
令和 3年 9 月 10 日

各位

外国投資法人名 UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・

シキャブ

代表者 取締役 アンドレアス・ハーバーツェト

管理会社名 UBS ファンド・マネジメント

（ルクセンブルク）エス・エイ

代表者名 CEO フランチェスカ・プリム

（管理会社コード：13854）
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 弁護士 大西 信治

（TEL 03-6212-8316）

（訂正）議決権行使基準日設定及び

議決権行使方法等についてのお知らせ

UBS（Lux）ファンド・ソリューションズ・シキャブ（以下「本投資法人」といいます。）は、下記の各 ETF-JDR（以下

個別に又は総称して「本ETF-JDR」といいます。）に関しまして、本日付で開示をした「議決権行使基準日設定及び議決

権行使方法等についてのお知らせ」に記載の基準日に下記の通り訂正がございますので、訂正前と訂正後の資料を添

付の上、お知らせいたします。

なお、訂正箇所については、赤字で記載しています。

記

（訂正前）

2. 基準日の内容

これに伴い、本 ETF-JDRに係る「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」第 42条第 2項に基づき、

本 ETF-JDRの受益者として、上記 1. 記載の総会において付議される議案について、本 ETF-JDRの受託者に議決権を行

使するよう指図することのできる受益者を特定する基準日として、下記のとおり基準日を設けます。

基準日：令和 3年 9 月 24 日

（訂正後）

2. 基準日の内容

これに伴い、本 ETF-JDRに係る「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」第 42条第 2項に基づき、

本 ETF-JDRの受益者として、上記 1. 記載の総会において付議される議案について、本 ETF-JDRの受託者に議決権を行

使するよう指図することのできる受益者を特定する基準日として、下記のとおり基準日を設けます。

基準日：令和 3年 9 月 30 日

以 上



別紙1

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユ

ーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）フ

ァンド・ソリューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議におい

て付議される同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図しま

す。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料) 



別紙2

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 欧

州株（MSCI ヨーロッパ）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリュー

ションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ

議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
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（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユ

ーロ圏株（MSCI EMU）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューシ

ョンズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議

案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
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（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユ

ーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・

ソリューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議さ

れる同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)
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（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 英

国大型株 100（FTSE 100）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリュ

ーションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同

じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙6

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 

MSCI アジア太平洋株（除く日本）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・

ソリューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議さ

れる同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙7

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ス

イス株（MSCI スイス 20/35）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリ

ューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される

同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料) 



別紙8

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 英

国株（MSCI 英国）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューション

ズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案に

ついて、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙9

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 米

国株（MSCI 米国）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューション

ズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案に

ついて、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙10

（訂正前）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 先

進国株（MSCI ワールド）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリュー

ションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ

議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

1. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 24 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

2. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

3. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙1

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユ

ーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）フ

ァンド・ソリューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議におい

て付議される同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図しま

す。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料) 



別紙2

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 欧

州株（MSCI ヨーロッパ）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリュー

ションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ

議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙3

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユ

ーロ圏株（MSCI EMU）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューシ

ョンズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議

案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙4

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ユ

ーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・

ソリューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議さ

れる同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙5

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 英

国大型株 100（FTSE 100）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリュ

ーションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同

じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙6

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 

MSCI アジア太平洋株（除く日本）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・

ソリューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議さ

れる同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙7

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF ス

イス株（MSCI スイス 20/35）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリ

ューションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される

同じ議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料) 



別紙8

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 英

国株（MSCI 英国）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューション

ズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案に

ついて、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙9

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 米

国株（MSCI 米国）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリューション

ズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ議案に

ついて、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)



別紙10

（訂正後）議決権行使指図書
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 御中

私は、上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項第 42 条第 2 項に基づき、UBS ETF 先

進国株（MSCI ワールド）の受益者として、2021 年 10 月 15 日開催の UBS（Lux）ファンド・ソリュー

ションズ・シキャブの普通投資主総会及びその後同じ目的で開催される会議において付議される同じ

議案について、貴社が以下（○印で表示）のとおり議決権を行使するよう指図します。

記

【普通議案】

議案 議決権行使指図内容

第1号議案 賛成 反対 棄権

第2号議案 賛成 反対 棄権

第3号議案 賛成 反対 棄権

   年  月  日

受益者住所                      

受益者氏名                      指図する所有口数      口

（ご注意）

4. 指図権は、権利確定日（2021 年９月 30 日）における受益者として株式会社証券保管振替機構から通知された受益

者のみが有します。

5. この指図書は、2021 年 10 月４日までに下記ご郵送先に到着するようにご送付下さい。なお、指図権を有する方が

法人の場合には、お手数ですが、法人名と共に代表者名もご記入下さい。

6. 各議案についての賛否が明らかでない場合においては、その議案について「賛成」として取扱われます。

また、上記期限までに受託者に指図書が到着しない場合には、その議案について「賛成」として取扱われます。

（議決権行使指図書ご郵送先住所）

〒137-8682

新東京郵便局私書箱第29号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 ＪＤＲ（外国株）担当 宛

(お問い合わせ)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

（受付時間：土・日・祝日等を除く平日9:00～17:00）

0120-232-711(通話料無料) 左記電話番号がご利用できない場合 042-204-0303(通話料有料)


