選びいた
だきます。
特定口座を開設し「源泉徴収を選択する」口座をご利用されると、源泉徴収により課税関係が終了し、
確定申告が不要になります。
※「源泉徴収を選択する」口座をご選択されても確定申告が必要となる場合がございます。
｜お申込み方法｜
特定口座開設届出書をご記入いただき、ご本人様確認書類を添えて当社までお送りください。
特定口座開設に必要な書類は 10 月中旬よりお口座を開設いただいたお客様にお送りしております。
※ご本人様確認書類が同封されておりませんと特定口座の開設ができませんのでご注意ください。
各種健康保険証、パスポートの場合は住所欄のコピーも忘れずに同封してください。
｜ご注意事項｜
2009 年 1 月 5 日に特定口座の開設をご希望のお客様は 2008 年 12 月 15 日（当社必着）までに特定
口座開設届出書およびご本人様確認書類を当社までご返送ください。
届出書の当社への到着日が 2008
年 12 月 16 日以降になりますと、2009 年 1 月 6 日以降に順次開設となりますのでご注意ください。
特定口座開設に関する書類がお手元に届いていないお客様は、恐れ入りますが、下記お客様窓口までご
連絡ください。

ご登録住所確認のお願い
市町村合併に伴うご住所のご変更があります場合は、恐れ入りますが、ご住所変更のお手続をお願いい
たします。
ご住所の変更は「諸変更届」と市町村合併後の新しいご住所が記載されている本人確認書類をご提出い
ただく必要がございます。
諸変更届は以下のいずれかの方法でご請求ください。
① セゾン投信ネット取引にログインし書類請求していただく方法
「ログイン」⇒「口座管理」⇒「登録情報一覧・書類請求」⇒「各種書類請求」へ進み「各種ご変
更届」をご請求ください。
② 【お急ぎの場合】お客様ご自身で印刷していただく方法
「セゾン投信トップページ」⇒「ご利用の手引き・各種変更のご案内」⇒「各種変更届」へ進み、
「お名前・ご住所・お電話番号・お振込先指定金融機関のご変更届（PDF ファイル）
」をクリック
し印刷することができます。
③ お電話でご請求いただく方法
下記お客様窓口までご連絡ください。

＜お問合せ先＞ セゾン投信お客様窓口
TEL：０３−３９８８−８６６８（９：００〜１７：００ 土日祝、年末年始を除く）
FAX：０３−３９８８−８６７３
□買付・解約 受付不可日のお知らせ（２００８年１１月６日〜１２月末日）
下記は 2008 年 11 月 6 日現在の当社取扱いファンドの休日（海外休日等）の情報です。当該海外休日等は日
本の営業日の場合でも、信託約款に定める申込不可日としてご注文を受付することができません。当該海外
休日等にいただいたご注文は、
「翌営業日」を注文日として承ります。
※下記は信頼できると思われる資料に基づいて作成されていますが、その正確さや完全さに対する責任を当
社が負うものではありません。各地の休業日は都合により変更されることがあり、下記もこれを反映すべ
く予告なしに変更される場合がありますので予めご了承下さい。
11/11（火）
、11/27（木）
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
12/25（木）
、12/26（金）
、12/29（月）
11/11（火）
、11/27（木）
セゾン資産形成の達人ファンド
12/25（木）
、12/26（金）
、12/29（月）
※なお、2008 年 12 月 30 日（火）
、2009 年 1 月 5 日（木）は半日営業日となりますので、受付時間は
午前 10 時までとなります。

□セゾン投信 会員数 （2008 年 10 月末日）
年代別（口座）
60代以上,
8.8

19歳以下,
1.8

20代, 12.2

50代, 15.5

31,441 口座
TOPICS：
今月は「世界恐慌」以来ともいわれる金融危機
に直面した月でしたが、前月よりも口座数は
656 件増え 3 万 1 千件を超えました。
多くの方からのお申し込みに、この場を借りて
心より感謝を申し上げます。

30代, 37.1
40代, 24.7

※法人口座データ除く

当社のファンドに係るリスクについて
当社の運用、販売するファンド（以下、当ファンド）はファンド・オブ・ファンズであり、主として投資信
託証券に投資を行います。当ファンドは、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債
の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状
況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその
影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また当ファンドは外貨建資産に投資し、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、基準価額が下落し、損失を被ることがありま
す。
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は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、投資元金が割り込むことがあります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」
、
「カントリーリ
スク」
、
「信用リスク」
、
「流動性リスク」などがあります。
※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当社のファンドに係る費用について
お客様には以下の費用をご負担いただきます。
＜セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド＞
◆ 申込時に係る費用
申込手数料はかかりません。
◆ 解約時に係る費用
解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して 0.1％の信託財産留保額
が控除されます。
◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用
┃信託報酬┃
ファンドの純資産総額に年 0.4935%（税抜 0.47%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である
投資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用
となりますので、実質的な信託報酬は、年 0.77％±0.02％（概算）となります。
┃その他費用┃
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価
証券の保管に要する費用等を含む）
、監査報酬（消費税含む）
、立替金の利息等が信託財産の中から差し引
かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上
限額等を示すことが出来ません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＜セゾン資産形成の達人ファンド＞
◆ 申込時に係る費用
申込手数料はかかりません。
◆ 解約時に係る費用
解約手数料はかかりません。なお、解約受付日の翌々営業日の基準価額に対して 0.1％の信託財産留保額
が控除されます。
◆ 保管期間中に間接的にご負担いただく費用
┃信託報酬┃
ファンドの純資産総額に年 0.567%（税抜 0.54%）の率を乗じて得た額とします。その他投資対象である投
資信託証券において信託報酬がかかります。当該信託報酬も間接的に受益者の方にご負担いただく費用と
なりますので、実質的な信託報酬は、年 1.3％±0.2％（概算）となります。
┃その他費用┃
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券の売買の際に発生する手数料や、有価
証券の保管に要する費用等を含む）
、監査報酬（消費税含む）
、立替金の利息等が信託財産の中から差し引
かれます。なお、当該その他費用については、運用状況により変動するものであり、事前に計算方法、上
限額等を示すことが出来ません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

