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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９月３日

長期投資家仲間へのメッセージ VOL.30
日本に追い風を吹かせよう！
09 年 9 月 2 日

政権交代の意義
8 月 30 日の衆議院選挙において民主党が圧勝し、ほんの一時期を除いて 50 年以上続い
た自民党政権からの政権交代が実現しました。
日本は 1990 年代のバブル崩壊によって、グローバル経済の新たな成長構造から取り残さ
れ、以来ずっと経済の急速な成熟化を消化出来ず、今日に至るまで停滞を余儀なくされて
います。
殊に 21 世紀に入り、中国・インドなど新興大国の目ざましい成長を横目に、我が国の生
活水準は相対的に低下を続け、豊かさを徐々に失いつつある実感と共に、停滞脱却の出口
が見えない閉塞感、年金不信・社会保障費の増大等々、日本人としての将来への不安がい
よいよ衆目の一致するところとなったのでしょう。
日本の生活者が、今回おしなべて日本の現状への不満と未来への危機感に本気で目覚め
たことによる、自発的行動の連鎖が、史上初めての国民選択による政権交代へとつながっ
たのです。お上任せに馴れ切った受け身の国民風土からの脱却の第一歩と、私たちは受け
止めるべきでしょう。
破壊から始まる「CHANGE」
今回の政権交代の歴史的意義は、何と言っても 20 世紀型社会構造からの決別への期待で
あります。
戦後日本の高度成長期を担った主役は官僚、経済は中央省庁のお膳立てによるシステム
の基で、規格大量生産型工業国家として大成功を収め、成長の成果が霞ヶ関から全国に等
しく分配されることで、一億総中流社会が実現したのです。
政治はその仕組みに便乗して行政と馴れ合い、利権と癒着による政官財トライアングル
が経済成長からピンハネする一方、生活者は与えられる権利を当然視する風潮を我が国は
甘受し続け、ゆえに奇跡と言われる経済成長のスケールがそれを可能にしてきたのです。
今回の政権交代によって、多くの既得権益が失われ、官尊民卑の構造が瓦解され、成熟
経済の下、生活者主導による真の民主主義国家たる成熟社会へと変革出来るか否か、まず
は高度成長前提で機能不全となった既存構造の破壊から始まる、未来に向けた「CHANGE」
であって欲しいと切望しています。

日本の再興シナリオ
20 世紀初頭のアルゼンチンは、世界中が羨む豊かなお金持ち先進国だったのです。100
年後の今、私たちの知るアルゼンチンは、とても先進国と呼べる状況ではありません。
現在日本の財政赤字は、GDP（国内総生産）の 170%以上と、先進国中群を抜く大借金国
家です。このまま構造転換を拒み放漫財政を続けたなら、世界第 2 位の経済大国があっと
いう間にアルゼンチンの二の舞になることは必定です。
900 兆円近い累積赤字を一朝一夕に返済するスベはありません。ひたすら長い時間軸を持
って、コツコツと解消して行くしか方法はないのです。
そして財政赤字という莫大な借金返済のコツコツ原資は、国民財産からの重税による簒
奪か、さもなくば経済成長の持続でしか捻出することは出来ないのが厳然たる現実です。
成熟社会に即した新たな産業育成で内需を拡大し、同時にグローバリゼーションに根ざ
した外需を強化する、世界中の長期投資家がフォーカスする日本再興のポイントは、至極
当然の政策実行を見据えています。
更に筆者は、日本国自身が本格的な長期投資家になるべきと考えます。政府系ファンド
を創設し、国際分散の徹底した長期投資で、財政赤字返済のための資産形成を行うのです。
グローバル経済の成長を享受する、最善の策ではないでしょうか。
長期投資への追い風
日本再興のための経済成長に向けた我が国最大の財産こそは 780 兆円の預貯金です。
多くの生活者自らが、将来に向けて経済的自立への行動を投資というかたちで起こし、
ひとりひとりの預貯金が投資にまわれば、実体経済への大量なる血液投入となり、経済成
長の源泉となります。
1 億 2700 万人の誰でも出来るのが長期投資、ひとりひとりのお金は小さくても、多くの
生活者が地道に積み立てるだけで、日本経済は充分元気を蓄えられ世界にも貢献できるは
ず。自らの財産作りで世の中を元気に出来るのです。
私たち生活者の将来への危機感が、戦後初めて私たち自身に政権選択という行動を促し
ました。だとしたら、今度は次の世代への思いが、多くの生活者を長期投資家として行動
させるプロローグになるはずです。
既に行動を起こしている「セゾン号」の仲間は、その先導役であり、とてつもない長期
投資への追い風を自ら吹かせて参りましょう。

セゾン投信株式会社
代表取締役 中野 晴啓

投資をこれから始める人が知らずにすまされない三つの法則
マネーカレッジ 代表
木田 知廣
こんにちは。マネー・カレッジ代表の木田知廣です。
「投資に興味はあるけれど…一歩が踏み出せない」
これまで 1,000 人を超える方に初心者向けのマネーセミナーをお届けしてきましたが、
こう思っている人は意外なくらい多いものです。そう、ひょっとしたら、今このコラムを読
んでいるあなたもそんな一人かもしれません。
そんな方が、安心して投資の第一歩を踏み出すためのコツ、いろいろあるのですが優先
順位を意識して三つの法則にまとめてみました。
最初にご紹介するのは、「投資と転職は似ている」の法則です。
転職したことがある人はとくに分かるのですが、最初の 1 回はどうしても慎重になりま
すよね。「今の会社、辞めちゃって良いのかなぁ」って。ところが、2 回目以降は、良くも
悪くもわりと気軽。中には転職 10 回を超える「剛の者」もいるくらいで、仕事を変えてキ
ャリアアップをしていくのは、日本でも当たり前の光景になりつつあります。
実はこれ、投資も同じで、最初に投資をするのは誰でもコワイものです。「元本が減っ
ちゃうかもしれないんでしょ？大丈夫かなぁ」って。
ところが、一度始めたら、続けていくのはとても簡単。しかも、投資をすることで「ア
ンテナが立つ」せいか、経済ニュースも分かるようになって、キャリアアップにも効果があ
ります。
「そうは言っても、その『最初の一歩』が、やっぱり怖いんです」
という方には二つ目、「投資とエイリアンは似ている」の法則です。
「エイリアン」ってのは、映画。見たことある人、多いですよね？とくに秀逸な 1 作目、
覚えてます？シガニー・ウィーバー演じる主人公が乗る宇宙船で、奇怪な事件がおこってい
く。一体何が起こってるんだと高まる不安、そして…！と言うストーリーの怖さは、「相手
が何か分からない」ことがキーポイント。実際、エイリアンの正体が分かってしまった続編
以降は、ランボーも真っ青のドンパチ映画になってしまいました。
そして、投資。これも怖く感じるのは、「なんだか分からない」点にポイントあり。と
いうことは、怖さを乗り越える一番の方法は、勉強すること。実際、投資のことを何も知ら
ない人であっても、ちゃんと分かれば安心して投資を始められることを、私たちマネー・カ
レッジの過去の受講生は示しています。
さて、最後の 3 つ目は、「投資と適度な運動は似ている」の法則。
ヨガやジョギング、最近は自転車なんてのも流行で、適度な運動を習慣化している人も

多いかと思いますが、これ、健康に良いんですってね。もちろん、クスリじゃないから効き
目がすぐに現れるってものではないんですが、ある程度の年齢になると、適度な運動を続け
てきた人とそうでない人は、健康状態が断然違うそうです。
投資も同じで、適度な、つまり、デイトレードじゃなくてもっと着実な分散投資をずっ
と続けていくことは、家計の健康状態に、長期的にはハッキリとした違いをもたらします。
とくに、年金不安時代を生きる私たちとっては、今から着実な投資を始めて、長期的に資産
をつくって老後に備えるのは、とても大事なことと言えるでしょう。
そして、この 3 つの法則、セゾン投信でも簡単に実現できるので、これから投資を始め
る人はぜひチェックしてみてください。たとえば、5,000 円から投資を始められるというこ
とは、何番目の法則に効いてくるでしょうか…
ちなみに、これって金融業界では革命的。ともすれば、「お客さんの利益は金融機関に
とっての損失」となりがちな業界で、長期間の関係を築くことで「win‑
win (両方得する)」
を目指しているのですからね。それもひとえに、中野社長の確固としたポリシーに裏打ちさ
れてのことでしょう。いつもにこやかな中野社長ですが、笑顔の下には「業界を変えてやろ
う」という革命家の顔を隠しているに違いありません。
ちなみに、そんな中野社長の素顔に迫るのが、マネー・カレッジの「マネー動物占い」。
たった 2 つの質問に答えるだけで、
自分のおカネとの付き合い方の特徴が分かるというスグ
レモノです。中野社長はユニコーンタイプで、「あぁ、やっぱり！」と思いました。
考えてみれば、お金とどう付き合っているかって、他人と比べたわけでなし、自分でも
意外と分からないもの。まずはご自身のマネータイプを知ることが、リスクを押さえた投資
のスタートでも良いのかもしれません。昔から言いますからね、「敵を知り己を知らば、百
戦危うからず」って。

執筆者プロフィール
木田 知廣（きだ ともひろ）
ワトソンワイアット株式会社にて企業年金の積立不足問題に取り組み、日本における年
金債務のフレームワークが欧米のそれに比べて大きく劣っていることを痛感し、英国ロ
ンドン・ビジネススクールに留学。2001 年に MBA 取得
帰国後は一転して、グロービス経営大学院の立ち上げプロジェクトを率いるリーダーと
して活躍。その後、ビジネススクールで使われている世界の先端的な教育手法を使い、
「個人を豊かにする投資法」を伝えるためにマネー・カレッジを立ち上げる。
これまでに 1,000 人を上回る受講者を集め、「難しそうな話をたとえ話で面白く教えて
くれる」と、初心者向けのマネーセミナー界では圧倒的な支持を受ける。著書に、「こ
れなら買える！投資信託 物語で学ぶ賢い投信の選び方」(ダイヤモンド社刊)
マネー動物占いとは？
http://www.money-college.org/blog/campus/?page̲id=537
中野社長のマネー動物は
http://www.money-college.org/blog/campus/?p=654

セミナー情報
当社主催セミナー
世界に目を向けると資産運用は 100 倍楽しい！【東京】
日時：2009 年 9 月 12 日（土）14：00〜17：00（開場：13：30）
会場：女性と仕事の未来館（住所：東京都港区芝 5-35-3）
定員：230 名(申込み先着順)
費用：無料
＜プログラム＞
第 1 部 基調講演
「世界はどう変わる？ 〜世界を見てきた私が 2009 年に感じること〜」
講 師：石田和靖氏（株式会社ザ・スリービー 代表取締役）
「外国企業の決算書で海外のビジネスを読み解く！」
講 師：平林亮子氏（公認会計士）
「長期投資で世界を感じよう！」
講 師：中野晴啓（セゾン投信社長）
第 2 部 トークセッション＆質疑応答
対談テーマ 「これからニッポンってどうなのよ？！」
スピーカー：石田和靖氏（同上）
、平林亮子氏（同上）
、中野晴啓（同上）
当社主催セミナー
【初心者向け】ゼロからはじめる投資のキホン【東京】
日時：2009 年 10 月 8（木）19：00〜20：00（開場：18：30）
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：6 名（申込み先着順）
費用：無料
＜セミナー概要＞
これから投資を始める方だけでなく、すでに投資をしているが良く分からない事がある方や投資に関す
る疑問があるが証券会社に行くには敷居が高いと思っている方に最適な少人数でのセミナーです。
みなさまの質問に講師が分かりやすくお答えします。
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
コツコツ長期投資道【高知】
日時：2009 年 9 月 5 日(土)18：30〜21：00
会場：高知ぢばさんセンター 第二研修室（住所：高知市布師田 3992-2）
定員：30 名（申込み先着順）
費用：500 円（当日受付にて支払）

講師：近藤広典氏（ひかりフィナンシャルサービス代表）
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
お問い合せ・お申込み
以下の事項をご記入いただき、e-mail またはお電話にてお申込みください。
1）お名前（性別）
、2）ご住所、3)お電話番号、4）メールアドレス
担当：近藤様 e-mail：info@hikari-fs.com
TEL：090-3789-6282 または 090-1324-7742(SB)
WAKODO 塾 VOL2 夢とお金で未来を創る【福岡】
日時：2009 年 9 月 27 日(日)13：30〜16：30（開場 13:00）
会場：福岡大学Ａ棟 Ａ８１３（住所：福岡市城南区七隈 8 丁目 19 番 1 号）
定員：50 名（申込み先着順）
費用：無料
講師：渋澤健氏（コモンズ投信株式会社 会長）
中野晴啓（セゾン投信社長）
お問い合せ・お申込み
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)9 月 27 日若人塾参加の旨 2）氏名(フリガナ) 3)ご連絡先（電話番号／メールアドレス）
担当：志賀様 e-mail：wakodo_vol2@yahoo.co.jp

第 7 回 語り合おう！真っ当な長期投資とその可能性について！【埼玉･浦和】
日時：2009 年 10 月 25 日(日)13：30〜16：30（開場 13:00）
会場：レンタルスペースホーリィ（住所：さいたま市浦和区東仲町 1-23）
定員：60 名（申込み先着順）
費用：無料
講師: 渋澤健氏(コモンズ投信株式会社 会長)
藤野英人氏（レオス・キャピタルワークス株式会社 ＣＩＯ）
中野晴啓（セゾン投信社長）
主催：株式会社ファイナンシャルインディペンデンス
プログラム
・講師 3 名による基調講演
・パネルディスカッション、質疑応答
セミナー終了後、講師との懇親会がございます。(希望者のみ、実費)
お申込み
当社ホームページ「セミナー情報」ページより申込みください。
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（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
目論見書を改訂いたします。

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」「セゾン資産形成の達人ファンド」の投資信託
説明書（目論見書）を９月１０日に改訂いたします。
変更される内容は、半期報告書の届出に伴う有価証券届出書の訂正に伴い、投資信託説明書（目論見書）
の関連情報を新たな情報に改訂するものです。
・電子交付のお客様：
ご購入時には最新の目論見書を確認いただく必要がございます。お客様にてセゾン投信サイトにログ
イン後、最新の目論見書をご確認ください。
なお、目論見書を閲覧いただいた履歴が記録されておりませんと、ファンドをご購入いただけません
のでご注意ください。
・書面交付のお客様：
今回より、目論見書を「交付目論見書」と「請求目論見書」に分冊して印刷しております。
○交付目論見書とは、投資信託を購入しようとする投資家にあらかじめまたは同時に交付する目論見書の
ことで、投資信託の基本的な情報が記載されています。
○請求目論見書とは、投資家から請求があった場合に交付する目論見書で、投資信託の追加的な詳細情報
を記載しています。
なお、
「請求目論見書」は、セゾン投信お客様窓口までご請求いただければお送りいたします。またセゾン
投信のホームページよりご覧になることができます。
※ ホームページに掲載される目論見書の前半部分は「交付目論見書」
、後半部分は「請求目論見書」から構
成されています。

セゾン投信に寄せられた質問
Ｑ

取引報告書が送られてこないのですが？

Ａ

まずお客様の登録状況をご確認ください。口座開設時に電子交付をお選びになっておりませんか？電子
交付をお選びいただいてるお客様は、当社ホームページにログイン後、口座管理→電子交付→取引報告
書閲覧からご覧ください。
取引報告書が郵便で送られるのは、書面交付をお選びのお客様のみとなります。

Ｑ

取引残高報告書の作成タイミングを教えてください。

Ａ

3 ヶ月毎に作成されます。 （3 月・6 月・9 月・12 月）
2 月・5 月・8 月・1１月末日現在のお預かり残高と直近 3 ヶ月のお取引明細が記載されます。
電子交付のお客様：作成月第 4 営業日にログイン後確認可能となります。
書面交付のお客様：作成月第 9 営業日に発送いたします。
※3 ヶ月の間にお取引がなく残高がある場合は、最終お取引から１年後に作成されます。

お客様の登録状況のお問い合わせや、電子交付ならびに書面交付への変更をご希望の場合は、お客様窓口まで
ご連絡ください。
電子交付のメリット♪
電子交付をご利用いただくと、インターネット上で報告書の内容をご確認いただけます。
郵送物を整理・保管する手間がはぶけ、報告書の管理も簡単ですし、紛失の心配もありません。必要に応じて
パソコンにて保存、印刷をすることが可能です。

＜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（２００９年９月３日〜１１月末日）
下記は 2009 年９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
9/7（月）
、10/26（月）
、11/11（水）
、11/26（木）
セゾン資産形成の達人ファンド
9/7（月）
、10/26（月）
、11/11（水）
、11/26（木）

□セゾン投信 会員数(2009 年 8 月末日)

年代別（口座）
60代以上
9.4%

19歳以下
2.0%

34,915 口座

20代
11.2%

50代
14.8%

40代
25.5%

30代
37.1%

TOPICS：
口座を開設されている方はこの1ヵ月間で376
名増え、間もなく3万5000口座です！
3万口座から5000口座増える期間は約1年間で
したが、未曾有の金融危機が起きたこの期間で
あっても、当社へのご支持をいただき、毎日
お客様が増えていくことに大変なありがたさ
を感じた期間でもあります。
今後ともご支援のほど、よろしくお願い申し上
げます。

※法人口座データを除く

【特別セミナー情報】

間もなく締め切り！！

〜世界に本気で目を向けること。それは、新しい時代への新しいヒント〜

世界に目を向けると資産運用は 100 倍楽しい！
◆100 年に 1 度と言われる金融危機が、私たち日本人に考え直すチャンスを与えてくれた！
未曾有の金融危機は、欧米型の株主利益のみを追求する経営や、短期利益を追求するファンド資本主義と
いう強欲が発端となり起こりました。これからの投資に必要とされているものは何なのでしょうか？糸のよ
うに絡み合ったグローバル経済。投資においてもビジネスにおいても、私たち日本人が世界に目を向けずし
て生き残っていくことは難しくなっていくでしょう。混迷する世界経済のゆくえや、景気後退に負けない運
用を「長期投資の作法」という観点で。また投資を行う上で最終的に避けては通れない道、相続の実態など
のお話を伺いましょう。
講師には、中東各国を数十回に渡り訪問し視察してきた石田和靖氏。
「相続はおそろしい」の著者で、恐ろ
しい相続の現場を何度も目の当たりにしてきた、公認会計士の平林亮子氏。そして、長期国際分散投資の重
要性や貢献性を解りやすく伝える、セゾン投信代表取締役の中野晴啓氏。このちょっと異質な組み合わせの
３名がみなさんにワクワクドキドキのお話をします。

日 時：

2009 年 9 月 12 日（土） 14:00〜17:00 （受付開始 13:30）

定 員：

230 名 （先着順ですのでお早めに）

参加費：

無

会 場：

女性と仕事の未来館

内 容：

講師プロフィール
（講演順）：

料

東京都港区芝 5-35-3 （JR 田町駅三田口徒歩 3 分、地下鉄三田駅 A1 出口徒歩 1 分）
◆第１部 基調講演
・石田 和靖氏 (株式会社ザ・スリービー 代表取締役)
「世界はどう変わる？ 〜世界を見てきた私が 2009 年に感じること〜」
・平林 亮子氏(公認会計士)
「外国企業の決算書で海外のビジネスを読み解く！」
・中野 晴啓 （セゾン投信社長）
「長期投資で世界を感じよう！」
◆第２部 トークセッション＆質疑応答
スピーカー：石田和靖氏 × 平林亮子氏 × 中野晴啓氏
対談テーマ 「これからニッポンってどうなのよ？！」

石田 和靖 （いしだ かずやす）
株式会社ザ・スリービー代表取締役／ワールドインベスターズ.TV 総合プロデューサー。香港・
湾岸諸国などの金融機関、企業などに太いパイプを持つ。海外投資専門チャンネル「ワールド
インベスターズ.TV」、SNS「ワールドインベスターズ」など、海外投資及び国際理解教育に関す
るメディアを企画・運営。著書に「オイルマネーの力」（アスキー新書）など海外に関する書籍多
数。テレビ・ラジオ出演、雑誌連載多数。

平林 亮子 （ひらばやし りょうこ）
公認会計士・平林公認会計士事務所所長／女性士業プロジェクト SophiaNet プロデューサ
ー。1996 年お茶の水女子大学 3 年在学時に公認会計士 2 次試験に合格。在学中から太田昭
和監査法人(現新日本監査法人)に勤務し、国内企業の監査に多数携わる。2000 年公認会計
士 3 次試験に合格すると同時に独立。現在は経営コンサルタントとして活躍する一方、大学、セ
ミナー、企業研修等で講師も務める。著書に『相続はおそろしい』など。

中野 晴啓 （なかの はるひろ）
セゾン投信株式会社代表取締役社長／1987 年西武クレジット（現クレディセゾン）入社。関連会
社資金運用部にて自己勘定の運用担当者として債券のポーフォリオ運用を手がけた後、投資
顧問事業を立上げ海外契約資産等の運用助言を行う。さわかみ投信、バンガードグループとの
提携に向け粘り強く交渉を続け、2006 年セゾン投信を設立、2007 年 3 月に両社のファンドを
組入れた投資信託を 2 本設定。

お申し込み・
お問い合わせ：

セゾン投信株式会社 http://www.saison-am.co.jp ※「セミナー情報」をご覧下さい。
お客様窓口 TEL03-3988-8668 （9: 00〜17:00 土日祝、年末年始除く）

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。

「地震大国日本」
8 月 11 日早朝駿河湾を震源地とする地震が発生し、人的・物的ともに大きな被害があり
ました。最近、全国的にも地震が多く発生しています。私自身、寝ていても揺れで起きる
程度の地震をここ一ヶ月で何度か体験しました。大きな地震の前触れなのかも知れないと
心配していた矢先、朝見ていたテレビで緊急地震速報が流れ、今から関東で最大震度 5 弱
の強い揺れとなる恐れがあるとの発表でした。地震の恐怖を感じ普段から防災について考
えていたのに、今から揺れますと言われても何もしないで、大きな揺れってどのくらいか
な？何分後かな？と悠長に考えていました。結局、緊急地震速報は過大な観測データがシ
ステムに送られたことによる誤報で地震は発生しなかったわけですが、交通機関運転見合
わせ等の影響があったようです。やはり「備えあれば憂いなし」頭で考えるだけでなく、
準備もしっかりしておこうと心に決めた出来事でした。
企画業務部 井澤 里江子
「セミナー担当」
セゾン投信に入社してそろそろ 1 年、現在セミナーを担当しています。準備から運営まで
大変なこともありますが、参加されたお客様が声をかけてくださったり、笑顔でお帰りに
なられるのをみると、本当にやってよかったと感激し、また次回への励みになります。
また会場でアンケートをお願いしていますが、お褒めの言葉やご要望、お叱り等々たくさ
んのコメントを残してくださり、セゾン投信が皆様に支えられていることを痛感いたしま
す。今後もお客様と直に触れられるセミナーを大切に実施していきたいと思います。お近
くで開催の際は、ぜひ一度足を運んでみてください！！
企画業務部 津田 由理子
「新作歌舞伎の魅力」
市川海老蔵主演の新作歌舞伎「石川五右衛門」を観て来ました。猿之助のスーパー歌舞
伎の成功以来、歌舞伎は今やまさに伝統を護りつつ新たな境地を拓くという「温故知新」
の素晴らしい発展を遂げ始めています。
宙乗り・早変わり・水場の格闘、
、
、といったケレンが満載され、更には秀吉役の団十郎
との親子対決を最大の見せ場とする粋な演出、そして何と言っても海老蔵のスケールの大
きさとほとばしるエネルギーに魅せられました。
歌舞伎界のニューリーダーたる海老蔵の強固な意欲、そして壮胆なるチャレンジングス
ピリットを感じるにつけ、セゾン投信も業界の海老蔵を目指そう！とまた気合を新たにし
たのでした。
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。

