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新年のご挨拶

瀬下（マルチマネージャー運用部長）
新たに、国内株式の運用が開始されることに伴い、2007
年の設定以来、セゾン・バンガード・グローバルバランス
ファンドおよびセゾン資産形成の達人ファンドの運用を担

当してきた運用部の名称がマルチマネージャー運用部に変更となりまし
た。マルチマネージャー運用とは、ファンド・オブ・ファンズを含む、外部
の優れたマネージャーの知見を活かす運用スタイルのことで、引き続き
この分野の専門家として、経験を積み重ねるとともに知見を高めながら、
これまでと変わらず、受益者の皆さまの長期の資産形成に資することが
できるように努めてまいります。

山根（事業統括部長）
昨年も引き続きコロナとの戦いの１年でしたが、一方で私
を含め多くの方はロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平
選手に元気づけられたのではないでしょうか。

記録は報道等で語りつくされているので割愛しますが、誰もが成しえな
かった二刀流をMLBでも果たしたことに感動し未だに余韻に浸っていま
す。気づけば家が大谷翔平選手のグッズでいっぱいです（笑）。私はも
ちろん、この活躍によって子どもたちに夢や希望を、現役選手にもイン
パクトを与えられるなど世の中への影響力は絶大です。
誰もが成しえないことにチャレンジし、努力して実現する姿勢を私たちも
見習わないとなりません。２０２２年早々に当社も新ファンド、相談サービ
スなど新たなチャレンジがたくさん待っています。セゾン号の皆さまと
感動を共に分かち合えるような１年にしたいと思います！

片多（内部監査室長）
今年、私は年男になりますので、これまでの自分自身の人
生を振り返ってみました。平凡なサラリーマン人生でした
が、それでも、それぞれの寅年に12年後の自分の姿をど

れだけ予想できたかと考えると、ほとんどの場合、全く予想できなかった
ことに思い至りました。
セゾン投信は、人間でいえば高校生。背は毎年伸びるし、将来への夢と
希望にあふれていますが、人生経験は十分とは言えず、未熟な面もあり
ます。この会社が、夢を実現し、幸せな人生（？）を送れるよう、職場の
同僚とともに力を尽くしてまいりたいと思います。

「1000年先のビジョン」　　
イタリアのアパレル会社、ブルネロクチネリ社が先日、1000年
先のビジョンを発表したと聞きびっくりしました。人生100年時

代、という言葉はようやく現実的に捉えられるようになりましたが、それにして
も飛びぬけています。でも、改めて考えると、セゾン投信のような資本市場の
鎖を繋ぐ会社こそ、「どんな会社なら1000年後にも必要とされているのか？」
を真剣に考えることが必要なのかもしれません。ブレない軸がしっかりしたも
のであればあるほど、この先の環境変化にしなやかに対応できますからね。
遠くにある未来に思いをはせ、久しぶりに眉を開く思いがする新春です！

廣江（コンプライアンス室長）

山本（国内株式運用部長）
みなさま。明けましておめでとうございます。
間もなくセゾン共創日本ファンドの運用が始まります。ポートフォ
リオマネージャーとして精一杯頑張ります。厳選された日本株

式を長期保有することで対話を通じて日本企業の企業統治の高度化に微力な
がら貢献してまいります。またお客さまとの丁寧なコミュニケーションを心掛け、
投資先企業について共に学び理解する場を設けていくつもりです。あらためて
長期投資とはなにか一緒に考えていきましょう。応援よろしくお願いいたします。

市本（管理統括部長）
お察しいただいているかもしれませんが、このご挨拶文はまだ
年明け前の2021年に書いています。年賀状の着手が遅い私
にとって初めての2022年新年挨拶になりますが、自然と新しい

年に向け自分自身が前向きにアップデートされる気持ちになる、言葉の効果は
大きいですね。
新しい年の訪れとともに、目標を立てた方、新しいことが始まることが決まっ
ている方、お子様の卒業・入学など、前向きなこの気持ちが一年繰り返し思い
出され続いていくよう願いながら、私自身も今の気持ちを見失わず一年が過
ごせるよう楽しんでいこうと思います。

津田（広報・CEO室長）
昨年15周年ファンミーティングと称して全国15か所でお伝えし
てきたことですが、2022年を迎え、ニュースが2つあります。
1つ目は、新しいファンドの提供です。セゾン投信創業以来、ずっ

と大切に育ててきた2本のファンドに加えて、15年目にして3本目の日本株の
厳選アクティブファンドをつくりました。2つ目は新しいサービスで、お客さま
との１対１の相談サービスです。金融商品の販売を目的とする世の中の大多
数の相談サービスとは全く異なる、お客さまの利益だけを考えたアドバイスを
するしくみです。セゾン投信の新しい取り組みにぜひご期待ください。

今年の四字熟語
セゾン投信では毎年、会長CEO中野が「今年の四字熟語」を社内に発表しています。

1年の心構えを内包する四字熟語を共有することで社員一同、方向をそろえて邁進してまいります。

2022年のセゾン投信はお客さまの投資生活を支えるため様々なサービスを進取果敢にご提供してまいります。
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みずから進んで積極的に事をなし、決断力が強く大胆に突き進むさま。▽「進取」はみずから進
んで事をなすこと。「果敢」は決断力が強く大胆に物事を行うさま。（三省堂 新明解四字熟語辞典より）
意 味

■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。■当社の運用、販売する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。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（「集中投資リスク」）。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。■当ファンドは信託報酬等（税込年率1.012%）の費用がかかります。また、直接的に負担する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販売会社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。







新ファンドが登場！

信 託 報 酬 年1.012%（税抜0.92％）

信託財産留保額 0.1％

～セゾン共創日本ファンドの運用スタート～
セゾン投信が切り拓く新時代

どんなファンドか詳しく知りたいお客さま必見！
会長CEO兼CIO中野とポートフォリオマネージャー山本が
全国5か所でセミナーを行います。
初日の1月16日はハイブリッド開催となりますので
オンライン（定員なし）でもご視聴いただけます。
詳細・お申込みは右記QRコードからご確認ください。

国内株式運用部長兼ポートフォリオマネージャー　山本 潤

今、かつてないほどのスピードでイノベーションが進む中、その恩恵
を受ける日本の上場企業にしっかりと投資をしていきたい。日本の証券市場はガバナン
スをテーマに変革期を迎えています。私たちと一緒に企業の持続的成長が実現できる
ように支援を行い、社会全体を豊かにしていきましょう。

セゾン投信は
企業とお客さまを結ぶ長期的なパートナーとして、
コミュニティーの形成を目指します。
投資先企業には持続的成長を実現できるように
提案型の対話を行い、お客さまには企業理念や
ビジネスモデルを深く理解していただく場を設けることで
お客さまと共に学び歩む投資信託にしてまいります。

対 話対 話

セゾン投信

お客さま

投資先企業

投 資

報 告報 告エンゲージメント
議決権行使
エンゲージメント
議決権行使

豊かな社会

企業価値の
向上

投資
リターンの
向上

1.企業価値の向上
2.持続可能性の向上
3.社会課題の解決

購 入 時 手 数 料 0％

特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度※が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するファンドをい
います。当ファンドが主要投資対象とする国内の金融取引所に上場している株式等には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が
存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、
大きな損失が発生することがあります。
※寄与度とは投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める割合または運用管理等に用いる指数における一発行体
あたりの構成割合をいいます。

※つみたてNISAの対象商品ではありません。
当ファンドは有価証券届出書を2022年1月5日に関東財務局長に提出しました。効力発生、当初募集詳細については
右記QRコードよりご確認ください。
新ファンド以外のお問い合わせおよび2月1日以降は通常のセゾン投信お客さま窓口をご利用ください。

：セゾン共創日本ファンド専用お客さま窓口（1月５日～ 31日限定）
：03‐3988‐8735
：平日9：00～17：00、当初募集期間中のみ土日10：00～15：00
：2022年1月21日～ 1月31日
：2022年2月1日
：当初募集では、専用お客さま窓口電話でスポット購入のみお申込み可能です。
  定期積立プラン、一般NISA、ジュニアNISAは継続募集開始以降（2月1日～）にお申込みいただけます。

お問い合わせ・お申込み
電 話 番 号
受 付 時 間
当 初 募 集 期 間
設 定 日・継 続 募 集 開 始
購 入 方 法

今、日本の企業は本気で変わろうとしています！

代表取締役会長CEO
兼CIO

中野 晴啓

セゾン号乗客の皆さまはご自身の将来のため、資産形成を目的として
「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」で
相応の資産を築いてこられました。
しかし、将来のために金融資産を形成するだけで良いのでしょうか？
私たちの依って立つ日本社会を健全に成長させることも重要です。
セゾン投信では社会の持続的成長のためには良い企業に成長してもらい、
社会に還元してもらうことが大切と考え、
対話を軸に据えた日本株式への直接投資を始めます。
個人の資産形成に資するのは世界経済の成長を取り込む
グローバル投資であるという信念に代わりはありませんが、
「セゾン共創日本ファンド」ではご自身のためはもちろんのこと、
次世代にも良い日本社会を繋げるため、
企業の成長を支える投資を一緒に行っていきましょう。

セゾン共創日本ファンド
詳細はこちら
https://www.saison-am.co.jp/japan/

セゾン共創日本ファンド
特化型運用ファンド

ファン
ド説
明会
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今 月 の 積 立 購 入 で の 約 定 日 1 月 2 1 日（ 金 ）

今年は広島を皮切りに、全国7か所で開催いたします。これまでの長期投資の旅の成果とこれからのセ
ゾン号の運行を皆さまと共有する運用報告会へのご参加をお待ちしております！最終日の3月12日は会
場とリアルタイムオンライン配信のハイブリッド開催となりますので、ご来場いただけない方もぜひご参
加ください。

14：00 ～ 16：30（各会場共通）【 】プログラム
1.「第15期の運用状況の報告と投資家目線での評価」

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  瀬下 哲雄
FCP代表/セゾン投信エグゼクティブアドバイザー  房前 督明氏

2.「セゾン投信は挑戦し続ける
～we can't accept not trying～」
代表取締役会長CEO兼CIO  中野 晴啓

※東京会場では動画撮影がございます。あらかじめご了承ください。
※緊急事態宣言の再発令、自治体からの要請等、急遽事前のご連絡なく中止となる可能性もございます。状況に鑑みご了承ください。

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

インベスターリターン（金額加重収益率）

設定来のインベスターリターン（年換算）は
2ファンドともにトータルリターンを上回る
結果となりました。

「インベスターリターン」とは実際の投資行
動の結果、投資家が得た平均的な収益率の
ことです。「セゾン号」乗客の皆さまが長期
保有を続けていることで、インベスターリ
ターンは安定しています。

基準価額（円）

純資産総額（億円）

期中の
基準価額騰落率

第15期決算
2021年12月10日

19,206

2,940

15.3%

32,402

1,854

23.3%

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

運用資産総額は
第14期の
3,500億円から
4,800億円に成長！

第15期運用結果を先取り！

※当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。

対象期間：2007年3月15日～2021年12月10日

■インベスターリターン（年換算）

運用報告会まで待てない！という方に
2021年12月10日第15期決算結果の一部をお知らせします。

第15期運用報告会
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損保会館
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代表取締役会長CEO
兼CIO
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運用部長
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エグゼクティブアドバイザー

 房前 督明氏

3. 質疑応答

セゾン資産形成の
達人ファンド

セゾン・バンガード・
グローバルバランスファンド
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下記は2022年1月6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。

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・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 1月17日（月）・・・・・・・・・キング牧師記念日 ▶　

買付・解約 受付不可日のお知らせ
（2022年1月6日～2022年2月3日）

第15期運用報告会の
お申込みはこちら
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長期投資仲間へのメッセージ vol.178
2022年を迎えて
セゾン投信株式会社 代表取締役会長CEO　中野 晴啓

２つのNew
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

2021年12月30日現在 154,274 件

2022 1［Jan.］    vol.178

新年のご挨拶

瀬下（マルチマネージャー運用部長）
新たに、国内株式の運用が開始されることに伴い、2007
年の設定以来、セゾン・バンガード・グローバルバランス
ファンドおよびセゾン資産形成の達人ファンドの運用を担

当してきた運用部の名称がマルチマネージャー運用部に変更となりまし
た。マルチマネージャー運用とは、ファンド・オブ・ファンズを含む、外部
の優れたマネージャーの知見を活かす運用スタイルのことで、引き続き
この分野の専門家として、経験を積み重ねるとともに知見を高めながら、
これまでと変わらず、受益者の皆さまの長期の資産形成に資することが
できるように努めてまいります。

山根（事業統括部長）
昨年も引き続きコロナとの戦いの１年でしたが、一方で私
を含め多くの方はロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平
選手に元気づけられたのではないでしょうか。

記録は報道等で語りつくされているので割愛しますが、誰もが成しえな
かった二刀流をMLBでも果たしたことに感動し未だに余韻に浸っていま
す。気づけば家が大谷翔平選手のグッズでいっぱいです（笑）。私はも
ちろん、この活躍によって子どもたちに夢や希望を、現役選手にもイン
パクトを与えられるなど世の中への影響力は絶大です。
誰もが成しえないことにチャレンジし、努力して実現する姿勢を私たちも
見習わないとなりません。２０２２年早々に当社も新ファンド、相談サービ
スなど新たなチャレンジがたくさん待っています。セゾン号の皆さまと
感動を共に分かち合えるような１年にしたいと思います！

片多（内部監査室長）
今年、私は年男になりますので、これまでの自分自身の人
生を振り返ってみました。平凡なサラリーマン人生でした
が、それでも、それぞれの寅年に12年後の自分の姿をど

れだけ予想できたかと考えると、ほとんどの場合、全く予想できなかった
ことに思い至りました。
セゾン投信は、人間でいえば高校生。背は毎年伸びるし、将来への夢と
希望にあふれていますが、人生経験は十分とは言えず、未熟な面もあり
ます。この会社が、夢を実現し、幸せな人生（？）を送れるよう、職場の
同僚とともに力を尽くしてまいりたいと思います。

「1000年先のビジョン」　　
イタリアのアパレル会社、ブルネロクチネリ社が先日、1000年
先のビジョンを発表したと聞きびっくりしました。人生100年時

代、という言葉はようやく現実的に捉えられるようになりましたが、それにして
も飛びぬけています。でも、改めて考えると、セゾン投信のような資本市場の
鎖を繋ぐ会社こそ、「どんな会社なら1000年後にも必要とされているのか？」
を真剣に考えることが必要なのかもしれません。ブレない軸がしっかりしたも
のであればあるほど、この先の環境変化にしなやかに対応できますからね。
遠くにある未来に思いをはせ、久しぶりに眉を開く思いがする新春です！

廣江（コンプライアンス室長）

山本（国内株式運用部長）
みなさま。明けましておめでとうございます。
間もなくセゾン共創日本ファンドの運用が始まります。ポートフォ
リオマネージャーとして精一杯頑張ります。厳選された日本株

式を長期保有することで対話を通じて日本企業の企業統治の高度化に微力な
がら貢献してまいります。またお客さまとの丁寧なコミュニケーションを心掛け、
投資先企業について共に学び理解する場を設けていくつもりです。あらためて
長期投資とはなにか一緒に考えていきましょう。応援よろしくお願いいたします。

市本（管理統括部長）
お察しいただいているかもしれませんが、このご挨拶文はまだ
年明け前の2021年に書いています。年賀状の着手が遅い私
にとって初めての2022年新年挨拶になりますが、自然と新しい

年に向け自分自身が前向きにアップデートされる気持ちになる、言葉の効果は
大きいですね。
新しい年の訪れとともに、目標を立てた方、新しいことが始まることが決まっ
ている方、お子様の卒業・入学など、前向きなこの気持ちが一年繰り返し思い
出され続いていくよう願いながら、私自身も今の気持ちを見失わず一年が過
ごせるよう楽しんでいこうと思います。

津田（広報・CEO室長）
昨年15周年ファンミーティングと称して全国15か所でお伝えし
てきたことですが、2022年を迎え、ニュースが2つあります。
1つ目は、新しいファンドの提供です。セゾン投信創業以来、ずっ

と大切に育ててきた2本のファンドに加えて、15年目にして3本目の日本株の
厳選アクティブファンドをつくりました。2つ目は新しいサービスで、お客さま
との１対１の相談サービスです。金融商品の販売を目的とする世の中の大多
数の相談サービスとは全く異なる、お客さまの利益だけを考えたアドバイスを
するしくみです。セゾン投信の新しい取り組みにぜひご期待ください。

今年の四字熟語
セゾン投信では毎年、会長CEO中野が「今年の四字熟語」を社内に発表しています。

1年の心構えを内包する四字熟語を共有することで社員一同、方向をそろえて邁進してまいります。

2022年のセゾン投信はお客さまの投資生活を支えるため様々なサービスを進取果敢にご提供してまいります。

進
しん

取
しゅ

果
か

敢
かん

みずから進んで積極的に事をなし、決断力が強く大胆に突き進むさま。▽「進取」はみずから進
んで事をなすこと。「果敢」は決断力が強く大胆に物事を行うさま。（三省堂 新明解四字熟語辞典より）
意 味

■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。■当社の運用、販売する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。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（「集中投資リスク」）。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。■当ファンドは信託報酬等（税込年率1.012%）の費用がかかります。また、直接的に負担する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販売会社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。


