
21-A2G11-R29 

２０２１年８月吉日 

確定拠出年金にご加入の皆さま 

運営管理機関 三井住友海上火災保険株式会社 

 

運用商品についてのご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。弊社業務につきましては格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、ご加入いただいております確定拠出年金制度の運用商品のうち、下記運用商品の投資対

象マザーファンドが変更となりますのでご案内いたします。なお、これに伴い、運用基本方針

や運用体制等の変更はございません。詳細につきましては、添付の三菱ＵＦＪ国際投信株式

会社（当該運用商品運用会社）の「約款変更（予定）のお知らせ」をご覧ください。 

なお、ご不明な点がございましたら、以下のコールセンターまでお問い合わせください。 

敬具 

記 

 

商品名 

１回目の変更後 

（2021年 8月 20日～ 

2021年 12月 27日） 

２回目の変更後 

（2021年 12月 28日～） 

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型） 

（確定拠出年金） 

投資対象とするマザー

ファンド(※)の追加 

投資対象とするマザー

ファンド(※)の削除お

よびベンチマークの変

更 

三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）

（確定拠出年金） 

三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型） 

（確定拠出年金） 

三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産） 

（確定拠出年金） 

（※）追加・削除となるマザーファンドの詳細は、添付の三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（当該運用商品運用会

社）の「約款変更（予定）のお知らせ」をご覧ください。 

以上 

 

三井住友海上 確定拠出年金コールセンター 

０１２０－１６８－４０１ 

平日：９：００～２０：００ 土日：９：００～１７：００ 

（祝日、振替休日および年末年始を除く） 

 



2021 年 8 月 20 日 

 

加入者のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

 

「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）」 

約款変更のお知らせ 

 
 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
 さて、弊社「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）」につき
まして、投資対象とするマザーファンドの追加の約款変更を行いました。また、
投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更の約款変更を予
定しておりますので、お知らせ申し上げます。 
 
本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございま

せん。 
 
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご

愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

本件変更に関しまして、加入者のみなさまのお手続きは不要です。 

 
敬具 

 

記 

 

1．対象ファンド 

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 

2．約款変更日 

 ①2021年8月20日 

②2021年12月28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 変更内容 

①当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの追加 

  ・日本債券インデックスマザーファンド 

・ＴＯＰＩＸマザーファンド 

・外国債券インデックスマザーファンド 

・外国株式インデックスマザーファンド 

②当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更 

   削除されるマザーファンド  

・三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 

ベンチマークの変更 

（変更前）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

（変更後）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） 

 

4．変更理由 

 同一インデックスに連動するマザーファンドにおいて、ファンド集約による純資

産規模拡大によってパフォーマンスの改善が見込めることから、対象ファンドの投

資対象マザーファンドを変更するものです。 

   

以上 
 

 

 

 

・ 本お知らせに関するお問い合わせ 

   三菱ＵＦＪ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034 

 【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1月 3日を除く）】 

・ 加入者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ 

  お取引のある運営管理機関へお問い合わせください。 



2021 年 8 月 20 日 

 

加入者のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

 

「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」 

約款変更のお知らせ 

 
 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
 さて、弊社「三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）」に
つきまして、投資対象とするマザーファンドの追加の約款変更を行いました。ま
た、投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更の約款変更
を予定しておりますので、お知らせ申し上げます。 
 
本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございま

せん。 
 
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご

愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

本件変更に関しまして、加入者のみなさまのお手続きは不要です。 

 
敬具 

 

記 

 

1．対象ファンド 

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 

2．約款変更日 

 ①2021年8月20日 

②2021年12月28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 変更内容 

①当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの追加 

  ・日本債券インデックスマザーファンド 

・ＴＯＰＩＸマザーファンド 

・外国債券インデックスマザーファンド 

・外国株式インデックスマザーファンド 

②当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更 

   削除されるマザーファンド  

・三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 

ベンチマークの変更 

（変更前）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

（変更後）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） 

 

4．変更理由 

 同一インデックスに連動するマザーファンドにおいて、ファンド集約による純資

産規模拡大によってパフォーマンスの改善が見込めることから、対象ファンドの投

資対象マザーファンドを変更するものです。 

   

以上 
 

 

 

 

・ 本お知らせに関するお問い合わせ 

   三菱ＵＦＪ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034 

 【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1月 3日を除く）】 

・ 加入者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ 

  お取引のある運営管理機関へお問い合わせください。 



2021 年 8 月 20 日 

 

加入者のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

 

「三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）」 

約款変更のお知らせ 

 
 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
 さて、弊社「三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）」につき
まして、投資対象とするマザーファンドの追加の約款変更を行いました。また、
投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更の約款変更を予
定しておりますので、お知らせ申し上げます。 
 
本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございま

せん。 
 
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご

愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

本件変更に関しまして、加入者のみなさまのお手続きは不要です。 

 
敬具 

 

記 

 

1．対象ファンド 

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 

2．約款変更日 

 ①2021年8月20日 

②2021年12月28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 変更内容 

①当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの追加 

  ・日本債券インデックスマザーファンド 

・ＴＯＰＩＸマザーファンド 

・外国債券インデックスマザーファンド 

・外国株式インデックスマザーファンド 

②当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更 

   削除されるマザーファンド  

・三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 

ベンチマークの変更 

（変更前）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

（変更後）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） 

 

4．変更理由 

 同一インデックスに連動するマザーファンドにおいて、ファンド集約による純資

産規模拡大によってパフォーマンスの改善が見込めることから、対象ファンドの投

資対象マザーファンドを変更するものです。 

   

以上 
 

 

 

 

・ 本お知らせに関するお問い合わせ 

   三菱ＵＦＪ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034 

 【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1月 3日を除く）】 

・ 加入者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ 

  お取引のある運営管理機関へお問い合わせください。 



2021 年 8 月 20 日 

 

加入者のみなさま 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

 

 

「三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）」 

約款変更のお知らせ 

 
 
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 
 さて、弊社「三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）」につき
まして、投資対象とするマザーファンドの追加の約款変更を行いました。また、
投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更の約款変更を予
定しておりますので、お知らせ申し上げます。 
 
本件変更後も当該ファンドの運用方針および運用プロセスには変更はございま

せん。 
 
本件変更の趣旨についてご理解賜りますとともに、今後とも弊社投資信託をご

愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

本件変更に関しまして、加入者のみなさまのお手続きは不要です。 

 
敬具 

 

記 

 

1．対象ファンド 

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 

2．約款変更日 

 ①2021年8月20日 

②2021年12月28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 変更内容 

①当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの追加 

  ・日本債券インデックスマザーファンド 

・ＴＯＰＩＸマザーファンド 

・外国債券インデックスマザーファンド 

・外国株式インデックスマザーファンド 

②当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの削除およびベンチマークの変更 

   削除されるマザーファンド  

・三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 

・三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 

ベンチマークの変更 

（変更前）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

（変更後）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） 

 

4．変更理由 

 同一インデックスに連動するマザーファンドにおいて、ファンド集約による純資

産規模拡大によってパフォーマンスの改善が見込めることから、対象ファンドの投

資対象マザーファンドを変更するものです。 

   

以上 
 

 

 

 

・ 本お知らせに関するお問い合わせ 

   三菱ＵＦＪ国際投信 お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034 

 【受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12 月 31 日～1月 3日を除く）】 

・ 加入者さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ 

  お取引のある運営管理機関へお問い合わせください。 


