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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 95.1%

キャッシュ

等 4.9%

＊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。 
＊当ファンドの運用管理費用を含めた実質的な信託報酬率は、純資産総額に対して年2.538％程度 
   （概算・税込）です。詳細は、【お申込みメモ】の【信託財産で間接的にご負担いただく費用】の項目を 
   ご覧ください。 
＊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 99.0%
コール・ローン等、その他 1.0%
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。 

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。 

情報技術
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 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。 

2014/8/29 2014/7/31 前月比

基準価額 9,897円 9,820円 77円

純資産総額 111億円 106億円 5.4億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド 0.78% -1.42% -9.55% 4.16% 97.92% 36.09%

第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 合計
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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。 
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当ファンドの基準価額算出に対応する2014年8月（現地7月30日～8月28日）の米国株式市場は上昇しました。7月30日に発表された4-6月期

GDP（国民総生産）が市場予想を上回って拡大し、またFRB（連邦準備制度理事会）が物価に対する判断を引き上げたことから、利上げ開始時

期が前倒しされるとの観測が広がり、月初は下落しました。更に、ロシアによるウクライナ進攻の可能性が報じられると地政学リスクも高まり、

上値の重い展開となりました。しかし、月央に発表された小売売上高が前月比ほぼ横ばいに留まったことから、早期の利上げ観測が後退、上

昇に転じました。スイスの大手製薬企業であるロシュがバイオテクノロジー企業のインターミューンを買収するといった戦略的買収(グリーン

シュート)のニュースも好感され、月末にかけて続伸しました。最終的に、前月末比(現地7月30日～8月28日)でラッセル 2000 グロース指数は

+1.83%、S&P500指数は+1.35%、NASDAQ総合指数は+2.12%となりました。 
 
米ドル円レートは、2014年7月末の1米ドルあたり102円85銭から2014年8月末には103円74銭となり、89銭の円安・ドル高となりました。 

当月末、マザーファンドは34銘柄に投資し、株式組入比率は95.1％となりました。業種別では、情報技術セクターの組入比率が28.5％と最も高

く、次いで一般消費財・サービスセクターが18.5％、資本財・サービスセクターが16.1％の組入比率となりました。 
 
当月の基準価額は0.78%上昇しました。 
同期間に0.87%の円安・ドル高となった為替が、パフォーマンスにプラスに寄与しました。当月は、前月に決算が悪く嫌気売りされ下落したマル

チメディア･ゲームズ(Multimedia Games)が当月は買い戻され月間12%、自己注射用注入器をはじめ利益率の高い製品の売上高が拡大した

ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ（West Pharmaceutical Services）が同8%、自動車向け製品に牽引され業績が伸長したリテルヒュー

ズ(Littelfuse)が同6%上昇しました。しかし、ビタミン剤業界の販売が落ち込む中で業績が伸び悩んだビタミン・ショップ（Vitamin Shoppe）が月中

の売却日までに11%下落しました。また、同業企業の買収費用が一時的に収益を圧迫したポートフォリオ・リカバリー・アソシエイツ（Portfolio 
Recovery Associates）が月間6%、そして市場予想を下回る決算を発表したサイベロニクス（Cyberonics）が同5%値下がりしました。尚、当ファンド

では、両社の株価下落は短期的な要因によるものと判断し、継続保有しています。 
また、当月はマリオット・バケーションズ･ワールドワイド(Marriott Vacations Worldwide)を新規に組入れました。一方、ジオスペース・テクノロ

ジーズ(Geospace Technologies)を全売却しました。同社については、大型受注の後ろ倒しにより株価の下落が続いていましたが、当ファンドで

は夏場までには受注できると考え、継続保有していました。しかし、当月になっても受注獲得の目処が立たないことから、損失拡大を回避する

為、全売却を決定しました。また、ロシアとウクライナの紛争を受けロシアで運営するホテルの集客数が減少しているベルモンド(Belmond)、大

口顧客を競合企業に奪われたドーマン･プロダクツ(Dorman Products)、ビタミン・ショップ(前掲)を含め、計4社を全売却しました。 
 
米国企業の決算発表は当月上旬までに一巡し、大型企業に比べ、好業績を達成した小型成長企業に投資家の注目が再び集まりつつありま

す。当ファンドでは、米国景気が拡大を続けて金融緩和局面が終焉を迎えれば、借入に頼らず業績を伸ばす小型成長株は、大型株やバリュー

株よりも大きく上昇すると考えています。GDPの3分の2を占める消費が景気拡大を牽引する中、当月組入れたマリオット・バケーションズ･ワー

ルドワイド(前掲)やレストレーション・ハードウェア(Restoration Hardware)のような消費関連企業は特に高い成長を実現できるとみて、新たな有

望企業の発掘に注力する方針です。 
Venture-backed IPO(ベンチャー・キャピタルが投資する新興企業のIPO件数)は、夏季休暇シーズンの当月こそ減速しましたが、9月以降は回復

するでしょう。9月には中国のインターネット小売最大手であるアリババ・グループの上場が予定されています。フェイスブックを超える大型案件

となる見込みの同社IPOが成功すれば、上場準備を進めていた多くの新興企業が上場に踏み切り、年末にかけてIPOは再び加速すると予想し

ています。  
 ＜上記コメントで取り上げた銘柄の説明＞ 

銘柄名 銘柄説明

マルチメディア･ゲームズ カジノ施設向けに、遠隔地のプレーヤーと対戦できるネットワーク型のスロット･マシンやビンゴ・ゲーム機器を製造

ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ 注射剤向けに、FDA認可済みの特殊包装材を製造

リテルヒューズ 自動車やスマートフォン等に搭載され、余剰な電流を遮断し過熱や発火を防止する高性能ヒューズを製造

ビタミン・ショップ 2万点以上に及ぶ健康食品や栄養剤を小売店舗で販売

ポートフォリオ・リカバリー・アソシエイツ クレジットカード会社や自動車ローン会社から小口の個人債権を額面よりも安価で購入し、回収を行うビジネスに従事

サイベロニクス 効果的な治療薬のない難治性てんかん患者に対し、脳神経のひとつである迷走神経に刺激を与えて治療を行う医療機器を開発

マリオット・バケーションズ･ワールドワイド 別荘の所有権を複数のオーナーが共同で保有し期間を区切って利用する「オーナーシップ・プログラム」等のレジャー関連サービスを提供

ジオスペース・テクノロジーズ 設置が容易で安全性の高い石油･ガス鉱床の探査機器を開発

ベルモンド 豪華列車｢オリエント急行｣でのツアーや高級ホテルを運営

ドーマン･プロダクツ 自動車メーカーの純正品と同じ性能の極小部品を低コストで製造

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、ブランド力を武器に米国内外で販売



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
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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
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銘柄名 業種 銘柄説明 組入比率(注)

1

Euronet Worldw ide Inc
ユーロネット・ワールドワ

イド
情報技術

電子金融取引のソリューションを提供している。金融機関と携帯電話サービス会社向けに、支払用

ミドルウエア、金融ネットワークへのゲートウェイ、アウトソーシングとコンサルティングのサービスを

提供しており、米国、欧州、アジアで事業所を運営している。従業員数4,100人（13年12月）。売上高

14億米ドル（13年12月）。

5.4%

2

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

売掛債権の受託管理会社です。支払不履行となった受取債権の購入、回収、管理を行っています。

従業員3,567人（14年6月）。純利益175百万米ドル（13年12月）。
5.1%

3
Carrizo Oil & Gas, Inc.

カリッツォ・オイル・ガス
エネルギー

天然ガスと原油の探査、生産を行う石油会社。米国テキサス州とルイジアナ州の湾岸 地域で資源

を開発、採取している。従業員数229人（13年12月）。売上高5.3億米ドル（13年12月）。
5.0%

4
Cyberonics Inc
サイベロニクス

ヘルスケア

サイベロニクスは医療器具の開発会社。製品はてんかんや神経および精神衰弱などの疾患に対

する治療に使用される。同社のNCPシステムは米国、欧州、カナダなどで販売許可を受けている。

従業員639人（14年4月）。売上高282百万米ドル（13年4月）。

5.0%

5
Imax Co

アイマックス
情報技術

IMAXおよびIMAX 3Dのデジタル画像と音響技術のメーカー。独自のIMAX DMR技術を使用した商

業映画のデジタル再生で、オリジナル・コンテンツの製作も手掛ける。従業員数541人（13年12

月）。売上高2.9億米ドル（13年12月）。

5.0%
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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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【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。 



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 ○ ○ ○

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 ○ ○

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 ○

三田証券株式会社

○ ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○

○

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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○

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 ○

（2014年9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

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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○

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

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 ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44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

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175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】 
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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） 

 

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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