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今年は各地で大雪に見舞われ、東京でも大雪の情報に振り回されることがあり
ました。天気「予報」として雪の予想は難しいとのことですが、あくまで予想とし
て受け止めれば、ある程度の対策、準備ができる分、外れても実害はありません。
一方、天気と違って相場の予想は外れると金銭的に実害が発生します。噂や予
想に起因する相場の乱高下に振り回されるようでは長期投資家とはいえず、セゾ
ン投信では相場の予想はいたしません。「セゾン共創日本ファンド」は本源的価
値のある企業を見つけ投資していくことで着実な成長を目指しています。わたし
たちは投資先企業を徹底的に分析、理解すること、そして対話し改善点を提案し
ていくことを大切にしています。もちろん投資家の皆さまにも丁寧にご説明し、
理解を深めていただける場をご提供してまいります。納得して長期保有に足る
ファンドに投資する、これこそが長期投資を続けられる秘訣だと考えております。
オンラインセミナーや動画を学びのツールとしてぜひご活用ください。（亜）

セゾン投信ではフェイスブック、ツイッ
ターなどSNS等でも情報を発信してい
ます。

花粉症を大学生の頃に発症し、かれこれ３０年が過ぎました。
当初は鼻詰まりが酷く、横になって寝ることが出来ずに一晩

中椅子に座ったままウトウトしていました。就職先を探す際、なるべ
く迷惑をかけずに済む業種にしようと、２月３月は授業の無い大学教
員の道を選びました。妻と暮らし始めてからは妻に迷惑をかけるの
を心苦しく思い、花粉症の減感作療法を始めました。2003年のこ
とです。毎月の注射が面倒でしたが数年で症状は劇的に改善し驚い
たものです。折しも内部統制ブーム到来でIT監査/改善が出来る人
を探している企業が多くあり、そこから私のシステム監査屋・セキュ
リティ屋としての人生が始まることになります。運命は不思議です。

管理ユニット 庄司

ゾン投信に入社して9年が経ちました。主として、会社経理、
投信計理、ディスクロージャーを担当しています。セゾン投

信で仕事をしていて何が楽しいかというと、断トツこれ！次々と新しい
ことがやってくることです。近々では新ファンド（セゾン共創日本ファ
ンド）の設定・運用開始がありました。セゾン・バンガード・グロー
バルバランスファンドに米国籍ファンドを始めて組み入れたこともあ
りました。覚えること、学ぶこと、対処することが行進してやってくる
ので退屈する暇がありません。
プライベートでは、この3年の間に毛と尾っぽの生えた同居者を失っ
てしまったので、歩いている最中に新たな同居者に出会わないかと
キョロキョロしている毎日です。

経営企画ユニット 兼 システムユニット 斉藤

杉 セ

下調べをしなければ、決して得るものはないだろう。

ジム・ロジャース氏の言葉です。
セゾン共創日本ファンドでは徹底的な下調べを行って投資先企業を選別しています。

You will never get anywhere if you do not do your homework.
ー Jim Rogers

セゾン投信公式チャンネルでは過去のセミ
ナー動画をご覧いただけます。1月16日の新
ファンドセミナーを見逃した方はぜひご覧に
なってください！チャンネル登
録しておけば新作動画も見逃し
なし！

YouTube

■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、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。し
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■当社が設定・運用・販売する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。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（以下、２つのファンド）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。２つの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。他方、セゾン共創日本ファンド（以下、当ファンド）は、主として国内の上場企業に
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発行：セゾン投信株式会社
（設定・運用・販売を行います）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第349号
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お問い合わせ先：セゾン投信お客さま窓口
☎03-3988-8668 営業時間9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）
https://www.saison-am.co.jp ホームページからもご覧になれます。







『 KABUTO-CHO 』

　資産三分法をご存知の方は、セゾン投信NEWS LETTERの読者の方には多いかと思います。資産三

分法とは一般的には現金・有価証券・不動産の3つの資産に分散する方法をさしますが、そのうちの2つ

を生業とする会社に筆者である私は所縁があります。社会人になってまず初めに入社したのが証券取引

所でした。そして、その証券取引所の専務を務めた後に、取引所の大家である不動産会社に移りました。

　中野会長CEOとは証券取引所からのご縁で今に至っています。

　私が勤めた証券取引所も、いま勤めている不動産会社も兜町にあり、兜町と言えば、昨年、大河ドラマ

でも話題となり日本の資本主義の父とも言われる渋沢栄一が日本で初めての株式取引所と銀行を創設し

た地歴のある場所です。

　明治の世で近代日本経済の先駆けの地となった兜町は、令和の今でもフロントランナーが集まり先駆

けの進化を続けています。資産運用のスタートアップ企業等が集積し、金融庁・財務局が海外金融事業

者向け相談窓口となる拠点開設サポートオフィスを開設し、グッドデザイン賞を獲得した世界最大規模の

キューブ型大型LEDディスプレイがKABUTO ONEで輝きながら日本経済の鼓動を伝え、アジア・チャン

ピオンのショコラティエや若い人が行列を作るパティシエ、ブルックリンがアートと音楽の街に生まれ変わ

る拠点となったビール・ブルワリーの世界初フラッグシップ店、6名の若手人気料理人の味が楽しめるオー

ルデイダイニング、五感に訴えかけるシンプルで上質なホテルなど、かつての江戸・明治から続く兜町の

良さを大切に残しながら、起点となり輝点となる街に変貌を遂げつつあります。

　不動産事業は、中野会長CEOがモットーとされている長期投資に照らすと、その投資対象が国際分散

有価証券と土地・建物とで異なれど、長期投資のポートフォリオという点では共通しているかと思います

…ちょっとこじつけ感が漂うでしょうか（笑）。巷間、「先祖代々の土地」と言う表現がありますが、ここ日本

橋兜町、茅場町も江戸時代から所有者が同じという土地も点在しています。その代表例が茅場町にある

日本橋日枝神社で、山王(赤坂)にある徳川家の氏神様、日枝神社の御旅所です。また、明治、大正、昭和

初期に開業し、現在もその創業地で暖簾を守り続けている老舗の飲食店・企業も数々あり、今風に言えば

「サステナブル」な街とも言えます。

　江戸時代からの良き文化・歴史を継承しつつ、起業・コト始め・輝点の街として先駆ける街、兜町・茅場町。

　 「今年の四字熟語」として中野会長CEOが社内に共有されている「進取果敢」、その言葉を地で行く人々

が集う街、兜町・茅場町に元気を貰いにいらっしゃいませんか。

ゲストからの応援メッセージ

1982年4月東京証券取引所へ入所し、常務取締役、取締役専務執行役員を経て、2017年平和不動産取締役専務執行役員、
2019年同社代表取締役社長に就任。

平和不動産株式会社 代表取締役社長

P R O F I L E

土本 清幸 氏
つち もと きよ ゆき

セゾン投信のファンドも3本になりました。ファンド毎の違いは
どうやって比較すれば良いの？という皆さまに重要情報シート
を使って比較する方法をご案内！どのファンドもお客さまが納
得できる豊かな将来を実現するための「長期・積立・分散」に
適したファンドですが、許容できるリスク・リターンを踏まえた
うえで、ご自身に適したファンドを選んでください！

重要情報シートで比較！

投資先と運用手法で比較

想定してる購入層も異なります 

セゾン・バンガード・
グローバル

バランスファンド

●国内外の株式と債券に50％
ずつ投資

●国際分散投資を行うことによ
り、短期的な価格変動リスク
を抑えながら安定的なリター
ンの獲得を目指す

国際分散

セゾン・バンガード・
グローバル

バランスファンド

●国際分散型バランスファンド
としての、ミドルリスク・ミド
ルリターンを許容できる方

●自らが納得できる豊かな将
来を実現するために、経済的
自立を目指している全ての方

セゾン
資産形成の達人

ファンド
国際分散

●長期的な視点で国内外の個別
銘柄の価値に着目して投資

●多面的な調査を行った上で価
値に対して割安と考えられる株
式に投資を行う国内外のファン
ドに分散投資を行うことにより、
リスクを抑えながら長期的に高
いリターンの獲得を目指す

セゾン
資産形成の達人

ファンド

●国際分散型株式ファンドとして
の、ハイリスク・ハイリターン
を許容できる方
●自らが納得できる豊かな将来
を実現するために、経済的自立
を目指している全ての方

セゾン共創日本ファンド

●特化型・国内株式ファンドとしての、ハ
イリスクを許容できる方
●次世代の豊かな社会生活を支えるため
に、国内産業界の競争力向上を目指す
当社の理念に共感し、運用資金を投入
することが出来る方

セゾン共創日本ファンド

日本特化型

●国内の金融取引所に上場している株式
を長期的な視点で厳選して投資

●主としてボトムアップ・リサーチによっ
て、長期間の保有を前提として厳選し
た銘柄で構成されるポートフォリオを
構築

●１銘柄あたりの比率が10％を超えるこ
とのある「特化型運用ファンド」に分類
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今 月 の 積 立 購 入 で の 約 定 日 3 月 2 4 日（ 木 ）

上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、
上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。
※セゾン共創日本ファンドは国内市場休業日に準じます。

● 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

買付・解約 受付不可日

下記は2022年3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。
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。
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。

買付・解約 受付不可日のお知らせ
（2022年3月3日～2022年4月5日）

3月17日（木）・・・・・・・・・聖パトリックの日 ▶　

3月18日（金）・・・・・・・・・銀行休業日 ▶　

セミナー＆イベント情報

オンラインセミナー ※セゾン投信Webサイトのセミナー情報よりお申込みください。
　（お申込み時にメールアドレスが必要となります）

セミナー情報はこちら
https://www.saison-am.co.jp/seminar/ 第2回共創日本会議

※YouTubeLiveでの限定配信となります。後日ホームページで動画を公開いたします。

2022年3月27日（日）　14：00～16：00【 】開催日時

共創日本会議ではセゾン共創日本ファンドのポートフォリオマネージャーである山本が、皆さまと一緒に毎回テーマを
決めて長期投資の哲学・各セクターの知識などのディスカッションを行います。
うちだまさみ氏をコーディネーターとして迎え、活発で有機的なミーティングになるように進行してまいりますので是
非ご参加ください。

山本 潤
セゾン投信

国内株式運用部長
兼ポートフォリオ

マネージャー

うちだまさみ氏
(フリーアナウンサー）

コーディネーター

共創日本会議はちょっとハードルが高いと感じる方に！ファンドの入門編セミナーとなります。
新ファンド設立の背景とともにファンドのビジョンや運用哲学、そして特色をポートフォリオ
マネージャーの山本からお話しいたします。是非お気軽にご参加ください！

2022年3月10日（木）、24日（木）　19：00～19：40【 】開催日時

セゾン共創日本ファンドセミナー
～企業との対話を通して豊かな社会の実現を目指す新ファンドをご紹介します！～

オンラインセミナー

投資信託の社会的意義
～社会に変革をもたらし、私たちの生活に欠かせない投資信託のこれまでとこれから～

投資信託（ファンド）がどのように社会に必要とされ、これからどのように活用していけばいいのか。
歴史的な流れとともに、その社会的意義をシンプルに解説いたします。

2022年3月23日（水）　19：00～19：40【 】開 催日時 セゾン投信
事業推進ユニットリーダー

西生 智久

※本セミナーは生配信のみとなります。

セゾン投信
事業推進ユニット

堀川 莉乃

はじめまして、セゾン投信です！
もっとセゾン投信について知ってみたいと思っている方に分かりやすく「セゾン投信のこと」「セゾン投信のファ
ンドのこと」をギュッとまとめてお伝えします。講師と同じ20代の方、大歓迎です！

2022年3月16日（水）　19：00～19：30【 】開 催日時

堀川 莉乃（セゾン投信 事業推進ユニット）
※本セミナーは生配信のみとなります。

※本セミナーは生配信のみとなります。

【 】講 　 　 師

西生 智久（セゾン投信 事業推進ユニットリーダー）【 】講 　 　 師

PC／スマートフォンでのお申込み

https://www.saison-am.co.jp/seminar/ホームページ「セミナー情報」
はこちらから

03−3988−8668 営業時間：9：00～17：00
（土日祝日、年末年始を除く）セゾン投信お客さま窓口

お電話でのお申込み

リアルセミナー

トライアングルセッション：人生100年時代とiDeCo＆つみたてNISA
「今すぐできる ! iDeCoとつみたてNISA超入門」、「人生１００年時代の年金・イデコ・NISA戦略」、それぞれの書籍が昨年末に出版されました。
著者３人による鼎談形式のセミナーです。
著者でもある会長CEO中野が井戸美枝氏、田村正之氏を迎え、人生100年時代というワーディングが定着した社会状況の中で３人それぞれ
の視座から見えるiDeCoとつみたてNISAについてセッションを行います。

2022年3月26日（土）　14：00～16：00【 】開 催日時
【 】KABUTO ONE HALL＆CONFERENCE（東京都中央区）場 　 　 所
【 】80名（お申込み先着順）定 　 　 員
【 】井戸 美枝 氏（井戸美枝事務所 代表）

田村 正之 氏（日本経済新聞 編集委員）　
中野 晴啓（セゾン投信 代表取締役会長CEO）

講 　 　 師
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スタッフのつれづれだより

編 集 後 記 セゾン投信SNS
こちらでもチェック！

投 資 の 名 言

長期投資仲間へのメッセージ vol.180
セゾン投信の進化と継続

セゾン投信株式会社 代表取締役社長COO　園部 鷹博

NEWS LETTER
セゾ ン 投 信 お 客 さ ま へ の メ ッ セ ー ジ

今月のセゾン
投信口座数

2022年2月28日現在 155,206 件

2022 3［Mar.］    vol.180

SPECIAL FEATURE
重要情報シートで比較！

セミナー&イベント情報
買付・解約 受付不可日のお知らせ

ゲストからの応援メッセージ
KABUTO-CHO
平和不動産株式会社 代表取締役社長　土本 清幸氏

今年は各地で大雪に見舞われ、東京でも大雪の情報に振り回されることがあり
ました。天気「予報」として雪の予想は難しいとのことですが、あくまで予想とし
て受け止めれば、ある程度の対策、準備ができる分、外れても実害はありません。
一方、天気と違って相場の予想は外れると金銭的に実害が発生します。噂や予
想に起因する相場の乱高下に振り回されるようでは長期投資家とはいえず、セゾ
ン投信では相場の予想はいたしません。「セゾン共創日本ファンド」は本源的価
値のある企業を見つけ投資していくことで着実な成長を目指しています。わたし
たちは投資先企業を徹底的に分析、理解すること、そして対話し改善点を提案し
ていくことを大切にしています。もちろん投資家の皆さまにも丁寧にご説明し、
理解を深めていただける場をご提供してまいります。納得して長期保有に足る
ファンドに投資する、これこそが長期投資を続けられる秘訣だと考えております。
オンラインセミナーや動画を学びのツールとしてぜひご活用ください。（亜）

セゾン投信ではフェイスブック、ツイッ
ターなどSNS等でも情報を発信してい
ます。

花粉症を大学生の頃に発症し、かれこれ３０年が過ぎました。
当初は鼻詰まりが酷く、横になって寝ることが出来ずに一晩

中椅子に座ったままウトウトしていました。就職先を探す際、なるべ
く迷惑をかけずに済む業種にしようと、２月３月は授業の無い大学教
員の道を選びました。妻と暮らし始めてからは妻に迷惑をかけるの
を心苦しく思い、花粉症の減感作療法を始めました。2003年のこ
とです。毎月の注射が面倒でしたが数年で症状は劇的に改善し驚い
たものです。折しも内部統制ブーム到来でIT監査/改善が出来る人
を探している企業が多くあり、そこから私のシステム監査屋・セキュ
リティ屋としての人生が始まることになります。運命は不思議です。

管理ユニット 庄司

ゾン投信に入社して9年が経ちました。主として、会社経理、
投信計理、ディスクロージャーを担当しています。セゾン投

信で仕事をしていて何が楽しいかというと、断トツこれ！次々と新しい
ことがやってくることです。近々では新ファンド（セゾン共創日本ファ
ンド）の設定・運用開始がありました。セゾン・バンガード・グロー
バルバランスファンドに米国籍ファンドを始めて組み入れたこともあ
りました。覚えること、学ぶこと、対処することが行進してやってくる
ので退屈する暇がありません。
プライベートでは、この3年の間に毛と尾っぽの生えた同居者を失っ
てしまったので、歩いている最中に新たな同居者に出会わないかと
キョロキョロしている毎日です。

経営企画ユニット 兼 システムユニット 斉藤

杉 セ

下調べをしなければ、決して得るものはないだろう。

ジム・ロジャース氏の言葉です。
セゾン共創日本ファンドでは徹底的な下調べを行って投資先企業を選別しています。

You will never get anywhere if you do not do your homework.
ー Jim Rogers

セゾン投信公式チャンネルでは過去のセミ
ナー動画をご覧いただけます。1月16日の新
ファンドセミナーを見逃した方はぜひご覧に
なってください！チャンネル登
録しておけば新作動画も見逃し
なし！

YouTube

■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、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。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。■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。
■当社が設定・運用・販売する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。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（以下、２つのファンド）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。２つの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。他方、セゾン共創日本ファンド（以下、当ファンド）は、主として国内の上場企業に
投資を行います。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、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。加えて、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、
市場動向にかかわらず基準価額の変動は相対的に大きくなる可能性があります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本を割り込む
ことがあります。運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。 当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものではあ
りません。■当社の投資信託は信託報酬等（税込最大年率1.35±0.2%程度）の費用がかかります。また、換金時の費用として信託財産留保額（基準価格に0.1%の率を乗じた額）が
かかります。お申込みにあたってはセゾン投信からお渡しする投資信託説明書（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。

発行：セゾン投信株式会社
（設定・運用・販売を行います）

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第349号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

お問い合わせ先：セゾン投信お客さま窓口
☎03-3988-8668 営業時間9：00～17：00（土日祝日、年末年始を除く）
https://www.saison-am.co.jp ホームページからもご覧になれます。


