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投資家に“好まれる”を超えて“魅了せよ”
リフィニティブ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
富田 秀夫氏

2022年4月1日より成年年齢が引下げとなり、当社でも成年用総合取引口座（課
税口座）を18歳から開設できるようになりました。ご注意いただきたいのは非
課税制度（NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA）に成年年齢の引下げが適用
されるのは2023年1月1日からということ。2022年1月1日時点で20歳未満の
方はジュニアNISAの対象となりますので、非課税制度をご利用する場合は、ご
注意ください。新緑まぶしいゴールデンウイーク明けは新しい学校や職場にも
慣れてきたころだと思います。新成年は今年から始まる高校での金融教育の恩
恵を受けていない世代。この機会にご家族から資産形成に関するお話しをして
いただければ、大人になったばかりの若者を立派な長期投資家へ育てるための
サポートになります。18歳で長期投資家デビューなんて羨ましい！（亜）

月は花粉が落ち着き、やっと本腰入れて色々とスタートでき
るなという気持ちになれます。スタートの１つは野球観戦で、

毎年のルーチンですが、好きなプロ野球チームの試合スケジュール
を眺めて、「ここは遠征してみよう」みたいなことを考えてニヤニヤ
しています。いつの間にか旅行もそれとセットになっているので、自
然と子どもたちも同じファンになっています。そして、勝ったときは
喜び、負けたときは凹んだりと一喜一憂を共にします。
改めてファンになるということはその人の生活を大きく変えてしまう
すごい力があるなと実感しているところです。
昨年はファンミーティングで多くの“セゾン投信ファン”の皆さまにお
会いしてその熱量を体感しました。ずっとファンで居続けてくださる
ように、サポートを続けてまいります。

マーケティングユニット 北里

外に行ったことがありません。海外よりもまず日本全国制覇
が先！と意気込んではいますが、このペースでは人生をかけ

た日本全国制覇になりそうです。というのも、旅行が嫌いなわけで
はなく、むしろ移動時間も楽しめるタイプなのですが、いざ現地に
着くと観光地を周ったら次はどうすれば良いのか分からなくなるの
です。知らない土地を散策する度胸もなく、宿へ直行してしまいが
ち。ならツアーを申し込めばいいじゃない、というと自身の謎のプ
ライドがそれをヨシとしません。非常に面倒くさいですね。これで
はダメだ！と思い、日本の旅行雑誌を読んでひとまず行った気にな
りました。次は海外の旅行雑誌を読もうと思います。

事業統括部 山根

5 海

好きな保有期間は「永遠」

ウォーレン・バフェット氏の言葉です。
セゾン投信のファンドはすべて長期保有していただくことを前提に運用しています。

相続することもできるので永遠に持ち続けていただきたいです！

Our favorite holding period is forever.
ーWarren Buffett

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。

4月5日
気持ちよく晴れたの
で、「リフィニティブ・
リッパー・ファンド・ア
ワード2022ジャパン」
のトロフィーを撮って
みました

セゾン投信SNS
こちらでも
チェック！

■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。







｢リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード」は毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが
一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」
を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リター
ンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧くだ
さい。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性に
ついては保証しません。

『 投資家に“好まれる”を超えて“魅了せよ”』

　「顧客本位の業務運営」も資産運用の世界では、金科玉条のごとく扱われるようになりました。顧客本

位は、日本に限らずグローバル企業でも中核的な課題。ロンドン取引所グループの弊社でも、戦略関連

の会議では必ず、「カスタマーフォーカス」「カスタマーセントリック」といった言葉が議題に並びます。

　しかし議論が始まると、顧客との接点を増やし、その声をよく聞く姿勢の重視といった「あたりまえ」が

出発点となりがちで、その実現のためのプロセス、ツールの構築といったテーマが続きます。大事では

あるものの、毎日顧客と会っている筆者にとっては、新鮮味に欠け違和感が残るのが正直な感想。

　お客様の声を聞いて、それに応えるサービスを提供することだけが、本当に「顧客本位」なのかという

疑問が浮かびます。単純な顧客フォーカスは、顧客迎合に陥る危険性もあるのでは？投資の場合は、専

門家ではない個人が、プロに運用を委ねることが多い訳ですから、顧客の声だけ聞いて「それでよし」に

はならないでしょう。こうした声を意識してか、カスタマーサポートからカスタマーサクセスへと部署名も

変更し、単なるサポートから、お客様の成功につながるように、パートナーとしてより積極的な役割を果

たそうとする変化も生まれています。

　一方、顧客本位を「顧客の声をよく聞く」とは違った視点から見ることも可能でしょう。これは、サービ

ス提供側が「顧客の最善の利益」を知っているという前提に立ちます。「お任せ」コースしかない料理屋

を想像すれば理解しやすいのですが、「上から目線」とも捉えられかねません。顧客の声を聞くのか、プ

ロが顧客の最善を慮って動くのか、どちらが正しいとは言えない顧客本位の定義に思いあぐねていた時

に、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？』という本に出会いました。同書で著者の山口周氏が、

マツダの前田育男氏を中心としたデザイン戦略を「顧客に好まれるデザイン」ではなく「顧客を魅了する

デザイン」と評しているのにハッとさせられたのです。金融に置き換えれば、「投資家に好まれる」ではな

く「投資家を魅了する」商品ということになるでしょう。

　前田氏自身も「日本古来の美意識を、スタイルとしてダイレクトに様式に落とすのではなくて、スピリッ

トとして抱いてデザインに生かしていきたい」と表現しています。スピリットに溢れるといえば、すぐに頭

に浮かぶのは中野会長でしょう。サステナブル社会の実現に向けて、自然と対立するのではなく、「自然

に生かされる」という日本古来の世界観が注目を集めています。日本のスピリットや世界観を体現した投

資信託で、セゾン投信や資産運用会社の皆様が投資家を魅了してくれることを期待してしまうのです！

ゲストからの応援メッセージ

1982年3月 慶應義塾大学法学部卒。株式会社共同通信社に入社後、国際金融情報分野を中心に担当。その後、金融情報/シス
テム企業の役員を歴任し、2012年7月トムソン・ロイター・ジャパン株式会社 代表取締役社長に就任。2019年3月より同社の社
名変更に伴い現職。2021年2月より、リフィニティブはロンドン証券取引所グループ傘下の事業となる。
日本金融学会、経済同友会会員。一般社団法人東京国際金融機構理事。
1959年10月 東京都生まれ。

リフィニティブ・ジャパン株式会社 代表取締役社長

P R O F I L E

富田 秀夫 氏
とみ た ひで お

「セゾン資産形成の達人ファンド」は8年連続、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」も初
受賞しました！5年、10年という評価期間で客観的に高評価を頂けるのは大変嬉しいことです。２つの
ファンドはどちらもつみたてNISA対象商品。20年という長い期間でも運用を続けられるファンドを選ぶ
きっかけにしてください。

「セゾン資産形成の達人ファンド」は９年連続、「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」も2年
連続で受賞しました！

Refinitiv Lipperでは世界同一基準で評価を行っており、網羅するファンド
のデータベースは84カ国 (2022年2月末時点) に上ります。「収益一貫性」、

「総合収益性」、「元本保全性」、「経費率」の4つの基準で評価していますが、
その評価方法も分類内全ファンドの運用成績をインデックス化したものとの
相対評価であるため、客観的に優劣を判断できます。アワードはその内の
収益一貫性を用いて評価されています。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・
ジャパン2022～8年連続受賞！

部門・賞

投資信託部門
最優秀ファンド賞

セゾン資産形成の達人ファンド ミックスアセット 日本円
フレキシブル型 5年／ 10年

ミックスアセット 日本円
バランス型 5年

対象ファンド リッパー分類 評価期間

投資信託10年部門　優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド 外国株式コア

投資信託部門　優秀ファンド賞 セゾン・バンガード・
グローバルバランスファンド バランス型（標準）

部門・賞 対象ファンド カテゴリ

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、
高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsとは？

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証する
ものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありま
せん。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業
以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令
上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

2007年から格付投資情報センター（R&I）が公表しているファンドアワードです。シャープレシオによるランキングに基づき、
最大ドローダウンを加味したうえで選考される、定量評価による公平性が特徴です。

R＆Iファンド大賞とは？

R＆Iファンド大賞2022～9年連続受賞！

SPECIAL FEATURE

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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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

5 月 1 9 日（ 木 ）

5 月 2 3 日（ 月 ）

● 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/

● 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5月9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5月9日～2022年6月3日）

【オンライン】『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！―

大きな変革期を迎える日本の資本市場において、投資家に求められる対話（エンゲージメント）とは何か、対話（エン
ゲージメント）を通してどのようにより豊かな社会を実現するか、私たちのビジョンをご紹介いたします。
是非お気軽にご参加ください！

リアルセミナー

【日本全国47都道府県ツアー】あらためまして、セゾン投信です！
～２０年後を、はじめる。～

【オンライン】スパークス×セゾン投信

今回は「セゾン資産形成の達人ファンド」の組み入れファンド運用会社「スパークス・アセット・
マネジメント」をご紹介させていただきます。

「マクロはミクロの集積である。」
この投資哲学を創業以来変わることなく、忠実に実践してきたことが、スパークスの真髄にほか
なりません。徹底したボトムアップ・リサーチの手法が、長期的かつ安定的にリターンを生む結
果へつながっていくものと確信し実践している中で、成長する企業を見つけるポイントや、セゾ
ン資産形成の達人ファンドに組み入れている２つのファンドの特徴について、セッションしてまい
ります。

福田 隆
セゾン投信

事業推進ユニット

望月 康平氏
スパークス・

アセット・マネジメント
リテール・ビジネス・
デベロップメント部長

2022年5月18日（水） 19：00～19：40【 】日　時
500名（申込先着順）【 】定　員

2022年5月25日（水） 19：00～19：40【 】日　時
300名（申込先着順）【 】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）

【20年後を、はじめる。】
セゾン投信は「20年後を、はじめる。」という新コンセプトのもと、あらためてスタートしています。20年後の笑顔を作るための投資。お
金の不安をなくし、笑顔や喜びがあふれる「普通のくらし」を続けていけるように、私たちは全力でサポートいたします。
時にはおせっかいもします。投資信託が拓く明るい未来を目指して、セゾン号は新たに出発します。一緒に、20年後をはじめませんか。

【
1.セゾン投信、これまでの歩み
2.セゾン投信、２０年前を振り返る
3.わたしたちの想い＆商品・サービスラインアップ
4.Q＆A、おしゃべりタイム
※途中５分間の換気休憩を設けます。

（共通）

詳しくは
特設ページから
ご確認ください！

日  程 開催地 会場名

詳細・お申込み、7月以降のスケジュールは上記QRコードより本セミナー特設ページをご確認ください。
※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。

皆さまの未来への伴走者としてセゾン投信を選んでもらえるよう、当社の想い、大切にしていること、サービス・商品、さらには当社のおせっ
かいについて、ご紹介いたします。この１～5年の間にセゾン投信で積立投資をスタートされた方や、自分の大切な資産の運用を委ねている
会社のことを良く理解しておきたい方向けにプログラムを構成し、当社社員が全国各地を巡ります。
皆さまがこれからの２０年をイメージするとき、その視界の片隅にセゾン投信が存在することが出来れば、わたしたちにとってこれ以上の喜び
はありません。そのために、セゾン投信は皆さまにお届けする商品・サービスの価値を更に向上させ、伴走し続けます。

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

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。

5月30日（月）・・・・・戦没将兵記念日▶買付・解約 受付不可日 買付・解約 受付不可日

5月30日（月）・・・・・戦没将兵記念日▶

6月 2日（木）・・・・・銀行休業日▶

6月 3日（金）・・・・・銀行休業日▶

14：00～15：45（共通）【 時　　間
30名（申込先着順）定　　員【

】
】

】プログラム

2022年5月21日（土）

2022年5月22日（日）
2022年5月22日（日）
2022年6月12日（日）※

2022年5月21日（土）

2022年6月18日（土）
2022年6月25日（土）
2022年6月25日（土）
2022年6月26日（日）

埼　玉

栃　木
千　葉
和歌山

茨　城

山　梨
沖　縄
山　形
福　島

ソニックシティ

TKP宇都宮カンファレンスセンター
千葉商工会議所
和歌山県JAビル

茨城県産業会館

かいてらす（山梨県地場産業センター）
沖縄県立博物館・美術館
山形ビッグウィング
キョウワ・グループテルサホール（福島テルサ）

「お客さまの身近な
方にも投資信託を

始めてもらいたい」という想いか
ら、特典を用意しました。ご家族や
ご友人と一緒に初めてセミナーに
参加された方に書籍一冊をプレゼ
ント！
プレゼント書籍：

「最新版 つみたてＮＩＳＡはこの９本
から選びなさい」 ダイヤモンド社
出版

※WEBでお申込みの場合、「ご質問・
メッセージ」欄に「書籍プレゼント
希望」とご入力ください。
お電話でのお申込みの場合はその
旨スタッフまでお知らせください。

参加者特典

PC／スマートフォンでのお申込み

お電話でのお申込み

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

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
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※発行時6月11日（土）でご案内しておりました和歌山セミナーの開催日が6月12日（日）に変更となりました。ご迷惑をおかけ申し訳ございません。



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

5 月 1 9 日（ 木 ）

5 月 2 3 日（ 月 ）

● 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/

● 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5月9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5月9日～2022年6月3日）

【オンライン】『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！―

大きな変革期を迎える日本の資本市場において、投資家に求められる対話（エンゲージメント）とは何か、対話（エン
ゲージメント）を通してどのようにより豊かな社会を実現するか、私たちのビジョンをご紹介いたします。
是非お気軽にご参加ください！

リアルセミナー

【日本全国47都道府県ツアー】あらためまして、セゾン投信です！
～２０年後を、はじめる。～

【オンライン】スパークス×セゾン投信

今回は「セゾン資産形成の達人ファンド」の組み入れファンド運用会社「スパークス・アセット・
マネジメント」をご紹介させていただきます。

「マクロはミクロの集積である。」
この投資哲学を創業以来変わることなく、忠実に実践してきたことが、スパークスの真髄にほか
なりません。徹底したボトムアップ・リサーチの手法が、長期的かつ安定的にリターンを生む結
果へつながっていくものと確信し実践している中で、成長する企業を見つけるポイントや、セゾ
ン資産形成の達人ファンドに組み入れている２つのファンドの特徴について、セッションしてまい
ります。

福田 隆
セゾン投信

事業推進ユニット

望月 康平氏
スパークス・

アセット・マネジメント
リテール・ビジネス・
デベロップメント部長

2022年5月18日（水）　19：00～19：40【 】日　時
500名（申込先着順）【 】定　員

2022年5月25日（水）　19：00～19：40【 】日　時
300名（申込先着順）【 】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）

【20年後を、はじめる。】
セゾン投信は「20年後を、はじめる。」という新コンセプトのもと、あらためてスタートしています。20年後の笑顔を作るための投資。お
金の不安をなくし、笑顔や喜びがあふれる「普通のくらし」を続けていけるように、私たちは全力でサポートいたします。
時にはおせっかいもします。投資信託が拓く明るい未来を目指して、セゾン号は新たに出発します。一緒に、20年後をはじめませんか。

【
1.セゾン投信、これまでの歩み
2.セゾン投信、２０年前を振り返る
3.わたしたちの想い＆商品・サービスラインアップ
4.Q＆A、おしゃべりタイム
※途中５分間の換気休憩を設けます。

（共通）

詳しくは
特設ページから
ご確認ください！

日  程 開催地 会場名

詳細・お申込み、7月以降のスケジュールは上記QRコードより本セミナー特設ページをご確認ください。
※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。

皆さまの未来への伴走者としてセゾン投信を選んでもらえるよう、当社の想い、大切にしていること、サービス・商品、さらには当社のおせっ
かいについて、ご紹介いたします。この１～5年の間にセゾン投信で積立投資をスタートされた方や、自分の大切な資産の運用を委ねている
会社のことを良く理解しておきたい方向けにプログラムを構成し、当社社員が全国各地を巡ります。
皆さまがこれからの２０年をイメージするとき、その視界の片隅にセゾン投信が存在することが出来れば、わたしたちにとってこれ以上の喜び
はありません。そのために、セゾン投信は皆さまにお届けする商品・サービスの価値を更に向上させ、伴走し続けます。

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

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。

5月30日（月）・・・・・戦没将兵記念日▶買付・解約 受付不可日 買付・解約 受付不可日

5月30日（月）・・・・・戦没将兵記念日▶

6月  2日（木）・・・・・銀行休業日▶

6月  3日（金）・・・・・銀行休業日▶

14：00～15：45（共通）【 時　　間
30名（申込先着順）定　　員【

】
】

】プログラム

2022年5月21日（土）

2022年5月22日（日）
2022年5月22日（日）
2022年6月11日（土）

2022年5月21日（土）

2022年6月18日（土）
2022年6月25日（土）
2022年6月25日（土）
2022年6月26日（日）

埼　玉

栃　木
千　葉
和歌山

茨　城

山　梨
沖　縄
山　形
福　島

ソニックシティ

TKP宇都宮カンファレンスセンター
千葉商工会議所
和歌山県JAビル

茨城県産業会館

かいてらす（山梨県地場産業センター）
沖縄県立博物館・美術館
山形ビッグウィング
キョウワ・グループテルサホール（福島テルサ）

「お客さまの身近な
方にも投資信託を

始めてもらいたい」という想いか
ら、特典を用意しました。ご家族や
ご友人と一緒に初めてセミナーに
参加された方に書籍一冊をプレゼ
ント！
プレゼント書籍：

「最新版 つみたてＮＩＳＡはこの９本
から選びなさい」 ダイヤモンド社
出版

※WEBでお申込みの場合、「ご質問・
メッセージ」欄に「書籍プレゼント
希望」とご入力ください。
お電話でのお申込みの場合はその
旨スタッフまでお知らせください。

参加者特典

PC／スマートフォンでのお申込み

お電話でのお申込み

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

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
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スタッフのつれづれだより

編 集 後 記

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

2022年4月28日現在 155,538 件

2022 5［May.］    vol.182

SPECIAL FEATURE

ファンドアワード連続受賞！

セミナー&イベント情報
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.182
本来の目的を忘れないこと
セゾン投信株式会社 代表取締役社長COO　園部 鷹博

ゲストからの応援メッセージ
投資家に“好まれる”を超えて“魅了せよ”
リフィニティブ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
富田 秀夫氏

2022年4月1日より成年年齢が引下げとなり、当社でも成年用総合取引口座（課
税口座）を18歳から開設できるようになりました。ご注意いただきたいのは非
課税制度（NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA）に成年年齢の引下げが適用
されるのは2023年1月1日からということ。2022年1月1日時点で20歳未満の
方はジュニアNISAの対象となりますので、非課税制度をご利用する場合は、ご
注意ください。新緑まぶしいゴールデンウイーク明けは新しい学校や職場にも
慣れてきたころだと思います。新成年は今年から始まる高校での金融教育の恩
恵を受けていない世代。この機会にご家族から資産形成に関するお話しをして
いただければ、大人になったばかりの若者を立派な長期投資家へ育てるための
サポートになります。18歳で長期投資家デビューなんて羨ましい！（亜）

月は花粉が落ち着き、やっと本腰入れて色々とスタートでき
るなという気持ちになれます。スタートの１つは野球観戦で、

毎年のルーチンですが、好きなプロ野球チームの試合スケジュール
を眺めて、「ここは遠征してみよう」みたいなことを考えてニヤニヤ
しています。いつの間にか旅行もそれとセットになっているので、自
然と子どもたちも同じファンになっています。そして、勝ったときは
喜び、負けたときは凹んだりと一喜一憂を共にします。
改めてファンになるということはその人の生活を大きく変えてしまう
すごい力があるなと実感しているところです。
昨年はファンミーティングで多くの“セゾン投信ファン”の皆さまにお
会いしてその熱量を体感しました。ずっとファンで居続けてくださる
ように、サポートを続けてまいります。

マーケティングユニット 北里

外に行ったことがありません。海外よりもまず日本全国制覇
が先！と意気込んではいますが、このペースでは人生をかけ

た日本全国制覇になりそうです。というのも、旅行が嫌いなわけで
はなく、むしろ移動時間も楽しめるタイプなのですが、いざ現地に
着くと観光地を周ったら次はどうすれば良いのか分からなくなるの
です。知らない土地を散策する度胸もなく、宿へ直行してしまいが
ち。ならツアーを申し込めばいいじゃない、というと自身の謎のプ
ライドがそれをヨシとしません。非常に面倒くさいですね。これで
はダメだ！と思い、日本の旅行雑誌を読んでひとまず行った気にな
りました。次は海外の旅行雑誌を読もうと思います。

事業統括部 山根

5 海

好きな保有期間は「永遠」

ウォーレン・バフェット氏の言葉です。
セゾン投信のファンドはすべて長期保有していただくことを前提に運用しています。

相続することもできるので永遠に持ち続けていただきたいです！

Our favorite holding period is forever.
ーWarren Buffett

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。

4月5日
気持ちよく晴れたの
で、「リフィニティブ・
リッパー・ファンド・ア
ワード2022ジャパン」
のトロフィーを撮って
みました

セゾン投信SNS
こちらでも
チェック！

■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。




