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変わらないセゾン投信に、「好き！」が止まらない
心とお財布を幸せにする専門家、
ファイナンシャルプランナー（CFP®）
山中 伸枝氏

年初から折に触れセゾン共創日本ファンドをご紹介してまいりましたが、皆さま
から当社が投資の方針、方向性を変えたのではないか、というご質問をいただく
ことがあります。そんなご心配を払拭するために、社長COO園部がお客さまか
らのご質問を代弁し、国際分散型2ファンドのポートフォリオマネージャーである
瀬下がお答えする形のオンラインセミナーを開催しております。3月に開催した

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド編」はYouTube動画でもご
覧いただけます。個人の資産形成には国際分散型ファンドを長期、積立すること
が最善の方法であるという当社の方針に全く変更はございません。ファンドの
運用方針も設定来より変わらず、ぶれておりません。安心して資産形成のお供
にご活用ください。セゾン投信のファンドは、「自分の将来のため」の国際分散
型2ファンド、「日本の将来のため」の日本株ファンドと覚えていただければわか
りやすいと思います。（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。

には、ヨーロッパに好きな川が二つあり、その一つがドナウ
川です。その中でもドナウ川を眺めるベストなポイントは、

ブダペストにあるセーチェーニ鎖橋とドナウ川の光景で、何とも言え
ない情緒豊かな雰囲気とクラシック音楽が自然と頭に流れてくる感
じがとても気に入っている場所です。ヨハン・シュトラウス二世作曲

「美しき青きドナウ」はオーストリアでは第2の国歌と呼ばれています
が、残念ながらオーストリアで見るドナウ川は奇麗ではありません。
ブダペストの中世にいるような古城や歴史的建造物が立ち並ぶドナ
ウ川に、また近い日に訪れたいと考えております。もう一つの川に
ついては、また今度！

顧客サービスユニット 藤澤

客さま窓口のテレフォンオペレーターをしております。以前、
銀行の窓口業務に携わっていたことがありますが、対面式の

接客と異なり、電話でのそれは難しいと感じることが多いです。例
えば、ファンドの説明ですと、お客さまのお手元に資料がないなかで、
どのようにすればわかりやすくお伝えできるかと試行錯誤の毎日で
す。また、日々心がけていることは、笑顔ならぬ『笑声』で応対する
ということです。こちらの表情がご覧いただけないお客さまに、少
しでも安心や心地よい時間をお届けできるよう、今後も『笑声』を
モットーに精進してまいります。

人事労務ユニット 大関

私 お

もし投資が娯楽で楽しんでいるなら、おそらく儲かっていないでしょう。良い投資とはつまらないものです。

ジョージ・ソロス氏の言葉です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは投資方針に則り愚直にリバランスを行っています。

If investing is entertaining, if you’re having fun,
you’re probably not making any money. Good investing is boring.

ー George Soros

長期投資仲間へのメッセージ vol.181
長期投資家の真贋が問われる時
セゾン投信株式会社 代表取締役会長CEO　中野 晴啓

2022年3月31日現在 155,388 

LINEに新キャラクター「つづくちゃん」が登場！
画面もすっきり見やすくなりました。
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『 変わらないセゾン投信に、「好き！」が止まらない 』

　コロナ禍で様々な動きが停滞している中でも、セゾン投信は立ち止まる気配さえありません。最近ま

た信託報酬の引き下げを発表されましたし、お客さまのお金に関するお悩みに寄り添い、ライフプランを

支えるサービスである「顧客本位の相談室」も始められたりと、どんどん変化を遂げています。でも不思

議と「いつものセゾン投信」なんですよね。発せられるメッセージは、変わることなく投資家にあたたかく

語り掛けてくれます。

　リニューアルされたウェブサイトでは、「ＳＡＭらいふ」というお客さま体験談が大好きで、興味深く拝見

しています。年齢もバックグラウンドも異なる方たちが、セゾン号に乗車したきっかけなどを実に活き活

きとお話されています。長期投資という先の見えない旅路ですが、素敵な同乗者がいるからこそ、乗り

続けられるような気がします。

　セゾン号に長らく乗車している身としては、もちろん「セゾン共創日本ファンド」にも興味津々です。「な

ぜセゾン投信が日本株？」と思っていらっしゃる方も少なくないと思いますが、講演会でポートフォリオマ

ネージャーの山本氏のお話を伺い謎が解けました。なぜなら、ブレないセゾン投信そのものだったから

です。

　２２年間も学生を続けているというやまじゅんさん（私もこう呼ばせてください）の熱のこもったお話ぶ

りにはお人柄が表れ、すぐにファンになりました。魅力的なお話ばかりでしたが、その中でも「高い志の

ある経営者とは？」の件がとても印象的でした。「中期計画はいらない。最終ゴールがどこなのか示すこと。

そのゴールが自分の世代で成し遂げられなくても良い。次の世代に託していけば良いのだ」とおっしゃる

姿にしびれました。投資判断においては、目に見える結果が重要視されることも多い中、やまじゅんさん

の見る光景はなんて壮大なんだろう。中野会長が熱心にラブコールを送ったというエピソードにもうなず

けました。

　私はファイナンシャルプランナーとして、お客さまにライフプランアドバイスを行う身ですが、資産形

成は喜びであるべきだと常々思っています。もちろん資産が成長することは喜びですが、学ぶ喜びそし

て社会に貢献する喜びもあります。私自身がセゾン号に乗車し続ける理由はまさにこの喜びを感じられ

ることが大きな理由で、だからこそ、私の好きは止まることがないのです。

　今世界中がウクライナの状況に心を痛めています。改めて感じるのは長期投資が目指す世界は、平和

あってこそということです。明日は今日よりもより良い世界になりますように、長期投資家の心が、苦し

い日々を強いられている人達に届きますようにと祈るばかりです。

ゲストからの応援メッセージ

米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業。「楽しい・分かりやすい・やる気になる」講演、ライフプラン相談、執筆など多数。
https://www.nobueyamanaka.com

心とお財布を幸せにする専門家、ファイナンシャルプランナー（CFP®）、
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役、FP相談ねっと 代表、
一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事

P R O F I L E

山中 伸枝 氏
やまなか のぶ え

信託報酬引き下げ！

実質的な負担額

運用資産総額5,000億円突破！

変更前（税込） 変更後（税込）

年1.35% ± 0.2%程度 年1.34% ± 0.2%程度

「Vanguard」（日本語での「バンガード」を含む。）商標は、The Vanguard Group, Inc. が有し、セゾン投信株式会社および承認さ
れた販売会社にのみ使用許諾されたものです。また「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」は、The Vanguard 
Group, Inc.より提供、保証又は販売されるものではなく、また投資に関する助言を受けていることを表すものでもありません。従って、
The Vanguard Group, Inc.は当ファンド・オブ・ファンズの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

詳しくは目論見書で！
信託報酬の引き下げと同じタイミングで目論見書が改訂されています。
信託報酬比率の内訳などもご確認いただけます。

年0.57% ± 0.02%程度 年0.56% ± 0.02%程度
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

スポット購入でファンドを購入される際には最新の目論見書をご確認いただく
必要があります。電子交付のお客さまはご注意ください。

【確認方法】
セゾン投信ネット取引にログイン。
口座管理 電子交付 投信目論見書 各ファンド目論見書PDF をポップアップ

セゾン
資産形成の達人ファンド 1,894.7億円

セゾン共創日本ファンド 17.7億円

運用資産総額 5,012.4億円

（2022年3月25日時点）

3,100.0億円
セゾン・バンガード・
グローバルバランスファンド

2022年3月25日にセゾン投信の3ファンド合計での運用資産総額が
5,000億円を突破しました！これもひとえにお客さまが、セゾン投信
の考え方に共鳴してくださり、相場の動きに惑わされることなく積立
を継続してくださった結果と考えております。
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セゾン投信ではフィデューシャリー宣言で明言している通り、信託報酬等の引き下げについて、当社の「事業
継続性」と「お客さまのコスト低減」とのバランスを図りながら常に検討しておりますが、この度、2022年3月
11日より「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」ともに信託報
酬を改定しました。昨今の低コスト競争には巻き込まれることなく、今後も検討を進めてまいります。
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セゾン投信ではフィデューシャリー宣言で明言している通り、信託報酬等の引き下げについて、当社の「事業
継続性」と「お客さまのコスト低減」とのバランスを図りながら常に検討しておりますが、この度、2022年3月
11日より「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」ともに信託報
酬を改定しました。昨今の低コスト競争には巻き込まれることなく、今後も検討を進めてまいります。
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今 月 の 積 立 購 入 で の 約 定 日

● 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

4 月 1 9 日（ 火 ）

4 月 2 1 日（ 木 ）

● セゾン共創日本ファンド

セミナー＆イベント情報 セミナー情報はこちら
https://www.saison-am.co.jp/seminar/

PC／スマートフォンでのお申込み

https://www.saison-am.co.jp/seminar/

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

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

下記は2022年4月5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4月5日～2022年5月9日）

買付・解約 受付不可日

4月15日（金）・・・・・・・・・グッドフライデー ▶　

4月18日（月）・・・・・・・・・イースターマンデー ▶　

5月  2日（月）・・・・・・・・・メーデー銀行休業日 ▶　

金沢商工会議所（石川県）【 】場 　 　 所

会場：50名　オンライン：500名（ともに申込先着順）【 】定 　 　 員

●「長期投資の心構え７箇条
～グラグラしない投資家になるために必要なこと～」
中野 晴啓（セゾン投信 代表取締役会長CEO）

●「市場下落時のコムジェストの考え方
～長期投資家コムジェストは市場が大幅下落した際に何を見て、どう動くか～」
高橋 庸介氏（コムジェスト・アセットマネジメント 代表取締役社長）

【 】プログラム

コムジェスト×セゾン投信 ハイブリッドセミナー in 金沢
～不安な状況だからこそ、改めて胸に刻もう！長期投資の心構え～

2022年4月16日（土）　14：00～16：00【 】開 催 日 時

高橋 庸介 氏
コムジェスト・

アセットマネジメント
代表取締役社長

中野 晴啓
セゾン投信

代表取締役会長CEO

ウクライナの状況に大きな衝撃を受け、先行きが不透明で将来の予測が困難な状態に不安を
覚えている方も多いのではないでしょうか。今の状況におろおろと動揺してしまっている方、長
期投資について改めて勉強したい方におすすめです。

疑問に思われていることやご質問を事前に募集し、その中からTOP10のメッセージを、皆さまに
代わって社長COO園部がポートフォリオマネージャーである瀬下に質問いたします。

皆さまに代わって社長がファンドマネージャーに質問します！
～セゾン資産形成の達人ファンド編～

園部 鷹博
セゾン投信

代表取締役社長
COO

瀬下 哲雄
セゾン投信

マルチマネージャー
運用部長 兼

ポートフォリオ
マネージャー

2022年4月13日（水）　19：00～19：40【 】日　時

300名（申込先着順）

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド編はYouTube動画でご覧いただけます。

【 】定　員

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）

リアルセミナー

「iDeCo」や「つみたてNISA」を活用した資産形成が定着する一方で、育てた資産をどのように
使っていけば良いのか、資産形成の出口戦略についての質問が非常に多くなっているのも事実
です。今回は「年金のプロ」と「積立王子」が「iDeCo」と「つみたてNISA」の活用方法も紹介し
ながら、皆さま各々に相応しい出口戦略が見つかるようにわかりやすく解説します。

【出口戦略セミナー】 iDeCoとつみたてNISA の出口戦略

2022年4月17日（日）　14：00～16：00【 】日　時

オービックホール ホールA（大阪府）【 】場　所

80名（申込先着順）【 】定 　 員

井戸 美枝 氏
井戸美枝事務所

代表

中野 晴啓
セゾン投信

代表取締役会長CEO

ハイブリッドセミナー

私たちの身の周りにある変化への気づきや、コロナ禍で変化していく日常や経済は将来
どうなっていくのか？“草食投資隊”の３名が２年ぶりに集結します。

草食投資隊２０２２
～日本の未来のために、私たちができること～

≪草食投資隊とは≫
運用のプロであるコモンズ投信 取締役会長 渋澤
健氏、レオス・キャピタルワークス 代表取締役会長
兼社長 藤野英人氏、セゾン投信 代表取締役会長
CEO中野晴啓の３人がガツガツしない草食系の積
立投資で「長期投資を根付かせたい」との想いから
結成しました。

2022年4月25日（月）　19：00～21：00【 】日　時

3,000名（ログイン先着順）
参加方法はセミナー情報をご確認ください。

【 】定　員

セゾン共創日本ファンドでも定期積立がスタートしました！
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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

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

件

2022 4［Apr.］    vol.181

SPECIAL FEATURE
運用資産総額5,000億円突破！
信託報酬引き下げ！

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
変わらないセゾン投信に、「好き！」が止まらない
心とお財布を幸せにする専門家、
ファイナンシャルプランナー（CFP®）
山中 伸枝氏

年初から折に触れセゾン共創日本ファンドをご紹介してまいりましたが、皆さま
から当社が投資の方針、方向性を変えたのではないか、というご質問をいただく
ことがあります。そんなご心配を払拭するために、社長COO園部がお客さまか
らのご質問を代弁し、国際分散型2ファンドのポートフォリオマネージャーである
瀬下がお答えする形のオンラインセミナーを開催しております。3月に開催した

「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド編」はYouTube動画でもご
覧いただけます。個人の資産形成には国際分散型ファンドを長期、積立すること
が最善の方法であるという当社の方針に全く変更はございません。ファンドの
運用方針も設定来より変わらず、ぶれておりません。安心して資産形成のお供
にご活用ください。セゾン投信のファンドは、「自分の将来のため」の国際分散
型2ファンド、「日本の将来のため」の日本株ファンドと覚えていただければわか
りやすいと思います。（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。

には、ヨーロッパに好きな川が二つあり、その一つがドナウ
川です。その中でもドナウ川を眺めるベストなポイントは、

ブダペストにあるセーチェーニ鎖橋とドナウ川の光景で、何とも言え
ない情緒豊かな雰囲気とクラシック音楽が自然と頭に流れてくる感
じがとても気に入っている場所です。ヨハン・シュトラウス二世作曲

「美しき青きドナウ」はオーストリアでは第2の国歌と呼ばれています
が、残念ながらオーストリアで見るドナウ川は奇麗ではありません。
ブダペストの中世にいるような古城や歴史的建造物が立ち並ぶドナ
ウ川に、また近い日に訪れたいと考えております。もう一つの川に
ついては、また今度！

顧客サービスユニット 藤澤

客さま窓口のテレフォンオペレーターをしております。以前、
銀行の窓口業務に携わっていたことがありますが、対面式の

接客と異なり、電話でのそれは難しいと感じることが多いです。例
えば、ファンドの説明ですと、お客さまのお手元に資料がないなかで、
どのようにすればわかりやすくお伝えできるかと試行錯誤の毎日で
す。また、日々心がけていることは、笑顔ならぬ『笑声』で応対する
ということです。こちらの表情がご覧いただけないお客さまに、少
しでも安心や心地よい時間をお届けできるよう、今後も『笑声』を
モットーに精進してまいります。

人事労務ユニット 大関

私 お

もし投資が娯楽で楽しんでいるなら、おそらく儲かっていないでしょう。良い投資とはつまらないものです。

ジョージ・ソロス氏の言葉です。
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドは投資方針に則り愚直にリバランスを行っています。

If investing is entertaining, if you’re having fun,
you’re probably not making any money. Good investing is boring.

ー George Soros

長期投資仲間へのメッセージ vol.181
長期投資家の真贋が問われる時
セゾン投信株式会社 代表取締役会長CEO　中野 晴啓

2022年3月31日現在 155,388 

LINEに新キャラクター「つづくちゃん」が登場！
画面もすっきり見やすくなりました。

LINEリニューアル！

お友達
登録は

こちらから

■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1.34±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。


