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※2021年2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。

2021年3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、2021年2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

2019/10/19 ～ 2021/3/16

%】

※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

糖尿病、がん、皮膚病治療用の薬品をはじめ、薬剤送達市場向けの製品を開発。

■細胞への薬剤輸送を改善する医薬品を開発するバイオ医薬品企業。

■薬剤治療の効き目を高めると共に患者の負担を軽減できる薬剤輸送技

術「ENHANZE」を主に研究。この技術をファイザーやブリストル・マイヤーズス

クイブをはじめとする大手製薬会社やバイオテクノロジー企業へ提供することに

より、マイルストーン収入やロイヤリティ収入を得ている。ロシュによるがんの分子

標的薬「Herceptin Hylecta」や、ヤンセンによる多発性骨髄腫（がん細

胞が骨を破壊したり血液の製造を阻害する病気）治療薬「Darzalex」が

「ENHANZE」を使った医薬品としてFDA承認済み。

■莫大なコストを要する新薬開発事業からは撤退し、需要が高まる

「ENHANZE」の技術を活かした他社とのパートナーシップ締結を増やすことに

注力。

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。

【組入比率： 4.1

※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

■リウマチ治療薬「Rayos」や尿素サイクル異常症治療薬「Ravicti」をはじ

め、関節炎、疼痛、炎症性疾患向けの治療薬を販売する製薬企業。

■特に業績拡大に貢献しているのが、尿素サイクル異常症治療薬の

「Ravicti」で、2013年にFDA（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。

■2017年にリバー・ビジョン・デベロップメントの買収により取得した眼球突出

や眼瞼後退等の症状を引き起こす甲状腺眼症の治療薬である

「Teprotumumab」の開発を進めており、2019年2月に同薬のフェーズ3の

臨床試験について良好な結果が発表されている。

2 ハロザイム・セラピューティクス
コード： HALO セクター： ヘルスケア 時価総額： 60億米ドル

1
コード： HZNP セクター： ヘルスケア

ホライゾン・セラピューティクス

1/8

※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： 199億米ドル

5.6【組入比率：

設立： 2008年

～

設立：

2018/11/12 2021/3/16

1998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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【 】

【 】

半導体と他の類似産業の製造工程におけるガスの制御・分析に使用される機器・部品を開発、製造、販
売。

■産業機器メーカー。半導体をはじめ、フラット・パネル・ディスプレイ、太陽光

パネル、バイオ医薬品等、様々な製品の製造プロセスで用いられる機器を提

供。

■特に、圧力測定・制御機器、反応性ガス及びプラズマ発生器、高周波電

源、紫外線レーザー等、半導体前工程における最先端技術で世界トップシェ

アを誇るリーダー的企業。

■2013年～19年における収益の年間成長率は19％、一株当たり利益の

年間成長率は31％と財務状況は良好であり、2019年Fortune100の急

成長企業21位に選出されている。

2018/2/1 ～ 2021/3/16

※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 MKSインスツルメンツ 【組入比率： 3.4 %】

コード： MKSI セクター： 情報技術 時価総額： 98億米ドル 設立： 1961年

1999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 リングセントラル 【組入比率： 3.1 %】

コード： RNG セクター： 情報技術 時価総額： 297億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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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。

■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。

■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

増加しており、多国籍企業へのカスタマー・サポートを拡充すべく海外展開を

積極化した結果、同社製品は日本を含む190ヵ国以上で利用されている。

■世界的に在宅勤務の動きが広がりつつあり、オフィス外での社員同士のコ

ミュニケーションを支援する同社製品への需要増加が見込まれる。

2018/1/13 ～ 2021/3/16

※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

110

220

330

440

2018年2月 2018年12月 2019年10月 2020年8月

● アメリカン・ドリーム・ファンド投資開始

(USD)

0

120

240

360

480

2018年1月 2019年1月 2020年1月 2021年1月

● アメリカン・ドリーム・ファンド投資開始

(USD)

2021年3月

販売用資料



【 】

【 】

ZEN セクター： 情報技術 時価総額： 159億米ドル 設立： 2007年

ソフトウエア会社。顧客企業がエンドユーザーから寄せられるサポートリクエストをインターネット上で
管理できるアプリケーションを提供。

5 ゼンデスク 【組入比率： 3.0 %】

コード：

■企業向けに、カスタマー・サービス業務を一元管理できるクラウド型ソフトウェ

アを開発。

■1ユーザー当たり5米ドルから利用できる基幹サービスの「Zendesk

Support」では、顧客からのメールをチケットという概念に置き換え、優先順位

を明確化することで効率的な管理を可能にする。ヘルプデスク機能の

「Zendesk Guide」やリアルタイムでチャットが行える「Zendesk Chat」等の

サービスも取り揃え、組織の形態や規模に合わせ自由にカスタマイズできる。

■コロナ禍を背景に顧客とのコミュニケーション効率化を図る同社サービスへの

需要が増加し、導入企業は日本国内で2,500社、全世界では14万

5,000社を突破。

2019/10/19 ～ 2021/3/16

※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

1966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 アドバンスト・ドレナージ・システムズ 【組入比率： 2.9 %】

コード： WMS セクター： 資本材・ｻｰﾋﾞｽ 時価総額： 74億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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排水管メーカー。排水構造物および資材を提供する。配管継手、地下雨水管理構造、地上排水構造、ろ過
室、排水桝、格子などを製造。世界各地で製品を販売。

■排水管をはじめとする一連の水処理製品の製造販売に加え、様々な産

業に向けて排水の安全な処理、管理、利用支援といった排水ソリューション

全般を提供。米国、カナダ、メキシコなどに約60の製造工場を展開、全世界

に30を超える販売拠点を持つ。

■雨水処理システムをインフラ建設、住宅・ビル、農業、鉄道、汚水処理、道

路排水、探鉱、廃棄処理等の市場に提供。世界の都市部だけでなく農村

地域の水管理問題解決にも貢献。

2019/11/30 ～ 2021/3/16

※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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【 】

【 】

登録投資アドバイザー業界における資産管理会社。富裕層の個人、事業体に対して、定期的手数料ベース
のビジネスモデルでサービスを提供。

■米国の富裕層やファミリーオフィス向けに包括的なウェルス・マネジメント・

サービスを提供。

■60社超の投資助言業等を営むパートナー企業を擁し、税務計画、不動

産計画、財務コンサルティング、資産配分決定や運用マネージャー選択など

幅広い資産管理業務を展開。顧客資産残高に応じた継続的な手数料収

入に依拠する安定したビジネスモデルを構築。

■パートナー企業に対し資本戦略面でのサポートを行うことに加え、マーケティ

ング、ビジネス開発、オペレーション、法務及びコンプライアンス、人材獲得等の

幅広い支援を行うことで各企業のサービスの付加価値を高め、事業拡大を後

押しする。

2019/12/16 ～ 2021/3/16

※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 フォーカス・ファイナンシャル・パートナーズ 【組入比率： 2.9 %】

コード： FOCS セクター： 金融 時価総額： 33億米ドル 設立： 2004年

2004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 フレッシュペット 【組入比率： 2.8 %】

コード： FRPT セクター： 生活必需品 時価総額： 68億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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北米全域に小売店を展開するペットフードメーカー。犬猫の食生活を改善させる新鮮な自然食品を提供。

■米国の冷蔵ペットフード・メーカー。保存料、添加物、人工成分を使用せ

ず、選りすぐりの新鮮な食材を使用して調理した犬・猫用の食品やおやつを製

造・販売。犬猫用医薬品も取り扱う。

■従来の固形餌や保存料を使った缶詰食品に比べ、栄養価や鮮度を重視

し安全性を追求した同社の商品は、近年の健康・安全志向の消費者ニーズ

にマッチして新規顧客が増加傾向に。

■製品は米国やカナダの食料品店、量販店、ペット専門店、自然派小売店

で販売。

2019/11/17 ～ 2021/3/16

※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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【 】

【 】

寝具製品を製造・販売する寝具メーカー。テンピュールおよびその他ブランド名で低反発マットレス、枕
などの製品を提供。

■米国の寝具メーカー。「テンピュール」、「シーリー」といったブランド名で低反

発マットレスおよび枕などの寝具製品を開発・製造し、世界各国に提供。

■NASAが宇宙飛行士用に開発した素材を長年の研究で一般製品へ進化

させ、生活の質を上げるマットレスや枕として、NASAが 唯一認定するブランド

を確立。より一層幅広い製品ラインナップを追求し、多様化する睡眠ニーズに

対してきめ細かな対応を図る。

2020/2/15 ～ 2021/3/16

※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 テンピュール・シーリー・インターナショナル 【組入比率： 2.8 %】

コード： TPX セクター： 一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ 時価総額： 78億米ドル 設立： 2002年

2001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 サイトワン・ランドスケープ・サプライ 【組入比率： 2.6 %】

コード： SITE セクター： 資本財･ｻｰﾋﾞｽ 時価総額： 78億米ドル 設立：

※株価推移は投資開始180日前からを記載
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園芸用品販売会社。野外照明、肥料、草の種子、芝生ケア用器具、およびゴルフ場用アクセサリー商品な
どを提供。

■住宅地やゴルフコースといった商業地で使用される屋外照明器具、芝生、

肥料、そして各種メンテナンスに関する製品を販売。

■複数の競合企業を買収し、造園製品卸売業で国内首位となっている。全

米に販売網を持つのは同社のみ。

■積極的な企業買収を継続し、販売網の更なる拡充やオペレーションの効

率化を図っている。

2017/10/13 ～ 2021/3/16

※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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【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。

2021年3月
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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

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。

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 10%）

【間接的にご負担いただく費用】（消費税率 10%）

1.727%

(1.57%)

0.770%

(0.70%)

0.088%

(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。

運用管理費用・年率
（信託報酬）

(括弧内数字は税抜)

2.585% 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。

購入時手数料 購入価額に3.85%（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。
※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。

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。
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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）

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 ○ ○

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 ○ ○ ○

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 ○

○

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 ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○

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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○ ○ ○

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 ○

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 ○ ○

○

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 ○ ○ ○



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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