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無事２月１日にセゾン共創日本ファンドが設定されました。当初募集期間中に

は約1400件、13.5億円のご注文をいただき、誠にありがとうございます。

16年目の新たな挑戦として、日本企業を支えたい、日本社会に元気を取り戻

したいという強い想いを具現化していくファンドとして運用してまいります。

事前にご案内しておりました対話型コミュニティも「共創日本会議」として2月

27日より始動いたします。投資家の皆さまに投資先企業に関する理解を深め

ていただく機会として、また長期投資に関する考え方を改めてご確認いただく

ため、フリーディスカッション形式を中心に月1回開催していく予定です。投資

家の皆さまとともに学び育てるファンド勉強会となりますので、ぜひ一度ご参

加ください。（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。

供に習い事をさせているのですが、最近U10の大会で上位入
賞を果たしました。最初は思いっきり親のエゴで始めさせた

のですが、コミックやアニメ、練習道具や場所などを用意し、まずは
興味を持ってもらえるような環境を整えました。
そういった仕掛けが奏功し、今では一番夢中になってくれており、毎
日自主的に練習に取り組んだことで、技術も向上し、成功体験に繋が
ったのだと思います（いきなり難易度の高いものに取り組ませるので
はなく、ほどほどのレベルのものに取り組ませ、成功体験を積み重ね
ることが大事だと思います）。
大事なのは、本人のやる気とやる気が出る環境のセットであり、これ
は何もプライベートに限らず、色んなシーンで共通だと思いました。

管理ユニット 古谷

年は庭の梅の実が今までになく豊作でした。早々に梅を収穫
し、梅漬けを作ってみる事にしました。というのも5,6年前に

突然今は亡き祖母の手作り梅干しが恋しくなり、自分で作ってみよう
と青梅を購入しスマホで検索したレシピを見ながら作って以来なので
す。道具も一式揃えたにもかかわらず梅を干す作業が面倒になり2
回作ったきりで挫折してしまいました。今回は予定していない梅が手
に入り、スマホで検索すると梅漬けであれば苦手な干す作業もなく楽
ちんという事で今回は素朴な梅漬けを作りました。梅干しに比べて
簡単に出来、想像以上の出来栄えで味も良かったです。熱を出して
食欲がない時は大変重宝しました。

マーケティングユニット 内藤

子 昨

時の経過は優良な企業にとって味方だが凡庸な企業にとっては敵だ。

ウォーレン・バフェット氏の言葉です。
セゾン投信はもちろん長期投資をモットーに時間を味方につけられる企業に投資しています。

Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre. 
 ーWarren Buffet 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1月31日現在 154,872 件

セゾン投信の情報をちょっとゆるめに発信して
います。ティザーサイトの投稿にコメントをい
ただいた時には“中の人”が小躍りしておりま
した！
フォローお待ちしています♪

Twitter

■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。



長期・積立・国際分散投資が

報われる2022年

セゾン投信株式会社代表取締役会長CEO中野予睛啓

1 米金融政策転換で

コロナ禍で上昇基調を辿ってきた世界の株式市場

は、2022年に入り俄かにトレンドが変わりました。 詳し

くは1月27日に発信した「長期投資家の皆さまへ」

https:/ /www.saison-am.eo.jp/news/2022/info/ 

をごー読いただきたいですが、とりわけ米国でのインフ

レ高進が、米国の金融政策転換スピードを市場の想

定外に早める要因として作用していることで、下落相

場が惹起されました。 おまけにウクライナ情勢は資源

価格の高騰をもたらす新たなるリスク事象で、コスト

プッシュ型インフレの色彩が強まつていけば、インフレ

状況は長期化する可能性が高まって、実体経済の成

長鈍化に連なる株式市場の調整局面を長引かせるこ

とになるかもしれません。

コロナ禍で際立って大きく上昇した米国株式市場

は、相対的に際立って割高な水準にあったため、調

整局面では修正的に下落幅が大きくなることもマ ー

ケットの作用です。 特に低金利を前提に極端に長期

的な成長まで織り込んで値付けされていたハイテク

系株式は、金利上昇がネガテイブな影響となり、より
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大きな価格調整を強いられることになりがちです。

「セゾン号」のアクティブ運用は、短期的な価格モ

メンタム（勢い）を追いかける手法とは埒外で、専ら

投資対象の事業に立脚した本源的価値の将来成長

力を見極めての、本格的な王道の長期投資です。

足元の市場環境は振れ幅大きく揺れ動いています

が、実体経済の長期的な成長軌道とは無論別次元

の短期的事象で、私たち長期投資家はこんな時期

こそ自らの目線をずっと先の将来に据えて、自若の

姿勢で悠然と進んでまいりましょう！

1 また日本人が高値で？

ところで昨年のコロナ禍マ ー ケットでは、いち早く

景気回復を果たし、ウィズコロナに適応させだ清報

革命をリ ー ドするテック事業が米企業業績を牽引す

るなどで、米国株式市場が相対的に独り勝ちの如く

急上昇を極めました。 翻って国内株式市場は、とり

わけ実体景気回復に後れを取った日本経済を反映し

て、当該上昇率が先進主要国に対し大きくアンダー

パフォ ームし、こうした対比を顕著に感じた日本の個

https://www.saison-am.co.jp/news/2022/info/20220127184401.html




初回のご利用後は、
お客さまのタイミングで
メールやお電話で
担当者にご相談することもできます。

じっくり時間をかけて
何度でも。

ご利用いただける方
お申込み時点で「通算の積立年数が5年以上※」もしくは
「お預かり残高200万円以上」の方となります。
※60回以上の積立の実績があるお客さま（自動引落しが出来なかった場合や、積立の休止期間は除外します）

『「お客様第一」の資産運用を、共に。』

　「フィデューシャリー・デューティーは当社セゾン投信のビジネスモデルである」

　私が初めて中野会長と打ち合わせをした際、一点の曇りもない眼差しで言われたこの言葉に衝撃を受け

たことを、今でも鮮明に覚えています。

　フィデューシャリー・デューティーとは、つまるところ「お客様のことを第一に考えてサービスを提供する」

という意味であり、ごく当たり前のことに聞こえるかもしれません。しかし、これまでの日本の金融業界で

は、そうではありませんでした。ノルマ偏重の金融機関の営業員は足元の収益を優先せざるを得ず、お客

様第一とは言い難い行動をとることも少なくなかったという歴史があります。その積み重ねの結果として、

2019年に金融庁が公表した「リスク性金融商品販売にかかる顧客意識調査」でも、金融サービス（消費者

金融、銀行、証券、損害保険、生命保険)のNPSはワースト5を独占していました。

　お客様を第一に考えて当たり前のことを当たり前にやり続ける。それを15年以上も継続しているから

こそ、セゾン投信にはたくさんの根強いファンがいるのだろうなと腹落ちしました。それがまさにビジネ

スモデルでもあると。

　私たちFinatextホールディングスは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、テク

ノロジーで日本の金融インフラをアップデートするべく事業を展開しています。フィンテックやDXといっ

たトレンドの恩恵も受け、2013年の創業以来多くのパートナーやお客様に支えられてなんとかここまで

順調に事業を拡大してきました。しかし、目の前の短期的な業績を追うだけでなく「私たちのサービスを

使ってくださるお客様のことを第一に考えて行動できているか？」という視点を持ち続けることが、お客様

に選ばれ続ける企業であるためには重要なのだと、中野会長の言葉で改めて気づかされました。私も、

当たり前のことを当たり前に続けられる経営者でありたいと強く思います。

　2021年9月末時点で、個人が保有する金融資産の合計は過去最高の1,999兆8,000億円となりました。

このうち現金・預金は1,072兆円、いわゆるタンス預金とされる現金は102兆8000億円で、これも過去

最高に。この眠っているお金を投資にシフトさせ日本を再び元気にするためには、やはり業界を挙げて

「お客様を第一に考えて行動する」ことが求められるのではないでしょうか。

　セゾン投信とFinatextホールディングス、志を同じくする者同士、お互いの得意分野を活かし、共に

日本の資産運用を“再発明”していければと思います。

ゲストからの応援メッセージ

Deutsche Bank Londonに新卒入社し、ロンドン・ヨーロッパ大陸全域にて機関投資家営業に従事した後、ヘッジファンドを経て
2013年12月に株式会社Finatext（現・株式会社Finatextホールディングス）を創業。
現在は持株会社であるFinatextホールディングスの傘下にフィンテックソリューションを開発・提供するFinatext、オルタナティブ
データ解析のナウキャスト、証券プラットフォームのスマートプラス、次世代型デジタル保険のスマートプラスSSI等を擁し、「金融
を“サービス”として再発明する」をミッションに、パートナー企業とともにEmbedded Finance（組込型金融）を推進している。

株式会社Finatextホールディングス　代表取締役社長CEO

P R O F I L E

林 良太 氏
はやし りょう た

資産運用のこと、人生のこと、皆さまのお話をお聞かせください。
将来のために始めた積立投資。続けていく内にライフステージが変化したり、

このまま続けてよいか不安になったりすることもあると思います。
そんな時はセゾン投信に相談してください。

顧客本位を掲げるセゾン投信がお客さまと同じ目線でお話を伺います。
不安が半分に、ハッピーが2倍に。相談後にそう感じてもらえるサービスを目指します。

SPECIAL FEATURE

セゾン投信に口座をお持ちの方限定

当コースのお申込みには条件があります。

将来のための積立投資。今の積立金額で十分か確認したい

こどもの教育費を積立投資で準備するってアリ？

預貯金と運用資産のバランスは適切？運用資産の中身もチェックしてみたい

もうすぐまとまったお金を受け取る予定。運用方法を相談してみたい

今まで運用してきた資産を使う時期。取り崩しについて聞いてみたい

初回面談後は、じっくりトコトンコースご利用のお客さま専用のメールアドレスと電話番号にていつでも
お問い合わせいただくことが可能です。2回目以降の面談も承りますのでお気軽にご利用ください。
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当面の間オンライン面談のみの実施となります。

1 インターネットでご希望の面談日を仮予約
※仮予約から1週間以内に本予約がない場合、キャンセル扱いになります。

2 ご相談内容・お客さま情報・金融資産の状況等を入力していただき本予約

3 ご面談（最大90分）オンライン可

サービスご利用の流れ

ご留意事項：当サービスは、具体的な商品の提案はいたしません。また、特定のファンド取得の勧誘を目的としたもの
ではなく、あくまで情報提供を目的としたものです。
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株式会社Finatextホールディングス　代表取締役社長CEO

P R O F I L E

林 良太 氏
はやし りょう た

資産運用のこと、人生のこと、皆さまのお話をお聞かせください。
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そんな時はセゾン投信に相談してください。

顧客本位を掲げるセゾン投信がお客さまと同じ目線でお話を伺います。
不安が半分に、ハッピーが2倍に。相談後にそう感じてもらえるサービスを目指します。

SPECIAL FEATURE

セゾン投信に口座をお持ちの方限定

当コースのお申込みには条件があります。
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初回面談後は、じっくりトコトンコースご利用のお客さま専用のメールアドレスと電話番号にていつでも
お問い合わせいただくことが可能です。2回目以降の面談も承りますのでお気軽にご利用ください。
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、当面の間オンライン面談のみの実施となります。

1 インターネットでご希望の面談日を仮予約
※仮予約から1週間以内に本予約がない場合、キャンセル扱いになります。

2 ご相談内容・お客さま情報・金融資産の状況等を入力していただき本予約

3 ご面談（最大90分）オンライン可

サービスご利用の流れ

ご留意事項：当サービスは、具体的な商品の提案はいたしません。また、特定のファンド取得の勧誘を目的としたもの
ではなく、あくまで情報提供を目的としたものです。
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事前にチャンネル登録をして新作動画通知をオンにしておけば、見逃しなし！

今 月 の 積 立 購 入 で の 約 定 日 2 月 2 5 日（ 金 ）

第15 期運用報告会

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 2月21日（月）・・・・・・・・・ワシントン記念日 ▶

下記は2022年2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2月3日～2022年3月3日）

セゾン共創日本ファンドのコミュニティ始動！

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）

セゾン定期便を活用しよう！

長期投資を続けていく上でどうしても考えてしまうのが、投資の出口です。資産を運用しながら少しずつ取り崩してい
きたいけど、タイミングがわからない、どう取り崩せばいいのかわからない等のニーズに応えるため、セゾン投信では
2020年に「セゾン定期便」をリリースしました。
このセミナーでは、「セゾン定期便の仕組み」をはじめ、どの手法でどれくらいの金額・口数を取り崩していけばいい
のか、マーケットの動きで取り崩す額はどのように変動するかといった疑問にも実際のモデルケースも踏まえてお伝
えします。

(セゾン投信 事業統括部長）
山根　尚之2022年3月2日（水）　19：00～19：45【 】開催日時

※Zoomでの開催となりますが、録画させていただきます。事前にご了承ください。

※Zoomでの開催となり、オンライン生配信のみとなります。

2022年2月27日（日）　14：00～16：00【 】開催日時

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

オンライン運用報告会にご参加いただけない方のため、3月中を目途にYouTubeセゾン投信公式チャンネルで録画を公開する予定です。

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

共創日本会議を定期的に開催することとなりました。
セゾン共創日本ファンドでは投資家の皆さまとコミュニティを造成してまいり
ます。月１回の予定で、フリーアナウンサーのうちだまさみ氏をコーディネー
ターにポートフォリオマネージャー山本とご参加の皆さまでフリーディスカッ
ションしていただける機会となります。今よりも豊かな日本社会にするため
に、企業を支えていくことを一緒に考えるファンドにしてまいりましょう！
第1回目は長期投資の考え方と投資先業界の分析をご紹介いたします。オ
ンライン開催なのでお気軽にご参加ください。

うちだまさみ氏
(フリーアナウンサー）

コーディネーター

皆さまに直接ご報告に伺えることを社員一同楽しみにしておりま
したが、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から今年の運用
報告会をオンラインでの開催のみといたします。
事前に会場開催へのお申込みをいただいたお客さまにはお断りす

ることとなってしまい大変申し訳ございません。オンライン運用報告会につきましては定員がございませんの
でご参加を心よりお待ち申し上げております。

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

※YouTube Liveでの限定配信を予定しております。
2022年2月20日（日）　14：00～16：00【 】開催日時

【 】プログラム

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

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

3. 質疑応答

チャンネル登録はこちらから

※視聴用URLをお知らせするために、
ホームページからのお申込みのみとなっております。ご了承ください。

詳細はこちらから▶

詳細はこちら▶

お申込み受付中

詳細はこちら▶

5  Feb. 2022 NEWS LETTER Feb. 2022 NEWS LETTER 6

YouTube Liveでの限定配信に変更となりました。
後日、ホームページにて録画を公開予定です。
ご了承ください。

aterashima
取り消し線
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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

SPECIAL FEATURE
セゾン顧客本位の相談室

セミナー&イベント情報
第15期運用報告会

買付・解約 受付不可日のお知らせ

長期投資仲間へのメッセージ vol.179
長期・積立・国際分散投資が
報われる2022年
セゾン投信株式会社 代表取締役会長CEO　中野 晴啓

ゲストからの応援メッセージ
「お客様第一」の資産運用を、共に。

株式会社Finatextホールディングス 代表取締役社長CEO　林 良太氏

2022 2［Feb.］    vol.179

無事２月１日にセゾン共創日本ファンドが設定されました。当初募集期間中に

は約1400件、13.5億円のご注文をいただき、誠にありがとうございます。

16年目の新たな挑戦として、日本企業を支えたい、日本社会に元気を取り戻

したいという強い想いを具現化していくファンドとして運用してまいります。

事前にご案内しておりました対話型コミュニティも「共創日本会議」として2月

27日より始動いたします。投資家の皆さまに投資先企業に関する理解を深め

ていただく機会として、また長期投資に関する考え方を改めてご確認いただく

ため、フリーディスカッション形式を中心に月1回開催していく予定です。投資

家の皆さまとともに学び育てるファンド勉強会となりますので、ぜひ一度ご参

加ください。（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。

供に習い事をさせているのですが、最近U10の大会で上位入
賞を果たしました。最初は思いっきり親のエゴで始めさせた

のですが、コミックやアニメ、練習道具や場所などを用意し、まずは
興味を持ってもらえるような環境を整えました。
そういった仕掛けが奏功し、今では一番夢中になってくれており、毎
日自主的に練習に取り組んだことで、技術も向上し、成功体験に繋が
ったのだと思います（いきなり難易度の高いものに取り組ませるので
はなく、ほどほどのレベルのものに取り組ませ、成功体験を積み重ね
ることが大事だと思います）。
大事なのは、本人のやる気とやる気が出る環境のセットであり、これ
は何もプライベートに限らず、色んなシーンで共通だと思いました。

管理ユニット 古谷

年は庭の梅の実が今までになく豊作でした。早々に梅を収穫
し、梅漬けを作ってみる事にしました。というのも5,6年前に

突然今は亡き祖母の手作り梅干しが恋しくなり、自分で作ってみよう
と青梅を購入しスマホで検索したレシピを見ながら作って以来なので
す。道具も一式揃えたにもかかわらず梅を干す作業が面倒になり2
回作ったきりで挫折してしまいました。今回は予定していない梅が手
に入り、スマホで検索すると梅漬けであれば苦手な干す作業もなく楽
ちんという事で今回は素朴な梅漬けを作りました。梅干しに比べて
簡単に出来、想像以上の出来栄えで味も良かったです。熱を出して
食欲がない時は大変重宝しました。

マーケティングユニット 内藤

子 昨

時の経過は優良な企業にとって味方だが凡庸な企業にとっては敵だ。

ウォーレン・バフェット氏の言葉です。
セゾン投信はもちろん長期投資をモットーに時間を味方につけられる企業に投資しています。

Time is the friend of the wonderful company, the enemy of the mediocre. 
 ーWarren Buffet 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1月31日現在 154,872 件

セゾン投信の情報をちょっとゆるめに発信して
います。ティザーサイトの投稿にコメントをい
ただいた時には“中の人”が小躍りしておりま
した！
フォローお待ちしています♪

Twitter

■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。




