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■主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。(主として米国小型成長株マザーファンドを通じて投資します。） 
■徹底したファンダメンタル分析に基づく、ボトムアップ・リサーチにより厳選した銘柄への集中投資を行い、中長期的な収益の獲得をめざします。 
■外貨建て資産について、為替ヘッジは原則として行いません。 
■当ファンドは、米国小型成長株マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 
■マザーファンドの米国株式（ADR等を含みます）等の運用指図に関する権限を、RSインベストメンツ（アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・ 
エルエルシー）に委託します。 

株式 91.5%

キャッシュ

等 8.5%

＊騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。 
   上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に全額 
   再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。 
＊騰落率は各月末営業日で計算しています。 
  （各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。） 

【分配金実績(1万口当たり、課税前）】 

＊運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。  
＊四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。 

【マザーファンドの組入状況】 

【ファンドの特色】 

＊基準価額は1万口当たりとなっています。 

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。 
＊当ファンドの信託報酬率については、後述の【運用管理費用（信託報酬）等】をご参照ください。 
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 
 
 

【運用資産構成比率】 

【ファンドの騰落率（分配金再投資）】 

【基準価額・純資産総額の推移】 

組入銘柄数 

【基準価額・純資産総額】 

＊分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 
＊分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合 
  もあります。 
  

【運用資産構成比率】 【業種別構成比率】 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 

米国小型成長株マザーファンド 98.6%
コール・ローン等、その他 1.4%
合計 100.0%
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＊運用資産構成比率はマザーファンドである米国小型成長株マザーファンドの 
   純資産総額をもとに算出した比率です。 
＊四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。 

＊業種別構成比率はマザーファンド
である米国小型成長株マザーファン
ドの純資産総額をもとに算出した比
率です。 
＊左記の業種は、MSCI/S&P GICS 
※の業種区分に基づいています。 
※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダー
ド＆プアーズとMSCI Inc.が共同で作
成した世界産業分類基準(Global 
Industry Classification Standard 
=GICS)のことです。 
＊四捨五入の関係上合計が100％に
ならない場合もあります。 

 Morningstar Award “Fund of the Year 2013”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングス
ターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一
切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 
  当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2013年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングス
ターが判断したものです。国際株式型部門は、2013年12月末において運用期間1年以上の当該部門に属するファンド964本の中から選考されました。 

当ファンドが、モーニングスター株式会社の『Morningstar Award “Fund of the Year 2013”』の

国際株式型部門(対象ファンド：964本)において、優秀ファンド賞を受賞いたしました。 

一般
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2014/6/30 2014/5/30 前月比

基準価額 10,300円 12,386円 -2,086円

純資産総額 89億円 63億円 26億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド 2.59% -1.75% -6.48% 17.09% 71.24% 41.63%

第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 合計

0円 0円 0円 1,200円 2,400円 3,600円
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【市場概況】 

【ファンド概況】 

 以下のコメントは、アメリカン・ドリーム・ファンドのマザーファンドである米国小型成長株マザーファンドの米国株式等
の運用指図を行っているRSインベストメンツのコメントをもとにして作成したものです。また、下記の見通しは当資料作
成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合がありますのでご留意ください。 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 

月次レポート 2/6 
2014年6月30日現在 

 当ファンドの基準価額算出に対応する2014年6月（現地5月29日～6月27日)の米国株式市場は欧州中央銀行（ECB）がマイナス金利の導入を含

む追加金融緩和策を決定したことや、雇用統計の内容が好感され、月初から上昇基調となりました。また、大手オンライン旅行サイトを運営するプ

ライスライン・グループが、レストラン予約サイトを運営するオープンテーブルの買収を発表する等、戦略的買収(グリーン・シュート)が活発化したこ

とも追い風でした。ECBの追加金融緩和策を受けて国内外で投資家のリスク許容度が高まる中、成長力のある小型株に投資家の注目が集まり、 

最終的に、前月末比(現地5月29日～6月27日)でラッセル2000グロース指数上昇率は＋5.01％となり、NASDAQ総合指数の＋3.53％やS&P500指

数の＋2.13％を上回りました。 

 米ドル円レートは、2014年5月末の1米ドル101円66銭から2014年6月末には101円36銭となり、30銭の円高・米ドル安となりました。 

 当月末、マザーファンドは41銘柄に投資し、株式組入比率は91.5％となりました。業種別では、一般消費財・サービスセクターの組入比率が

21.8％と最も高く、次いで情報技術の組入比率が20.5％、資本財・サービスセクターの組入比率が17.8％となりました。 

 

 当月の基準価額は2.59％上昇しました。 

 

 当月は、住宅市場の回復を背景に販売を伸ばしたレストレーション・ハードウェア(Restoration Hardware)が月間＋40.0％、新たな油田の試掘結

果が良好だったカリッツォ・オイル・ガス(Carrizo Oil & Gas)が同15.9％上昇しました。また、ファイナンシャル・エンジンズ（Financial Engines）も押し

目買いが入り、同＋10.7％値上がりしました。一方、CEOの退任報道や大型契約が更新されなかったことが嫌気されたインフォブロックス

(Infoblox)が同－35.8％、中国事業の利益率落ち込みにより業績見通しが市場予想を下回ったフィニサー（Finisar)が同20.8％下落しました。イン

フォブロックス及びフィニサーについては業績動向を注視し、他の投資機会も検討しながら今後の方針を判断します。 
  

 当月は、目標株価に達したグローバス･メディカル(Globus Medical)及びユビキティ･ネットワークス(Ubiquiti Networks)の2社を全売却し、利益を

確定しました。一方、新規に投資した銘柄はございません。 
 

 半年を終え、株式市場は昨年に続き上昇基調で推移しました。但し、小型株の上昇率は大型株を下回っており、また小型株の中でもグロース

株の上昇率はバリュー株を下回っています。そして、グロース株の中でもバリュー色の強い銘柄が選好されるという相場環境は、当ファンドには

非常に逆風でした。しかし、こうした状況にも前月から変化の兆しが見られ、当月に高騰したファイナンシャル・エンジンズ(前掲)をはじめ、好調な

業績にも拘らず利益確定等の影響により年初来下落が続いていた優良企業に押し目買いが入りつつあります。更に、前述のオープンテーブル

の例からもわかる通り、独自の技術やサービスで業績を伸ばす小型企業がグリーン・シュートされる動きも出始めていることから、年後半はグ

ロース株に投資する当ファンドにとって好環境になると考えています。 

 当ファンドでは、引き続き、中長期的に業績成長が見込まれる銘柄の発掘に努めます。例えば、ヘルスケア・セクターでは、まだ開発段階の製

品しかないバイオテクノロジー企業が期待先行で年初に高騰しましたが、当ファンドでは、FDA(米国食品医薬品局)の認可を受けた治療薬を複数

保有し、大手製薬企業からのロイヤリティ収入(知的財産権の利用料収入)を安定的に確保するリガンド・ファーマシューティカルズ（Ligand 

Pharmaceuticals）のように、ファンダメンタルズ面で裏付けのある企業に厳選して投資します。 

 

 Venture-backed IPO件数(ベンチャー・キャピタルが投資する新興企業のIPO件数)は、年初来で70件を越えました。8月に中国のインターネット

通信販売最大手であるアリババの上場が予定されており、また個人向けオンライン・ストレージ・サービスを提供するドロップボックスやスマート

フォンでハイヤーの手配や支払いができるウーバーのような注目銘柄が、IPO候補に挙がっています。こうした企業の上場が成功裏に実現すれ

ば、IPOの活性化に一層拍車がかかり、小型成長株に資金が集まることも考えられます。 

 
銘柄名 銘柄説明

レストレーション・ハードウェア 品質を追及したオリジナル・デザインの高級家具を低コストで製造するビジネスモデルを確立し、高いブランド力を武器に米国内外で販売

カリッツォ・オイル・ガス 独自の水平掘削技術を用いて、北米4鉱区で主にシェールオイルを採掘

ファイナンシャル・エンジンズ 独自開発したコンピュータ・モデルを使い退職年金や貯蓄に関する運用アドバイス・サービスを提供

インフォブロックス インターネットを利用した社内データへのアクセス制限業務等を自動化し、人的ミス防止や人件費削減を実現するネットワーク管理システムを開発

フィニサー 光ファイバーを利用した通信システムを世界各国の通信業者に提供

グローバス･メディカル 脊椎障害の治療に特化した医療機器を開発

ユビキティ･ネットワークス アフリカをはじめとする新興国を中心に、長距離でも利用可能なWi-Fi等の低価格ブロード･バンド製品を販売

リガンド・ファーマシュティカルズ 血小板減少症、多発性骨肉腫、糖尿病、肝炎をはじめ、多様な疾患の治療薬を開発
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【ご参考】 

【米国小型成長株マザーファンド組入上位5銘柄】 

*上記銘柄の説明はマザーファンドにおける銘柄のご理解を深めていただくために作成したものです。当資料に記載された銘柄の上昇・下落を示唆するものではありません。また当資料に記載された銘柄への投資を
推奨するものではありません。  
*上記業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。 
※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード＆プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard =GICS)のことです。 
（注）組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 

出所：RSインベストメンツの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 

【基準価額（米ドル換算）とラッセル2000グロース指数の推移】 

＊2007年6月28日を100として指数化しています。 
＊基準価額（米ドル換算）とは基準価額をもとに委託者が独自に算出したものです。ファ 
ンドの当日の基準価額を当日のTTMレート（三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場 
仲値）により米ドル換算し、前営業日の値として表示しています。 

 

 
出所：Bloomberg 
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銘柄名 業種 銘柄説明 組入比率(注)

1

Portfolio Recovery Associates
Inc

ポートフォリオ・リカバ

リー・アソシエイツ

資本財・

サービス

返済が遅延している個人債権の買取・回収に従事しています。MasterCard社やVisa社等大手ク

レジット会社との取引に特化し、自社開発した独自のプライシング・モデルに基づき大きなディスカ
ウントで債権を買取できることが同社の強みです。また、債権のセカンダリー・マーケットの需給関
係を適切に把握し、価格が高騰している時期には買取を休止する等仕入れ管理を徹底していま
す。その結果、コストに対し2.5～3.0倍という高い回収額を実現し、優れた収益力を誇っています。

4.8%

2

Euronet Worldw ide Inc
ユーロネット・ワールドワ

イド

情報技術

プリペイド携帯電話やプリペイドカードの電子決済処理、そしてATMの運営や送金等のサービスを
提供する企業です。同社は、欧州、中近東、アジア、北南米で、プリペイド携帯電話の電子決済処
理を行っています。スーパー等で手軽にプリペイドカードを購入できることから、銀行口座やクレジッ
トカードを持たない移民や新興国の消費者の間では、特にプリペイド携帯電話が人気です。更に、
インターネットの普及に伴い、オンラインでのプリペイドカード利用が増加しています。PIN(本人確認
番号)を入力すれば、例えばApple社の｢iTunes Store｣で販売される音楽やソフトウェア、ソニーの
｢Play Station｣用ゲーム等をオンラインで購入できる為、プリペイドカードの電子決済処理は大きく
増えています。

4.7%

3
Cyberonics Inc
サイベロニクス

ヘルスケア

てんかんや神経障害等の治療に使われるインプラント型の迷走神経刺激装置を開発・販売する企
業です。自律神経を正常に保つ迷走神経に刺激を与えて治療を行う同社のVNS (Vagus Nerve
Stimulation)治療システムは、薬の効かない難治性てんかん治療法として、1997年にFDA(米国食
品医薬品局)の薬事承認を取得しました。患者の体内に電子パルスを発生させるパルス・ジェネ
レータを埋め込み、「5分おきに30秒間」というように医師が設定した通りに電気パルスを流し、迷走
神経に刺激を与えて脳内物質の分泌を促すことでてんかん発作の発生頻度を軽減します。また、
専用のプログラム装置を使い、記録データを適宜抽出することも可能です。

3.8%

4
Sonic Corp.
ソニック

一般消費財・

サービス

ドライブ・イン(店舗敷地内に駐車し、注文、受け取り、食事を全て車内で済ませるシステム )形式の
ファーストフード店を全米で展開する企業です。注文した食事を車まで運んでくる従業員がローラー
スケートを履いていることや、利用客がドリンク、ハンバーガー、デザートを好みにアレンジできるトッ
ピングの豊富さで有名です。自社店舗とフランチャイズ店舗の両方を保有していますが、近年は、
自社店舗よりも収益性の高いフランチャイズ店舗に注力し、利益率向上を図っています。メニューの
充実や各種キャンペーン、クーポンやポイントの提供等を積極的に実施しています。

3.7%

5

　Geospace Technologies Corp
ジオスペース・テクノロ

ジーズ
エネルギー

石油･天然ガス鉱床の探査に使われる各種計測機器を開発する企業です。計測機器の中でも、地
震探査の際に使われる｢GSX(Geospace Seismic Recorder)システム｣が、売上成長を牽引してい
ます。地震探査とは、火薬を爆発させて人工的に地盤へ震動を与え、地震波の伝播状況から地質
構造を推定し、石油･天然ガスの鉱床等を迅速且つ正確に探査する方法です。｢GSXシステム｣に
は、GPS(人工衛星を利用して位置情報を把握するシステム)機能も装備されており、探査基地だけ
でなく、本社等の遠隔地でも測定地点毎のデータをリアル・タイムに分析できます。また、旧来型の
他社製品と異なり、測定地点から探査基地まで長いケーブルを繋いでデータを送受信する必要が
ない為、ケーブル設置、点検、修理等にかかるコストの大幅削減も可能です。

3.7%



【投資リスク】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

 当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これ 
らの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変
動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の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損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異
なります。 
 

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。 
 

《主な基準価額の変動要因》 
 

1.価格変動リスク（株価変動リスク） 
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業
績や国内外の政治･経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合
などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格
の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。 
また当ファンドは、大型株に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい中小型の株式を実質的な投資対象とします
が、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する株価と乖離した価
格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本
を割込むことがあります。 
 
2.為替変動リスク 
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨
の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。為替
レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。 
 
3.カントリーリスク 
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規制
等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 
 
4.信用リスク 
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の
変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。 
特に中小型株は大型株に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な悪化や経営不安･破綻が起こりやすいリスクが
あります。 
 

5.その他の留意点 
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は ありません。 
●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止す
ることやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。 
●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがありま
す。 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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【お申込みメモ】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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ファンド名 
 
商品分類 
 
当初設定日 
 
信託期間 
 
決算日 
 
購入・換金 
申込不可日 
 
 
 
申込締切時間 
 
購入・換金単位 
 
収益分配 
 
 
 
購入価額 
 
換金価額 
 
 
換金代金 
 
課税関係 
 
 
 
お客さまには以下の費用をご負担いただきます。 
 
【直接的にご負担いただく費用】（消費税率が8％の場合） 
 
購入時手数料 
 
信託財産留保額 
 
【信託財産で間接的にご負担いただく費用】（消費税率が8％の場合） 
 
運用管理費用 
（信託報酬） 
 
その他費用・手数料 
 
 
 
 
 
なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 

アメリカン・ドリーム・ファンド 
 
追加型投信/海外/株式 
 
2007年6月29日（金） 
 
無期限とします。 
 
原則として、毎年6月12日（休業日の場合は翌営業日）とします。 
 
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできま 
せん。 
●ニューヨークの銀行休業日 
●ニューヨーク証券取引所の休業日 
 
午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 
 
販売会社が定める単位とします。 
 
年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。 
※分配金を受け取る「一般コース」と自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、ど 
ちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
 
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 
 
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.3％の率を乗じて得た 
額）を控除した価額とします。 
 
原則として換金申込受付日から起算して、6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 
 
課税上は株式投資信託として取り扱われます。 
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 
 
 
 
 
 
購入価額に3.78％（税抜3.5％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 
 
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます。 
 
 
 
純資産総額に対して年率2.538％（税抜2.35％） 
 
 
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託 
事務の処理に要する諸費用、外貨建て資産の保有費用等が当ファンドから支払われます。 
※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができ 
ません。 



中泉証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第17号 ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○

共和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第64号 ○ ○

関東財務局長（金商）第44号 ○

（2014年7月10日現在）

金融商品取引業者名（五十音順） 登録番号
日本証券業

協会

一般社団法
人日本投資

顧問業
協会

一般社団法
人金融先物

取引業
協会

一般社団法
人第二種金
融商品取引

業協会

SMBC日興証券株式会社
（「ダイレクトコース」及び「投信つみたてプラン」

でのお取扱いとなります。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ 〇

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○

飯塚中川証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商) 第1号 ○

アーク証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1号 ○

臼木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第31号 ○

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号 ○ ○

○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号 ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者

おきなわ証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○

島大証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第6号 ○

○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110号 ○

田原証券株式会社 金融商品取引業者 　東海財務局長（金商）第15号 ○

ニュース証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第138号 ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号

光証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第30号 ○ ○

○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○

○ ○ ○

三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号 ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号

○ ○

○

ふくおか証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ○

いちよし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第24号 ○ ○

八幡証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第7号 ○

奈良証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第181号

【委託会社、その他関係法人】 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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委託会社 

  

   

   
  
 
受託会社 
販売（取次）会社 
投資顧問会社 

 

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）  
03-6880-6448（受付時間：営業日の9時～17時) 
ホームページアドレス：http://www.shinsei-investment.com/ 
登録番号 金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第340号 
加入協会 一般社団法人投資信託協会 
              一般社団法人日本投資顧問業協会 協会会員番号 第011-01067号 
三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等） 
下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）                                                         
アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・エルエルシー 
（米国小型成長株マザーファンドの米国株式等の運用の指図に係る権限を委託） 
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