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◇◆ お客様へのメッセージ冊子 ◆◇

この冊子は、日々寄せられるお客様の声、応援いただいている方々のメッセー
ジやセゾン投信メンバーの熱い思いをあつめたものです。ぜひご一読ください。
下記は必ずお読みください。
■この資料は、セゾン投信の役職員ならびに関係者の方々から皆様へ、「メッセー
ジ」の発信を目的として作成したものであり、勧誘を目的とした、セゾン投信の提
供する「販売用資料」ではありません。また、金融商品取引法に基づく. 開示書類
でもありません。したがって投資信託の購入、売却、あるいは保有を推奨するもの
ではありません。
■情報については、その正確性、信頼性、安全性等について保証するものではあり
ません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを推測する指標ではあり
ません。
■この情報に関する一切の権利、義務は、その情報提供者（以下「情報提供者」）
に帰属します。この情報の内容は、情報提供者の事由により変更されることがあり
ます。
■この情報は、閲覧者ご自身のみのものとし、転載、または、第三者への提供は禁
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
一切の責任を負うものではありません。
■投資信託の取得を希望される方は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）を十分
お読みいただき、内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

商号等
金融商品取引業者
加入協会

：セゾン投信株式会社
：関東財務局長（金商）第 349 号
：社団法人投資信託協会

お問い合わせ先

：セゾン投信お客様窓口 TEL03‑
3988‑
8668
（受付時間 9:00〜17:00 土日祝日、年末年始除く）

http://www.saison‑
am.co.jp
2009 年６月３日
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パラダイムシフト後の世界を観る
2009 年 6 月 2 日
GM 破綻は転換の象徴
創業から 101 年目、米国の 20 世紀製造業の代名詞である GM が連邦破産法 11 条を申請
して実質国有化されることになりました。
かつて「GM にとって良いことは米国にとっても良いこと」と豪語し、事実として戦後米
国経済の繁栄を牽引してきた巨象の末路は、まさに「驕れるものは久しからず」という琵
琶法師の格言を体現する結果となったのです。
米国自動車産業の衰退は、実は 1980 年代の日本車台頭の時期から始まっていました。石
油ショック以降の小型車へのシフト、そして 21 世紀を睨んだ環境対応への挑戦といった社
会の価値観変化を敢えて拒み、既得権益と政治力と傲慢さで過去の栄光を引きずり続けた
成れの果ての姿を、私たちは今目の当たりにしています。
サブプライムショックから金融危機そして 100 年に 1 度という実体経済の垂直落下とい
う一連のイベントが、米国の主導してきた市場原理主義の下、マネー至上経済と分際を超
えた過剰消費という虚構とも言うべき欲望経済のバブルを崩壊させ、歴史の必然なのかオ
バマ新大統領を登場させ、そして「CHANGE」が始まったのです。
GM の破綻は、世界で 300 兆円規模と言われる自動車産業に大きな構造変化をもたらす
でしょう。しかしこの出来事は、それを遥かに超えた地球経済の構造と価値観の転換を人
類に認識させるに足る、そしてオバマ大統領が唱える「CHANGE」の本質に繋がる、歴史
の重大な 1 ページとなることでしょう。
マネー資本主義の終焉
米国住宅バブルの崩壊に端を発した 100 年に 1 度の危機の渦中にあって、私たちが見る
世界経済の姿は一変しました。
リーマンブラザーズが潰れ、我が世の春だった投資銀行業界は壊滅、米国最大の保険会
社 AIG は 17 兆円もの公的資金が入った生きる屍のゾンビ企業となり、買収を重ね世界最
大級の金融機関となったシティグループも実質国有化、世界を席捲したヘッジファンドも
多くは消滅し、金融立国を気取っていたアイスランドは国家破産の憂き目に、そして今回
の GM です。
世界の GDP（国内総生産）の何倍もの資金が動き回り、巨額のマネーがまたマネーを生
み出すというマネーゲーム、そのプレーヤーたちが美酒に酔っている間に、じっくりとモ
ノ作りに励んで、それが社会の生活者に心の豊かさと喜びを与え、そこにこそ存在のプラ
イドを持ってきた、近代資本主義成長の原点たる、社会のためにある「ものづくり」
、ひい
ては人間として最も大切な誠実さ・ひたむきさ・思いやりといった本質をも、社会は失い
かけていたのです。

自分だけの豊かさを求めてカネを愛し、身の丈を超えた贅沢を求め消費を続けた米国、
そしてそれを是として依存し尽くした世界経済、マネー資本主義の終焉は、改めて人類の
共生・協調そして互恵といった 21 世紀グローバリゼーションの前提となるべき新たな価値
観を醸成させるプロローグとならねばなりません。
そしてオバマ大統領の「CHANGE」も、そうした世界全体の幸せを願う社会への転換で
あるべきにちがいありません。
日本のパラダイムシフト
もちろん日本においても、今ある豊かさを維持するには同様の転換が不可欠です。まず
政治が変革する必要があります。それには政治を選択する生活者が変革して行かねばなり
ません。生活者の意識が変われば政治が変わる、行政も変わる、そして社会の価値観も変
わるのです。
日本経済はこれからも産業立国として、世の中に豊かさを提供し続けて行くことこそが
存在の拠り所です。それにはグローバリゼーションをしっかりと受け止め、世界を見据え
た思考と行動が求められます。
マネー資本主義の終焉は、21 世紀グローバリゼーション第 2 幕の始まりでもあります。
それは 20 世紀型の先進国だけが成長と繁栄を謳歌していた社会から、その主役が新興国の
生活者に移ることを意味します。
中国やインドなど巨万の民が居る発展途上国の生活者が豊かになることを心から喜びそ
こに貢献する心意気こそが、日本経済に対する世界の需要を育てるのです。それは決して
製造業だけのことではありません。小売業もサービス業もおしなべて生活産業として、経
済成長途上にある人々にワクワクする豊かさを提供することで、きっと日本経済も新しい
価値観の豊かさを育んで行けるはずです。
GM のように自分たちの価値観にこだわり続けている傲慢な企業は、間違いなく淘汰の波
に呑み込まれてしまうことでしょう。
ニューパラダイムはプラスサム
マネー資本主義の世界では、大儲けして高笑いする人たちの反対側に必ず損してほぞを
噛む人が存在していました。利益は奪うもの、まさにゼロサムのゲームだったのです。
しかるに本来の産業資本主義に基づく経済成長は、豊かさと喜びを与える側にもしっか
りと同じ満足が戻ってくるものです。周りの人々に豊かさと喜びを与えるための経済活動
は、世界経済の成長の恩恵をしっかりと受けることができるプラスサムの社会、この構造
が 21 世紀グローバリゼーションの息の永い成長を支えるニューパラダイムなのです。
そしてそれこそ私たち長期投資家の思いそのものであります。
セゾン投信株式会社
代表取締役社長 中野晴啓

証券業界の常識 世間の非常識
ワールドゴールドカウンシル
日韓地域代表 豊島逸夫

銀行(外為部門)から『金』の世界に入り、そして『金』の金融商品化とともに証券の世界にも
深く関わるようになって、強く感じることがあります。それは、業界が おいしい と感じる投
資商品は投資家にとって旨みがない。逆に業界が儲からない投資商品は投資家にとってメリット
がある、ということです。
更に云えば、投資家サイドにも問題があります。
投資信託などを一度保有すると、日々の価格変動に一喜一憂して つい余計な売買を重ねがち
です。これは人間の欲望の業の深さとでもいいましょうか。かくいう私もスイス銀行でトレーダ
ーをしていたときは上がれば直ぐ売りたがる

下がれば怖くなってじっくり待つ心理的余裕が

なくなる。毎日がそんな自分との戦いでした。そうした欲望の負の連鎖からやっと解き放たれプ
ロとしての根性が座ってくるのに 3 年はかかったでしょうか。
それを思えば、素人衆が投信をやたらに売買したがる気持ちも分かります。
ですから、個人投資家が投信でも金でも元本が保証されていない投資商品を購入するときは
buy and forget（買ったら忘れる）ことが基本だと常々説いてきました。澤上さんとも 20 年来
の友人ですが 彼も buy and forget の大原則には大賛成でした。
ただ、買うとなかなか忘れられないことも事実なのですよね。最近、物忘れが激しくて、とぼ
やくシニア層に限って「いつ、あの株をいくらで購入した」というようなことはハッキリ覚えて
いるものです。それほどに人間は慾の虜になりやすい。
そこで初心者の第一歩は、まず忘れられる金額からコツコツ始めることが大事だと思います。
忘れられる金額の多寡はその人の財産規模により異なります。
1 万円かもしれないし、100 万円かもしれない。その忘れられる範囲で始めると ココロに余裕
を持って臨めるし、徐々に株価変動に対するリスク耐性も備わってくるものです。株式市場に対
する土地勘みたいなものが自然に育ってくるのです。
私が中野社長の経営姿勢に共感を覚えたのも

業界の常識 を超えて、愚直と云っても良い

ほどに地味に長期保有を奨め、余計な手数料を出来るだけ低減する直販方式を貫いているからで
す。
私は意気に感じるタイプなので、早速彼の会社を応援したくなり、縁あって大阪で一緒に講演
するに至りました。コモンズ投信の渋澤さんも交え 3 人で本音トークみたいなセッションをやっ
たのですが、参加者も意気に感じてくれたことが会場でヒシヒシ伝わってきたことが特に印象に
残りました。

中野さんや渋澤さんの応援団は私の話に共感してくれたし、私のほうの応援団は彼らの話に強
く共鳴しているのが分かりました。要は、
『投信』だろうが『金』だろうが 基本中の基本は同
じなのですね。
その話を聞きつけた日経マネーの方が早速、今度は東京で 3 人のセッションを再現してくれと
いうことになっています。私も、またご一緒できることを楽しみにしています。
先述したように澤上さんとは親しい仲なので よく雑誌などで対談の機会があると、司会の方
が口を挟めないほどにお喋りなオジサン二人が熱く語りヒートアップします。
そして、その二人のオジサンから見れば 若い 中野さんたちのグループと対談すると、熱さ
に若さも加わって新鮮なトークになるのです。
今後も機会があれば 投資の世界での 異業種交流 を続けてゆきたいと願っております。
中野さん、お互い気張ってゆきましょう。

執筆者プロフィール
豊島 逸夫 氏（ワールド ゴールド カウンシル 日韓地域代表）
一橋大学経済学部卒。三菱銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。その後、スイス銀行にて貴金属
ディーラーとして、国際金融・為替・金業務に従事。 チューリッヒの小鬼 といわれた同行で
南ア、ロシアなどから金を買い、アジアや中近東の実需家に金を売る仲介業務を担当。ディーラ
ー引退後、ワールド ゴールド カウンシル（略称：WGC）入社。非営利法人の立場から金の調査
研究、啓蒙活動に従事。プロとしての経験をもとに、素人にもわかりやすく金相場の話を説く。
日本経済新聞、テレビ東京などメディアにもしばしばコメントが引用される金についての第一人
者。著書に「金を通して世界を読む」
（日本経済新聞出版社）がある。

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：2009 年 6 月 24 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 株とは、債券とは
② リスクとは
③ 投資信託とは、ファンド・オブ・ファンズとは
④ インデックスファンドとアクティブファンド
⑤ 投資信託の費用
⑥ 投資信託の買い方、売り方
⑦ 現在の経済情勢について
「長期投資は人生設計のカナメ〜今、長期投資が支持されている理由〜」
【東京】
日時：2009 年 6 月 20 日(土) 13：30〜16：30（開場：13:00）
会場：富士ソフト アキバプラザ セミナールーム 1(住所：東京都千代田区神田練塀町 3）
定員：120 名（先着順）
費用：無料
＜セミナー概要＞
講師に「投資信託にだまされるな！ 本当に正しい投信の使い方」の著者である竹川美奈子氏、世界最大級の
投信会社であるバンガード・インベストメンツ・ジャパン代表の加藤隆氏を迎えてのセミナーになります。
講演は、竹川氏に公的年金だけに頼れない現役世代にとってのマネープランを考える必要性についてお話しい
ただき、加藤氏にはバンガード・グループについてお話しいただきます。
＜プログラム＞
【第 1 部】基調講演
講師：竹川美奈子氏（ファイナンシャル・ジャーナリスト）
加藤隆氏（バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役）
【第 2 部】パネルディスカッション
出演者：竹川美奈子氏（同上）
加藤隆氏（同上）
中野晴啓（セゾン投信社長）
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
「ゆったり投資」で私らしく生きよう【福島】
日時：2009 年 6 月 13 日(土) 13：45〜16：30（開場：13：15）
会場：福島テルサ 小会議室 しのぶ (住所：福島県福島市上町 4-25）
定員：40 名（先着順）
費用：500 円
内容：基調講演・質疑応答
講師：森本新兒氏（かいたく投信株式会社 取締役）
、山本和史氏（日本コムジェスト株式会社 代表取締役）
、
中野晴啓（セゾン投信社長）
お申込み方法
FAX にてお申込みください。お申込みにあたっては「6/13 直販投信 長期投資セミナー in 福島 参加希望」
とご記入の上、以下の必要事項もあわせてご記入ください。
1）郵便番号、2）ご住所、3）お名前、4）電話番号または FAX 番号、5）参加人数
FAX：024-521-1042 スタディ進学スクール 井上 靖様宛
「ゆったり投資」で私らしく生きよう【仙台】
日時：2009 年 6 月 14 日(日) 13：30〜16：30（開場：13：00）
会場：エル・パーク仙台 セミナーホール 2 (住所：宮城県仙台市青葉区一番町 4-11-1 141 ビル 5 階）
定員：96 名（先着順）
費用：1,000 円
内容：基調講演・質疑応答
講師：森本新兒氏（かいたく投信株式会社 取締役）
、山本和史氏（日本コムジェスト株式会社 代表取締役）
、
中野晴啓（セゾン投信社長）
お申込み方法
FAX にてお申込みください。お申込みにあたっては「6/14 第 2 回 直販投信 長期投資セミナー in 仙台
参加希望」とご記入の上、以下の必要事項もあわせてご記入ください。
1）郵便番号、2）ご住所、3）お名前、4）電話番号または FAX 番号、5）参加人数
FAX：0244-22-8507 ネクストライフ・コンサルティング 佐藤光一様宛
ワイナンシャルプレミアセミナー 〜資産運用もワインも長期熟成型で考える〜【東京】
日時：2009 年 6 月 28 日(日) 14：00〜17：00
会場：uraku AOYAMA(住所：東京都港区北青山 2-7-13）
定員：40 名（応募多数の場合は抽選）
費用：3,000 円（ワイン、チーズ、パン代込）
uraku 会員様：1,000 円
＜プログラム＞
第 1 部 マネーの部 講演・質疑応答
テーマ：
「長期投資の目で観るこれからの変化」 講師：中野晴啓（セゾン投信社長）
テーマ：「今後の新興国投資を占う？」 講師：中桐啓貴氏（ガイア プライベートフィナンシャルプランナー）
第 2 部 ワインの部
「あなたの知らない日本のワイン 再発見」 あのロバート・パーカーも絶賛、ベールを脱いだ日本のワイン
講師：小川文彦氏（メルシャン株式会社 広報 IR グループ長 ワインアドバイザー）
荒川宗治氏（シニアソムリエ）
お申込み・お問合せ
お電話または FAX にてお申込みください。ガイア株式会社 TEL：03-6666-9633 FAX：03-6666-9634
FAX の場合は以下の項目をご記入ください。
1）参加セミナー名、2）お名前、3）人数、4）ご住所、5）お電話番号、6）FAX 番号

『長期投資と土佐人のつながり partⅡ 〜一般生活に長期運用を取り入れる必要性〜』
【高知】
日時：2009 年 7 月 2 日(木)
19：00〜20：30
会場：高知市勤労者交流館 第 2 研修室（住所：高知市丸池町 1 番 1-14 号 高知市勤労者交流館 1 階）
定員：45 名
費用：無料
内容：基調講演・パネルディスカッション・質疑応答
講師：仲木威雄氏（さわかみ投信株式会社 戦略企画部長）
、中野晴啓 (セゾン投信社長)、
セゾン投信企画業務部スタッフ
お申込み方法
お申込みにあたっては、以下をお伝えください。
1）お名前（ふりがな）
、2）ご連絡先（電話、E-mail アドレス）
、3）ご参加人数
ひかりファイナンシャルサービス 近藤 広典様宛
E-mail：koten37@yahoo.co.jp TEL：088-803-8871 FAX：088-803-8872
十勝発、日本の元気を創ろう！セミナー 〜農業・社会起業・経済的自立の先駆者と語ろう〜【帯広】
日時：2009 年 7 月 5 日(日)
13：00〜16：00（開場：12:45）
会場：北海道新聞社帯広ビル（帯広市西 4 条南 9 丁目 1 番地 4）
定員：130 名
費用：無料
内容：第 1 部 講演 伊藤 英信氏（アグリシステム株式会社 代表取締役）
第 2 部 講演 藤原志帆子氏（NPO 法人 ポラリスプロジェクト 代表）
第 3 部 講演・パネルディスカッション・質疑応答
講師：西生智久氏（楽知ん投信株式会社 代表取締役）
、中野晴啓（セゾン投信社長）
モデレーター：森本新兒氏（かいたく投信株式会社 取締役）
お申込み方法
当社ホームページ「セミナー情報」ページからお申込みください。
第 6 回 語り合おう！真っ当な長期投資とその先の可能性について【埼玉】
日時：2009 年 7 月 11 日(土) 13：30〜16：50（開場：13：00）
会場：下落合コミュニティセンター 第 3 集会室(住所：埼玉県さいたま市中央区大字下落合 1712）
定員：35 名（先着順）
費用：1,000 円（当日受付にて支払）
※収益金は全額シングルファザーを支援するフレンチトースト基金に寄付します。
＜プログラム＞
第 1 部 基調講演
テーマ：
「いそがない長期投資のススメ」
講師：森本新兒氏（かいたく投信株式会社 取締役）
中野晴啓（セゾン投信社長）
第 2 部 パネルディスカッション・質疑応答
出演者：森本新兒氏（かいたく投信株式会社 取締役）
田口智隆氏（ファイナンシャルインディペンデンス 代表取締役）
中野晴啓（セゾン投信社長）
お申込み方法
当社ホームページ「セミナー情報」ページからお申込みください。
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。各投資信託のリスク、費用については投資信託説明書（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（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
住所変更はお済みでしょうか
新年度が始まり 2 ヶ月が経ちましたが、お引越しによりご住所が変わられた場合はご変更手続をお願いいたし
ます。
住所変更には変更届と新しいご住所が記載されたご本人様確認書類が必要となります。
変更届は以下の方法でご請求いただけます。
＜変更届のご請求方法＞
1． インターネットからのご請求
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。郵送するための「宛名ラベル」も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。

ご本人確認書類としてお使いいただける書類
有 効 期 限 内の コ ピ ー

6ヶ 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の

・運転免許証
・各種健康保険証
・パスポート
・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード(氏名、住所および
生年月日の記載のあるもの）

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・住民票の記載事項証明書
・外国人登録原票の写し
・外国人登録原票の記載事項証明書

＜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

セミナーレポート

『不透明な時代に勝つための投資術〜バートン・マルキール教授を招いて〜』

平成 21 年 5 月 17 日バンガード・グループ主催、マネックス証券・クレディセゾン・セゾン投信協賛セミナー『不透明な
時代に勝つための投資術〜バートン・マルキール教授を招いて〜』 が有楽町マリオン 11 階朝日ホールにて開催され
ました。

今回のセミナーは二部構成で実施いたしました。
第一部は『ウォール街のランダム・ウォーカー』の著者として有
名な、元バンガード・グループ社外取締役、現在米国プリンスト
ン大学経済学部長を務めるバートン・マルキール教授を招聘
し、基調講演とＱ＆Ａ、第二部はパネルディスカッション「今日
から始めるパッシブ投資」です。
第一部はバートン・マルキール教授の講演「不透明な時代に勝
つための投資術」 。講演前半は、昨年秋に顕在化した金融危
機の解説と今後の見通し、後半はインデックスファンドの優位
性、低コストであることの重要性等、揺らぐことのない自説を力
強く語られました。第一部の最後には、事前に募集した中から
バートン･マルキール教授

特に多かった質問にマルキール教授が答えるという形式でのＱ
＆Ａがありました。

休憩を挟んで第二部は、パネルディスカッション「今日から始めるパッシブ投資」。パネリストは加藤氏（バンガード・
インベストメンツジャパン株式会社代表取締役）、内藤氏（株式会社マネックス・ユニバーシティ代表取締役社長）と
当社中野の 3 名です。マルキール教授の講演をうけて、低コストのバンガード商品の紹介やアセットアロケーションの
方法について、最後には加藤社長自身の資産運用の話に関心が集まったり、あっというまの 3 時間でした。
セミナー後のアンケートでは、マルキール教授の生の声を聞けたことに対する満足の声が圧倒的に多かった反面、休憩
時間が長すぎた、スライドが見えづらかった等、運営がスムーズにいかなかった事へ対する貴重なご意見もいただきまし
た。
今回は定員 750 名様に対し約 2,000 件ものご応募をいただき誠にありがとうございます。抽選の結果、ご来場いただけ
なかった皆様、誠に申し訳ございません。今後も全国各地で様々なセミナーを計画しておりますので、ぜひ足をお運びく
ださい。
□買付・解約 受付不可日のお知らせ（２００９年６月３日〜８月末日）
下記は 2009 年 6 月 3 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。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
7/3（金）
、8/3（月）
セゾン資産形成の達人ファンド
7/3（金）
、8/3（月）
、8/31（月）

□セゾン投信 会員数(2009 年 5 月末日) 33,693 口座
年代別（口座）

19歳以下
2.0%

60代以上
9.2%

20代
11.6%

50代
14.9%

40代
25.1%

30代
37.1%

※法人口座データを除く

TOPICS：
定期積立サービスは、現在、全口座の６割を越
える２万名以上のお客様からご利用いただい
ています。
サービスをご利用いただいている皆様の毎月
の安定した資金が礎となり、当社の取扱う２本
のファンドは設定されてから、ともに２７ヶ月
間連続で販売額が解約額を超え、資金流入超を
継続中です。

セゾン投信の素顔
ここではセゾン投信の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。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。

「マンガで読破」
少年時代にマンガを読んで育った私にとって、
今でもマンガは活字よりも馴染みの存在です。
そんな私にぴったりだったのが、
「マンガで読破する名作シリーズ」
。中でも「カラマーゾフ
の兄弟」と「ファウスト」はおすすめです。
世界史のテストには必ず出てくる「ドストエフスキー」と「ゲーテ」
。名前も作品名も知って
はいるものの、本の厚さに尻込みして読めずにいました。
最近は古典ブームなのか書店にも古典の特設コーナがありますが、まずは、読みやすいマン
ガから読みはじめてみてはいかがでしょうか。
企画業務部 工富 功
「新インフルエンザも、投資も、常日頃から抵抗力を高めておくことが肝心！」
海外で発生した新型インフルエンザ、当初政府はウイルス侵入阻止へ向け、懸命に海外から
の入国者をチェックして、感染防止に努めていました。がやはりそう簡単にはいきませんで
した。最初は関西を中心に広がりを見せ、関東に、それから全国へと飛び火しました。政府
は感染拡大期から終息期に入ったと発表しましたが、はてさてあなたはどう新型インフルエ
ンザに対応しましたか？その諸々の対策についてはＴＶや新聞などに載りましたが、やはり
対策の基本はマスクももちろんいいのですが、まずはしっかり食べて、十分な睡眠・休息を
取り、身体の抵抗力を高めておくことが大事でしょう。投資の基本も変動というリスクへの
抵抗力を常につけておくことが肝心です。投資は急いで儲けようとするとしばしば失敗しま
す。しかしじっくり時間をかけ十分な期間をかけることで、リスク分散が図られ収益も安定
化します。100 年に一度をいう大きな波を、どうぞみなさまも時間を味方につける長期投資
でうまく乗り切っていただきたいと思います。
管理部 緒方健三
「友愛」
民主党の鳩山由紀夫新代表が唱える「友愛」というスローガンに、メディアも世間も関心
はイマイチのようです。
無論、政治は思索でも哲学でもなく現実的実践なくして意義はありません。されど、実践
の礎となる理念を決して忘れるべきではありません。
ともすれば、自分のため・自分がいちばん・自分さえよければ、を自立と定義してきた偏
狭なる個人主義の蔓延した今の日本社会にとって、共生と協調そして皆の幸せに繋がる「友
愛」というフレーズは、2009 年パラダイムシフト元年にふさわしいと自分の長期投資魂が感
じています。
中野 晴啓

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。

