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※2019年8月末時点の保有銘柄であり、現時点あるいは将来にわたっての継続保有を示唆するものではありません。

2019年9月

次世代を担うと期待される企業に投資する

「夢」のある投資信託「アメリカン・ドリーム・ファンド」

当レポートでは、2019年8月末時点の組入上位10銘柄をご紹介します。

個別銘柄の投資を推奨するものではありません。

※お申込みの際には、販売会社からあらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、必ず内容
をご理解のうえ、お客さまご自身でご判断ください。
※あくまでも当ファンドのマザーファンド（「米国小型成長株マザーファンド」）で保有する銘柄の紹介を目的とした資料です。

販売用資料 
 

                 アメリカン・ドリーム・ファンド 

                        ～イノベーションはいつの時代も高成長～ 

 ≪組入上位10銘柄のご紹介≫ 



【 】

【 】

※株価推移は投資開始180日前からを記載

2013/6/16 ～ 2019/9/10

%】

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

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、ATM運営、送金システムのサービスを提供

■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サービス

を提供。日本では月極契約が一般的だが、欧米や新興国では通話料金の

割安なプリペイド携帯電話が広く普及している。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の人気が高い。

■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

る。PIN(本人確認番号)を入力すると、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サービスは大きく増加。

■1994年にハンガリーでATMの運営を開始し、世界各地の金融機関と提携

し、ATMの設置を推進。ショッピングモールや駅等でATMを運営する同社と提

携すれば、店舗網が少ない金融機関の預金者にとって利便性が向上する点

が評価され、多数の金融機関が同社と提携している。

パソコンやスマートフォン等の様々な電子機器で、電話、ファックス、テレビ会議等の機能が使えるクラ
ウド・ベースの企業向け通信ソフトウェアを提供

【組入比率： 3.6

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

※株価推移は投資開始180日前からを記載

■主力製品「Ring Central Office」を用いることで、スマートフォンやタブレッ

ト等の端末を利用した社員間のコミュニケーション及び電子ファイルのやり取りが

可能。多くの企業で利用されているMicrosoft OfficeやGoogleカレンダー等

とも互換性が高く、社内外で自身や他社員の予定が確認できる。

■設立当初は中小企業向けに製品を展開していたが、大手企業の顧客も増

加。多国籍企業へのカスタマー・サポートを拡充する為、海外展開を積極化し

ており、既に世界数ヵ国にオフィスを構えている。なお、同社製品は日本を含む

190ヵ国以上で利用可能。

■独立系調査会社Synergy Research Group社によると、統合コミュニ

ケーション・ソフトウェア市場において、2017年に売上高及びユーザー数で世

界シェア第1位となり、2018年には、API (アプリケーション・プログラミング・イン

ターフェース)の世界最大級のカンファレンスを開催するAPI Worldよりコミュニ

ケーションズAPIアワード、企業向けソフトウェアを専門とするメディア企業の

TMC社より業界で最も革新的なコミュニケーション・ソリューションに贈られる

TMC 2018 ユニファイド・コミュニケーションズ・プロダクト・アワードを受賞。

2 ユーロネット・ワールドワイド
コード： EEFT セクター： 情報技術 時価総額： 79億米ドル

1
コード： RNG セクター： 情報技術

リングセントラル
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※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成

%】

時価総額： 103億米ドル

3.9【組入比率：

設立： 1999年

～

設立：

2018/1/13 2019/9/10

1994年

＜＜ 組入れ上位10銘柄のご紹介 ＞＞ 

投資における注目ポイント 株価推移 

投資における注目ポイント 株価推移 

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 
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米国の住宅業界に革新をもたらす住宅ローン関連ソフトウェアを開発
　（※2017/10/2、グループ再編に伴い名称変更）

■住宅ローン関連ソフトウェアを開発する企業。

■住宅ローンの組成や回収を行う金融機関等に対し、住宅ローン及び担保

物件の評価・リスク分析、返済プランや請求書の作成、返済状況やローン残

高の管理等、住宅ローンに関する様々なプロセスを自動化するソフトウェアを提

供。

■住宅ローン及び担保物件に関する膨大な情報を蓄積したデータベースが、

同社の競争力の源泉。例えば、担保物件の評価については、独自に開発した

アルゴリズムを用いて関連データを分析し、更に現地調査を行い定性的な評

価を組み合わせることで、評価精度を高め、競合他社との差別化を図ってい

る。

■2008年にタイトル・インシュアランス(不動産購入後に、所有権や抵当権

等、買主に不利になることが判明した場合、損害額を保証する保険)を手掛

けるFidelity National Financial社から分離独立（スピンアウト）し、

2015年5月に新規株式公開（IPO）を実施。

2015/7/10 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成

3 ブラック・ナイト 【組入比率： 3.0 %】

コード： BKI セクター： 情報技術 時価総額： 93億米ドル 設立： 2008年

1998年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

※株価推移は投資開始180日前からを記載

4 インターシオン・ホールディングN.V. 【組入比率： 2.9 %】

コード： INXN セクター： 情報技術 時価総額： 58億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載

2/8

子会社を通じてコロケーションサービスや設備収納、接続サービス、マネージドサービス、性能管理など
を手掛ける

■サーバー機器設置スペース、通信回線、電源等のクラウド・コンピューティング

向けインフラ設備を提供するデータセンター事業を展開。

■顧客企業のインフラを構築する為の、場所、電力、空調、自然災害等にも

対応できる頑強な設備を提供することに加え、ネットワーク監査やデータ保全

等の高付加価値サービスも行う。

■フランス、ベルギー、イギリスをはじめとした欧州を中心に13ヵ国で、約50の

データ・センターを保有し、2,000以上の顧客企業に対してサービスを提供。

顧客企業は、AT&Tやベライゾン・コミュニケーションズ等の電気事業者、オラク

ル、アマゾン・ドット・コム等のクラウド・サービス提供会社、ネットフリックスやフォッ

クスコーポレーション等のコンテンツ配信を行っているメディア企業、バークレイズ

等のエンド・ユーザー企業等、多岐にわたる。

2012/5/6 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成
※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

＜＜ 組入れ上位10銘柄のご紹介 ＞＞ 

投資における注目ポイント 株価推移 

投資における注目ポイント 株価推移 

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 
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LGND セクター： ヘルスケア 時価総額： 17億米ドル 設立： 1987年

マーケティング活動を大手製薬企業に任せ、有望治療薬の開発に注力。ロイヤリティを主な収入源とする
事で、利益率の高いビジネスモデルを確立

5 リガンド・ファーマシューティカルズ 【組入比率： 2.9 %】

コード：

■血小板減少症、多発性骨肉腫、糖尿病、肝炎、筋萎縮、脂質代謝異

常、貧血、骨粗鬆症などの治療薬を開発。

■Pfizer社やGlaxoSmithKline社等の大手製薬企業と提携し治療薬を開

発。有望治療薬の開発のみに注力し、マーケティング活動を巨大な販売網を

持つ製薬企業に任せ、販売量に応じたロイヤリティを主な収入源とする事で利

益率の高いビジネスモデルを確立。

■様々な用途の治療薬を複数の大手製薬企業と共同開発することで、治療

薬が認可されなかった場合や、提携関係終了によるリスクを抑制。

■既存製品の販売拡大と新薬の貢献により中長期的に業績は成長を続ける

見込み。主要製品である「Kyprolis（抗がん剤）」と「Promacta（血小板

減少症及び再生不良性貧血の治療薬）」は、領域拡大も進めており、両品

目共に数十億米ドルの潜在市場規模が見込まれ、今後もロイヤリティ収入の

増加を期待。更に、将来の収入につながるライセンス取得済み(ライセンス先の

製薬企業が開発費・販売費を全て負担)のパイプライン品目は 100品目超

あり、これらの収益貢献も期待できる。

2013/1/20 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成

1998年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

※株価推移は投資開始180日前からを記載

6 GWファーマシューティカルズ 【組入比率： 2.8 %】

コード： GWPH セクター： ヘルスケア 時価総額： 43億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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がんの痛みの治療、多発性硬化症や神経痛の痛みをやわらげる、カンナビノイドの処方薬の研究・開発を
行う

■カンナビノイド（大麻草に含まれる化学物質）を用いて、てんかんの痙攣発

作を抑制したり、がんや神経痛の痛みを緩和する医薬品を開発。

■主力製品である小児向けてんかん治療薬「Epidiolex」は、大麻草由来の

治療薬としてFDA（米食品医薬品局）承認を初めて取得し、2018年11

月に米国で発売を開始。また、同薬は乳幼児期に発症する難治てんかんのド

ラベ症候群（体温が上昇したり光を浴びることで痙攣や意識障害といった症

状が誘発されるが、早期治療により症状を改善できる）にも適応され注目を

集めている。

2018/9/9 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成
※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

＜＜ 組入れ上位10銘柄のご紹介 ＞＞ 

投資における注目ポイント 株価推移 

投資における注目ポイント 株価推移 

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 
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【 】

バイオ医薬品メーカー。神経性精神病、神経性炎症、神経変性などの疾患や障害の治療薬の臨床・開発に
従事

■パーキンソン病等の精神神経系疾患及び子宮内膜症等の内分泌系疾患

を対象とした治療薬を開発。

■同社が開発するパーキンソン病治療薬「Opicapone」は、1970年代に登

場しパーキンソン病治療に画期的な進歩をもたらした「Levodopa」と併用す

ることにより、通常は2時間程である「Levodopa」の効果持続時間を大きく延

ばす薬剤。同治療薬は2016年6月に欧州で認可を取得し、臨床試験では

「Levodopa」の補助薬として30ヵ国900人超の患者に適用される。また、

「Levodopa」の過剰摂取による副作用の一つである、遅発性ジスキネジアに

対する治療薬「INGREZZA」を開発し、2017年に米国でFDA認可を既に

取得。その他にも、トゥレット症候群、そしてハンチントン病等の遺伝性神経変

性疾患に伴う不随意運動を改善する治療薬「NBI-98854」や、子宮内膜

症及び子宮筋腫に対する治療薬である「Elagolix」を開発。

■世界的に高齢化が進む中、患者数の増加が予想されるパーキンソン病をは

じめ、市場規模の拡大が見込める疾患領域で、近々販売が期待される開発

薬剤が複数ある、有力な薬剤開発ポートフォリオを保有。

2019/1/13 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成

7 ニューロクライン・バイオサインシス 【組入比率： 2.7 %】

コード： NBIX セクター： ヘルスケア 時価総額： 87億米ドル 設立： 1992年

1919年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

※株価推移は投資開始180日前からを記載

8 ホステス・ブランズ 【組入比率： 2.5 %】

コード： TWNK セクター： 生活必需品 時価総額： 18億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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包装食品メーカー。ベーカリー菓子の開発、製造、販売、流通に従事

■カップケーキや菓子パンを製造。同社の主力製品である「Twinkies」及び

「CupCakes」は85年以上、「Ding Dongs」は50年以上にもわたり全米で

販売されており、高いブランド認知度を誇る。

■平均的なアメリカ人の間食回数は2018年に1日3～5回に上り、2017年

から21％増加。このような高い需要を背景に、米国の菓子業界の市場規模

は2018年から2022年にかけて、1,500億米ドルから1,800億米ドルまで成

長すると予想。同社は、全米で長期にわたり愛されてきた上記のようなブランド

を中心に、期間限定商品や祝日にあわせた限定商品等も展開し、売上を伸

ばしている。

■近年は人工着色量を使わない菓子パン等、朝食関連製品の販売も業績

に貢献。

2018/9/30 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成
※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

＜＜ 組入れ上位10銘柄のご紹介 ＞＞ 

投資における注目ポイント 株価推移 

投資における注目ポイント 株価推移 

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 

0

40

80

120

160

2019年1月 2019年3月 2019年5月 2019年7月

● アメリカン・ドリーム・ファンド投資開始

(USD)

0

10

20

30

40

2018年9月 2018年12月 2019年3月 2019年6月

● アメリカン・ドリーム・ファンド投資開始

(USD)

2019年9月

販売用資料



【 】

【 】

ソフトウェア・ソリューションを設計・開発。採用から退職までの雇用ライフサイクル向けのデータ分析
ソフトウェア製品を提供

■企業の人事管理ソフトウェアをSaaS(通信ネットワークを通じてソフトウェアを

提供し、利用実績に応じて課金するサービス型ソフトウェア)形式で提供する。

■同社ソフトウェアを用いれば、人材の採用、評価、給与、退職手続き等、人

事関連の一括管理が可能。一括管理によって人事関連業務の効率化を図

ることができる他、必要情報の漏れを防止することでコンプライアンス違反等のリ

スクも低減できる。

■SaaS形式でソフトウェアを提供する為、定期的なアップデート作業が必要な

く、常に最新機能を使える。オプション機能を追加する際にも、ソフトウェアのダ

ウンロードは不要で設定変更すれば即時に利用でき、またIT専門職以外の一

般社員でも操作が簡単に行える点も強み。

2015/2/7 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成

9 ペイコム・ソフトウェア 【組入比率： 2.4 %】

コード： PAYC セクター： 情報技術 時価総額： 123億米ドル 設立： 1998年

2008年

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

※株価推移は投資開始180日前からを記載

10 ホライゾン・セラピューティクス 【組入比率： 2.4 %】

コード： HZNP セクター： ヘルスケア 時価総額： 49億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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バイオ医薬品持株会社。疼痛、炎症、特殊疾患、および希少疾患を治療する臨床試験後期のバイオ医薬品
を開発、販売

■関節炎、疼痛、炎症性疾患向けの治療薬を販売。

■尿素サイクル異常症治療薬「Ravicti」が主力製品。尿素サイクルとは、主

に肝臓において体内で発生する有毒なアンモニアを無毒な尿素に変える経路

のことで、尿素サイクル異常症は、同サイクルの代謝系に先天的な異常がある

為に発症する遺伝性希少疾患。症状として、嘔吐、多呼吸、痙攣、意識障

害、発達障害等が見られ、命にかかわる重篤な状態になることもある。

「Ravicti」は2013年にFDA（米国食品医薬品局）の承認を取得してお

り、同薬を開発したハイペリオン・セラピューティクスを2015年に買収して販売

権を獲得。

■自社開発の医薬品に加え、他社開発品目の導入や積極的な企業買収を

通じて2018年には11品目に拡充し、売上高も2013年の7,400万米ドルか

ら2018年には12.1億米ドルへ飛躍的に増加。その結果、2013年に売上高

の75％以上を占めていた自社開発品のリウマチ関節炎治療薬「Duexis」

は、2018年には10％以下まで低下しており収益構造が安定化。

2018/11/12 ～ 2019/9/10

※信頼できると判断したデータを元に新生インベストメント・マネジメントが作成
※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率

※時価総額は株価直近日と同一時点

＜＜ 組入れ上位10銘柄のご紹介 ＞＞ 

投資における注目ポイント 株価推移 

投資における注目ポイント 株価推移 

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 
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販売用資料
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【投資リスク 】詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 

 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。 

●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、   

当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。 

●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。 

2019年9月

販売用資料



【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。
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◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 
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販売用資料

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）

【間接的にご負担いただく費用】（消費税率が8%の場合）

1.6956％*2

(1.57%)

0.7560％*3

(0.70%)

0.0864％*4

(0.08%)

※ 「その他の費用・手数料」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※ 上記のファンドに係る費用につきましては、消費税率の変更に応じて適用される料率をご参照ください。

※ 当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの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。

運用の委託先の
報酬

運用の委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末なら
びに信託終了のときに支払われるものとし、その報酬額は計算期間を通じて日々、マザーファンドの信託財産の純
資産総額に年10,000分の120の率を乗じて得た額とします。

その他の費用
・手数料

財務諸表監査に
関する費用

監査に係る手数料等（年額62万円および消費税）です。

当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信

託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。

信託事務の処理に
要する諸費用等

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等です。
当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信

託終了の時にファンドから支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率
0.10%（税込）を上限とします。

購入時手数料 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。
*消費税率が10％になった場合は、3.85％となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続き等の対価です。

信託財産留保額 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。

※消費税が10％になった場合は、以下の通りとなります。

　　　*1…2.585％、*2…1.727％、＊3…0.770％、*4…0.088％

運用管理費用・年率
（信託報酬）

(括弧内数字は税抜)

2.5380%*1 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

(2.35%) ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上され、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末

または信託終了の時にファンドから支払われます。

(委託会社) 委託した資金の運用の対価です。

(販売会社)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価で
す。

(受託会社) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

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

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。
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【委託会社、その他関係法人 】

◆ 巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。 

（2019年9月18日現在） 
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販売用資料

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 ○ ○ ○

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6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 ○ ○

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 ○

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 ○

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

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 ○

○

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 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○

FFG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 ○

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 ○

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 ○ ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11号 ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170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 ○ ○

株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第5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 ○

セントレード証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第74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 ○

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 ○

○

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 ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○

○

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

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 ○

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 ○ ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131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 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

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 ○ ○ ○

松阪証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第19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 ○ ○

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 ○

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

山形證券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第3号 ○

委託会社

受託会社
販売（取次）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）



ご留意いただきたい事項

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・保障するものではありません。 

ファンドは、実質的に株式など値動きのある資産（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、市場環境等により基準価額は変動します。したがって元金保証および利
回り保証のいずれもなく、運用実績によっては投資元本を割込むおそれがあります。 

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。 

お申込みの際には、あらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、必
ず内容をご理解のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 

投資信託は預金や保険とは異なり、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。 

販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、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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