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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 97.4%

キャッシュ

等 2.6%

＊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は、純資産総額に対して年2.538％（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 100.0%
コール・ローン等、その他 0.0%
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。 

情報技術
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2015/1/30 2014/12/30 前月比

基準価額 11,785円 12,144円 -359円

純資産総額 98億円 115億円 -17億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド -2.96% 10.77% 20.01% 11.22% 121.99% 62.05%

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。 
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 1月の米国株式市場(現地2014年12月29日～2015年1月29日)は、下落しました。月初は、ISM製造業景況指数の低下や原油

安が嫌気され、値下がりしました。月央以降、欧州中央銀行（ECB）の量的緩和策導入や原油価格の反発を受けて一旦上昇し

たものの、主要企業の決算が市場予想を下回ったことから再び下落し、最終的に、前月末比(現地2014年12月29日～2015年1
月29日)でRussell 2000 Growth指数は－1.33%、S&P500指数は－3.32%、NASDAQ総合指数は－2.57%となっています。欧州や

新興国の景気減速による需要低迷やドル高により、海外で積極的に事業を展開する大型企業の業績悪化懸念が浮上する中、

米国での事業比率が高い小型企業で構成されるRussell 2000 Growth指数が他指数をアウトパフォームしています。 

  マザーファンドは当月末時点で35銘柄を保有し、株式組入比率は97.4％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32.7％と最も高く、次いで、資本財・サービスセクターが19.9％一般消費財・サービスセクターが19.3％と続きました。 
 基準価額は2.96％下落しました。尚、同期間に2％弱の円高となった為替が、マイナスに寄与しています。当月は、医療コンサ

ルティング企業の買収計画等が好感されたヒューロン・コンサルティング・グループ（Huron Consulting Group）が月間12％、人気

SFアクション映画シリーズ「ダイバージェント」の続編に対する期待が高まったアイマックス（Imax）が同10％、中長期的な業績成

長を見込んだ買いが入ったリガンド・ファーマシューティカルズ（Ligand Pharmaceuticals）が同9％上昇しました。しかし、ユーロ安

が進む中、欧州地域でATM運営事業を展開するユーロネット・ワールドワイド（Euronet Worldwide）が同17％、同じく欧州で債権

回収事業を拡大しているPRAグループ（PRA Group）が同15％下落しています。但し、両社については、欧州地域での事業成長

余地が非常に大きく、中長期的に為替要因を吸収して業績を伸ばせると判断し、継続保有しています。また、特に悪材料はな

かったにも拘らず、昨年末にかけて高騰した反動で売られたカペラ・エデュケーション（Capella Education）も同10％値下がりし、

パフォーマンスの足枷となりました。 
 当月は、アレジアント・トラベル（Allegiant Travel）、パパ・ジョンズ・インターナショナル（Papa John's International）、リッチー・ブラ

ザーズ・オークショニアーズ（Ritchie Bros Auctioneers）等、計5社を新規に組入れました。他方、ハイン・セレスチャル・グループ

（The Hain Celestial Group）を売却しています。  
 海外事業比率の高い大型企業では海外景気の減速やドル高による業績への悪影響が懸念される一方、独自の製品やサービ

スで新たな市場を創出したり既存企業からシェアを奪うことで、マクロ動向に左右されず業績を伸ばせる小型企業は、米国景気

拡大の恩恵を大きく受けると予想しています。特に、雇用回復が続く中、内需中心の消費関連企業に注目しており、例えば、時

間帯に応じてメニュー料金を最適なものに自動変更できるデジタル・メニューやオンライン注文システムを導入する等、ITを駆使

して売上高増加やオペレーションの効率化を図るパパ・ジョンズ・インターナショナルのように、競合他社以上に高い成長が見込

める小型企業を発掘する方針です。また、IT化が遅れている医療業界では、業務効率化に向けた投資が拡大しており、医療機

関向けにITコンサルティングやソフトウェア等を提供する企業にも投資機会があるでしょう。更に、石油の供給削減の動きが出始

めていることから、エネルギー関連企業の株価上昇にも期待しています。原油安により石油需要が喚起されれば、当月1バレル

50ドルを割り込んだ原油価格は75ドル近辺まで回復する余地があるとみています。当ファンドでは、財務体質が良好でコスト競

争力を持つエネルギー関連企業を厳選して組入れており、原油価格の反発に伴い、パフォーマンスに貢献すると考えています。 
  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、当月8件と、前月と大きく変わりませんで

した。但し、テクノロジー・セクターでは、スマートフォンでハイヤーの手配や支払いができるUberや、SNS等のソーシャル・データ

を分析して消費者の属性や嗜好に合ったオンライン広告を配信するRadium Oneといった有望企業のIPOが期待される他、ヘル

スケア・セクターでも多数の新興企業が上場準備を進めている模様で、IPO活況の目安といわれる年間100件を突破した昨年の

IPO水準は、今年以降も継続するとみています。 
 

銘柄名 銘柄説明

ヒューロン・コンサルティング・グループ 医療機関を対象とした業務改善・効率化コンサルティング、一般企業向け法律関連コンサルティング、リストラ及びM&Aのコンサルティングを提供

アイマックス 独自のデジタル映像技術を駆使した高画質の上映システム｢Imaxシアター｣を世界各国の映画館に販売

リガンド・ファーマシューティカルズ 血小板減少症、多発性骨肉腫、糖尿病、肝炎等、多様な疾患の治療薬を開発

ユーロネット・ワールドワイド スマートフォン向けプリペイドカードの電子決済サービス、及びATM運営等に従事

PRAグループ 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

カペラ・エデュケーション キャリアアップを目指す社会人向けに、経営やテクノロジー等多様なプログラムを提供するオンライン大学を運営

アレジアント・トラベル ラスベガスやフロリダの観光地と全米地方都市を結ぶ格安フライトを運行

パパ・ジョンズ・インターナショナル 化学調味料を使わず厳選した食材を使ったピザの宅配及びレストラン・チェーンを運営

リッチー・ブラザーズ・オークショニアーズ 建設、農業、輸送、石油業といった様々な業界で利用される産業機器の中古品オークションを運営

ハイン・セレスチャル・グループ 生鮮・冷凍食品から飲料まで、あらゆるジャンルのオーガニック食品を製造
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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

Ligand Pharmaceuticals
Incorporated

リガンド・ファーマシュー

ティカルズ

ヘルスケア

製薬会社。細胞内レセプターを活性化させるホルモン抑制用の薬品を開発する。このレセプ ター

は、婦人科系の障害やがん、心臓疾患、炎症性疾患や皮膚病などの疾患に影響をあ たえる遺伝

子プロセスを調整する働きがある。従業員数20名（13年12月）。売上高49百万米ドル（13年12

月）。

6.9%

2
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288百万米ドル（13年12月）。

6.3%

3

Huron Consulting Group Inc.
ヒューロン・コンサルティ

ング・グループ

資本財・

サービス

財務および経営管理の独立系コンサルティング・サービス会社。財務基盤が安定した企業から経

営困難に陥った企業まで幅広い顧客にサービスを提供。フォーチュン500社、大中企業、主要研究

機関、ヘルスケア機関、法律事務所などを顧客に持つ。従業員1,757人（2014年6月）。売上高7.8

億米ドル（2013年12月）

5.9%

4

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）。

5.7%

5
LogMeIn Inc

ログミーイン
情報技術

遠隔接続サービスを提供。サービスの対象は移動の多い専門職をはじめ、世界に散在する企業

のヘルプデスクやシステム管理者など。従業員748人（14年6月）。売上高166百万米ドル（13年12

月）。

5.6%



【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。 



リーディング証券株式会社（＊） 金融商品取引業者 関東財務局（金商）第78号 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11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 ○ ○ ○

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

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

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 ○

○

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 ○

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 ○ ○

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 ○

○ ○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 ○

○

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 ○

（2015年2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 ○

上光証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号 ○

関東財務局長（金商）第138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 
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。 

(＊)平成27年2月16日より取扱開始 
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