
【ファンドの特色】

【基準価額・純資産総額】 【基準価額・純資産総額の推移】

※ 基準価額は1万口当たりとなっています。

【ファンドの騰落率（分配金再投資）】

【運用資産構成比率】

【基準価額の変動要因（前月末比）】

 コモディティ
 分配金
 その他要因

 分配金
【分配金実績（1万口当たり，課税前）】  その他（信託報酬等）

※

※

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。

--- --- ---------

第6期 第7期 第8期 第9期 第10期

--- ------ --- ---

純資産総額
9,941円基準価額

---

16.0億円

--- ---

1/8月次レポート 2015年4月30日現在

-67円
14.1億円

設定来
合計

第3期 第4期第2期

ファンド -0.67% --- --- ---

第1期

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％にならない場合があります。

※
※
※

※

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。）

第5期

※

※

-0.59%

基準価額は、信託報酬控除後の値です。
投資先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以下の通りです。
　　　当初設定日以降2021年3月1日以前　　純資産総額に対して年率2.0412％
　　　2021年3月2日以降　　　　　　　　　　　　 純資産総額に対して年率1.5012％
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。

※
※

※

2015/4末

6ヵ月 3年 設定来

2015/3末

1年1ヵ月 5年

前月末比

3ヵ月

10,008円
1.9億円

44円　

-11円　

 基準価額の変動額（前月比） -67円　
 投資先ファンドの基準価額変動 21円　

0円　

-79円　
 その他債券 7円　
 株式 60円　

 ソブリン債券

0円　

上記は、リクソー投信株式会社のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントが
試算したものです。上記の要因分解は概算値であり、簡便的な計算方法により算出
をおこなっているため、実際の数値と異なる 可能性があります。あくまで傾向を知る
ための参考値としてご覧ください。

※

※ 設定後における資金流入および当該資金に係る運用の影響により、当月における基
準価額の変動要因のうち、その他（信託報酬等）の部分が大きくなっています。

-88円　

■ファンド・オブ・ファンズの形式により、主に投資信託証券に投資を行うことを通じて、信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。
■世界の代表的な資産（株式・債券・コモディティ）への分散投資効果を享受します。

・当ファンドは、主にリクソー投信株式会社＊が運用を行う「リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド（適格機関投資家向け私募）」（以下、「投資先ファンド」また
は「リクソーARMAジャパン・マスターファンド」といいます）に投資を行います。

・実質的な運用は、先進国および新興国の株式、債券（国債、ハイイールド債券等）、コモディティにかかる上場先物取引や上場投資信託（ETF）を活用します。
＊リクソー投信株式会社は、フランスに本拠を置くソシエテ ジェネラル銀行を中核とするソシエテ ジェネラル・グループ傘下の投信・投資顧問会社です。

■安定的なパフォーマンスをめざし、資産配分の調整を機動的に行います。
・投資先ファンドの実質的な運用は、リクソー・アセット・マネジメント・エス・エイ・エス（以下「リクソー・アセット・マネジメント」といいます。）が行います。
・当ファンドは、投資先ファンドを通じ、資産配分とリスクコントロールを組み合わせた、リクソー・アセット・マネジメントにより開発されたARMA戦略を用いて、資産

全体の価格変動を一定の水準に抑制しながら、景気サイクルのいずれの局面においても収益機会を捕捉するよう、機動的な資産配分の調整を行います。
■投資先ファンドへの投資は、原則として高位を維持することを基本とします。
■投資先ファンドにおいて、外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
■年1回、毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）に原則として分配を行います。分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して委託会社が決定します。
※ 資金動向、市場動向によっては上記のような運用ができない場合があります。

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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【投資先ファンドの基準価額の推移】 【投資先ファンドの騰落率（分配金再投資）】

【組入状況 】 （純資産総額対比）

【資産配分比率*3】

日本株式 日経平均

【資産配分比率*3 の推移】

新興国株式 MSCIエマージング・マーケット・インデックス

【運用状況／今後の見通し】

※

※
※
※

※

※

2015年4月30日現在 2/8月次レポート

1ヵ月

0.21%ファンド ---
3ヵ月 6ヵ月

---

13.9%
73.1%

196.2%
合 計

*3
※

先物を含むポートフォリオに対する各投資対象の構成比を表しています。
四捨五入の関係で合計が100にならない場合があります。

項　　　　目

証 拠 金 口 座 残 高 *1

上場投資信託 （ETF）
短 期 金 融 商 品
現 金 等

先 物*2

純資産総額に対する想定元本（契約金額）の比率を表示しています。*2
 *1 先物取引に際して預託する証拠金の残高をいいます。

比　　率
3.0%

10.1%

基準価額は、信託報酬控除後の値です。なお、投資先ファンドの信託報酬率は、2021年3月1日
以前が1.2528％（税込）、2021年3月2日以降が0.7128％（税込）です。
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。
投資先ファンドの騰落率は、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。）
上記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。

100.0%

--- ---
設定来

0.31%
5年

---
1年 3年

以下の内容は、投資先ファンドに関するものであり、リクソー投信株式会社より入手した内容をもとに作成しております。以下の内容は、当資料

作成時点のものであり、予告なく変更される場合があります。

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。

4月の債券市場は、欧州中央銀行（以下、「ECB」といいます）の量的緩和（以下、「QE」といいます）を受け、月前半には米国10年
国債が1.8％台まで低下したほかドイツ10年国債が0.1％を下回る水準になるなど、世界的に利回りが低下する展開となりました。
その後は、大規模な利食い売りと量的緩和策に絡んだポジションの解消により、ドイツ10年国債の利回りは0.37％まで上昇して取
引を終えました。また、米国10年国債の利回りも4月末には2.03％まで上昇しています。世界の株式市場は、ほぼ横ばいで4月末
を迎えました。ECBによるQE後に上昇を続けて来た欧州圏の株式市場は、月の半ばより下落基調へと転じました。一方、米国で
は、不透明な経済指標にもかかわらず、今期の企業決算は予想を上回る改善を見せています。新興国の株式市場では、中国市
場が金融緩和策の実施とさらなる追加緩和への期待を背景に＋7.5％と好調でした。中東情勢の懸念の高まりや原油の需給予測
の見直しにより北海ブレント原油、WTI原油は共に1バレルあたり10米ドル超の上昇を記録しました。為替市場では、米ドルはユー
ロと日本円に対してそれぞれ4.6％と0.6％上昇しました。

投資先ファンドは、月初より堅調なパフォーマンスを続けてきましたが、月末の2日間で長期金利が急上昇したことにより痛手を
被り収益の一部を失いました。資産クラス別では、ソブリン債券がマイナスの寄与となりました。その他の債券では、新興国市場の
国債と米国ハイ・イールド債へのエクスポージャーがファンドに収益をもたらしました。株式では、ユーロ・ストックス50指数で損失を
負ったものの、それを上回る収益を新興国市場であげました。コモディティはまちまちの動きとなりましたが、大幅に上昇した原油
市場の貢献が大きく、工業用金属からも収益を獲得したことで、パフォーマンスにはプラス寄与となりました。
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～

≪ソブリン債券≫ ≪その他債券≫

≪世界株式≫ ≪コモディティ≫

ブルームバーグのデータを基に新生インベストメント・マネジメントにて作成

※

※

・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが発表している新興国の株式市場の動きを捉える指数です。
・BofAメリルリンチ・グローバル・ハイイールド・コンストレインド・インデックスは、BofAメリルリンチが算出する
世界のハイイールド債券の値動きを示す代表的な指数です。

月次レポート 3/82015年4月30日現在

各指数については8ページ をご参照ください。

【ご参考】 過去1年間の各資産クラスにおける主な指数の動き（現地通貨ベース）

2014/4/30 2015/4/30

上記の利回りならびに指数について、作成時点でブルームバーグの情報が更新されていない場合や、過去の値が変更される場合があります。また市場が休
場等であっても、ブルームバーグの数値が掲載されている場合は、当該数値を記載しています。

上記の利回りならびに指数は、投資先ファンドにおける主要投資対象の市場動向を示した参考情報であり、当ファンドまたは投資先ファンドの運用実績では
なく、また将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、上記実績には取引コストや信託報酬などの費用等は控除されていません。

※

※

ソブリン債券については利回りの推移を表示しています。その他の項目については、対象期間の起点日における各指数値を100に換算して表示しています。

上記の指数は、各指数の現地通貨建て（新興国債券ならびに新興国株式は米ドル建て）で表示しており、為替ヘッジは考慮しておりません。

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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【投資リスク】 くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

月次レポート 2015年4月30日現在 4/8

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は異なります。

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

当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、コモディティ指数等に係る上場先

物取引のポジションを持ちます。先物取引の買いポジションは、先物価格が下落した場合、売りポジションは、先物価

格が上昇した場合損失が発生します。それらの損失は、当ファンドの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。

また、当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的には世界各国の株価指数、債券指数、コモディティ指数等に連動

した上場投資信託（ETF）等に投資を行います。そのため、株式、債券、コモディティ等の価格の下落は、当ファンドの基

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、投資先ファンドを通じて、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、投資元本を割り込むこ

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。当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジは、為替変動リスク

を完全に排除できるわけではありませ。また、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストは、基準価額の下落要因となります。

3.カントリーリスク

当ファンドは、投資先ファンドを通じて、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。特

に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、そ

のため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが金融商品市場や

外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外

部評価の悪化や経済危機等が起りやすいリスクもあります。さらに大きな政策転換、規制の強化、政治体制の大きな

変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響を被る可能性があります。自然

災害の影響も大きく、より大きなカントリー・リスクを伴います。

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。特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・

財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起りやすいリスクがあります。

5.その他の留意点
● 当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、注文の受付を

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。

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。



【お申込みメモ】

ファンド名

商品分類

当初設定日

信託期間

購入単位

購入価額

購入代金

換金単位

換金価額

換金代金

申込締切時間

購入の申込期間 2015年3月27日から2016年2月29日まで

購入・換金
申込不可日

・ ルクセンブルクの銀行休業日 ・ ニューヨークの銀行休業日
・ パリの銀行休業日 ・ ロンドンの銀行休業日
・ 欧州自動即時グロス決済システム（TARGET2）の休業日
・ その他委託会社が定める日

換金制限

購入・換金申込
受付の中止
及び取消し

繰上償還

・

・
・
・

決算日

収益分配
※

運用報告書

課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。
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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購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

販売会社が定める単位とします。

販売会社が定める期日までにお支払いください。

大口の換金には制限を行う場合があります。

販売会社が定める単位とします。

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、8営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

販売会社の営業日であっても、下記のいずれか（半休日を含む）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。

毎年11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
やむを得ない事情が発生したとき

グローバル・ナビゲーター（限定追加型）

追加型／内外／資産複合

2015年3月27日

原則として、2025年3月26日までとします。

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認（書面決議）し、受託会社と合意のう
え信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。

「リクソーARMAジャパン・マスター・ファンド（適格機関投資家向け私募）」が償還となった場合（書
面決議なし）

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。

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、購入・
換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合
があります。

原則として、毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日とします）
（初回の決算は、2015年11月20日）

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』のみのお取り扱いとなります。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。



【お申込みメモ】

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）

当ファンドでは購入時手数料はかかりません。

換金申込受付日 信託財産留保額
設定日から2017年3月1日まで
2017年3月2日から2018年3月1日まで
2018年3月2日から2019年3月1日まで
2019年3月2日から2020年3月1日まで
2020年3月2日から2021年3月1日まで
2021年3月2日以降償還時まで

【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）

※ 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。

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等
日々計上され毎計算期末または信託終了の時に投資先ファンドから支払
われます。ただし、投資先ファンドの純資産総額に対して年率0.10%（税
抜）を上限とします。

組入有価証券等の売買の際、ブローカーに支払う手数料、外貨建て資産
の保管に関する費用等

投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料

信託事務の処理に要
する諸費用等

財務諸表監査に関する
費用

信託事務の処理に要
する諸費用等

組入有価証券等の売
買の際に発生する取引
手数料、保管費用等

財務諸表監査に関する
費用

監査に係る手数料等（年額105万円および消費税）
監査費用が日々計上され毎計算期間の 初の6ヵ月終了日、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。
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信託財産留保額

購入時手数料

＊

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ） 等
（括弧内数字は税抜）

設定日～2021年3月1日

0.7128％ （0.66％）

1.2528％ （1.16％）

2021年3月2日～償還時

「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、一部を除き、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができません。

委託した資金の運用の対価

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とし、毎計算期
間の 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。）、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

委託会社

販売会社

受託会社

当 フ ァ ン ド

投資先ファンド

そ の 他 の 費 用
・ 手 数 料

 2021年3月2日～償還時　　　1.5012％ （1.39％）

投資対象とする
投資信託証券・年率

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
日々の投資先ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて
得た額とし、毎計算期末または信託終了のときに投資先ファンド
から支払われます。

実質的な負担・年率
 設定日～2021年3月1日　　　2.0412％ （1.89％）

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等
日々計上され毎計算期間の 初の6ヵ月終了日、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。

0.4320％
（0.40％）

0.0324％
（0.03％）

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

換金時には換金申込受付日の翌営業日の基準価額に応じた以下の信託財産留保額の料率を乗じて得た金額が
ファンド内に留保され、実質的には投資先ファンドの換金時に発生する換金手数料に充当されます。

0.00%

当ファンドで繰上償還が決定した場合でも、投資先ファンドにおいて「換金手数料」の支払いが生じる期間中は当ファ
ンドでも「信託財産留保額」が差し引かれます。ただし､繰上償還が決定し投資先ファンドを全額売却した場合、その
売却時に投資先ファンドにおける換金手数料を負担することとなるため、その後の換金時には、信託財産留保額を
差し引かないことがあります。

当 フ ァ ン ド の 運 用
管 理 費 用 ・ 年 率
（ 信 託 報 酬 ）

0.7884％
（0.73％）

0.3240％
（0.30％）

2.70%
2.16%
1.62%
1.08%
0.54%

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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。



◎ 当ファンドの主な手数料・費用について

当ファンドでは、お申込み時の購入手数料はかかりません。

＜当ファンドを2021年3月2日以降に途中換金した場合、および償還まで保有した場合＞

※ 2021年3月2日以降は、販売管理報酬の実質的なご負担はありません。

＜当ファンドを2021年3月1日以前に途中換金した場合＞

※1

※2

※3
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保有期間における「実質的な運用管理費用（信託報
酬）2.0412％（税込）」に加え、換金申込受付日に応じ
た「信託財産留保額」がかかります。

原則として、「信託財産留保額」は、投資先ファンドの

「換金手数料」に充当し※3、基準価額に右記の信託
財産留保額の料率を乗じて得た金額です。

委託会社 （注1）

販売会社 （注2）

受託会社 （注3）

実質的な運用管理費用（信託報酬）

ファンドの運用、受託会社への運用指
図、法定書面等の作成、基準価額の算
出等の対価
各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理、購入後の情報提供等の対価
投資信託財産の保管・管理、委託会社
からの指図の実行等の対価

注1

注2

注3

1.2096％ （税抜1.12％） 0.6696％※（税抜0.62％）

0.0108％ （税抜0.01％） 0.0108％ （税抜0.01％）

実質的な運用管理費用（信託報酬）については、実質的な運用管理費用（信託報酬）のほかに、「その他の費用・手数料」がかかりま
す。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）8ページの「その他の費用・手数料」をご確認ください。

保有期間とは、設定日または購入約定日から換金約定日までの期間をいいます。

当ファンドで繰上償還が決定した場合でも、投資先ファンドにおいて「換金手数料」の支払いが生じる期間中は、当ファンドでも「信託財
産留保額」が差し引かれます。ただし、投資先ファンドを全額売却した後は、その売却時に投資先ファンドにおける「換金手数料」を負
担することになるため、その後の換金時には、「信託財産留保額」を差し引かないことがあります。

保有期間における実質的な運用管理費用（信託報酬） 年率2.0412％（税込）

当ファンドの途中換金時にかかる信託財産留保額

＋

信託財産留保額

「換金手数料」は、投資先ファンドの途中換金時に発
生する手数料です。

保有期間や基準価額の水準によっては、購入手数料2.5％を支払った場合と比較して、受益者様の費用負担の総額が
相対的に高くなることがあります。

※

0.54%
0.00%

2019年3月2日～2020年3月1日
2020年3月2日～2021年3月1日

2021年3月2日～償還時

2018年3月2日～2019年3月1日

「販売管理報酬」とは、投資先ファンドのスキーム運営に対する報酬であり、受益者様には、購入手数料に相当する費用を、
当ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する「販売管理報酬」をもって、実質的にご負担いただきます。

当ファンドの運用管理費用（信託報酬） 0.7884％ （税抜0.73％）

当初設定日以降
2021年3月1日以前

2021年3月2日以降
償還まで

0.7884％ （税抜0.73％）

0.0324％ （税抜0.03％）

2.0412％ （税抜1.89％） 1.5012％ （税抜1.39％）

設定日～2017年3月1日
2017年3月2日～2018年3月1日

※

受益者様には、購入手数料に相当する費用を、当ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する「販売管理報酬」及び当
ファンドの途中換金時にかかる「信託財産留保額」をもって、実質的にご負担いただきます。

当ファンドの設定額に応じた投資先ファンドの買付金額に2.5％を乗じた額が、投資先ファンドの関係会社から販売会社に支払われますが、当ファンドま
たは投資先ファンドの資産から支払われるものではありません。

保有期間※1における「実質的な運用管理費用（信託報酬）」（投資先ファンドの運用管理費用（信託報酬）を含む）等※2をご負
担いただきます。

受益者様には、購入手数料に相当する費用を、当
ファンドの保有期間中に投資先ファンドで発生する
「販売管理報酬」および当ファンドの途中換金時にか
かる「信託財産留保額」をもって、実質的にご負担い
ただきます。

投資先ファンドにおける換金手数料

0.0324％ （税抜0.03％）

投資先ファンドの運用管理費用
（信託報酬）

1.2528％ （税抜1.16％） 0.7128％ （税抜0.66％）

当初設定日以降2021年3月1日以前における投資先ファンドの運用管理費用（信託報酬）のうち委託会社報酬には、投資先
ファンドの運用の委託先（リクソー・アセット・マネジメント）への運用報酬0.87％が含まれています。また、リクソー・アセット・マ
ネジメントへの運用報酬には、販売管理報酬0.5％が含まれています。

信託財産留保額の料率
2.70%
2.16%
1.62%
1.08%

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。

充当



【委託会社、その他関係法人】

委託会社 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

受託会社 三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）

販売（取次）会社 下記参照（募集・換金の取扱い，目論見書の交付等）

指数について

○ 米国ハイイールド債券指数 ： BofA メリルリンチ・米国ハイイールド・マスターⅡ・インデックス

○ 欧州ハイイールド債券指数 ： BofA メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・インデックス

○ 新興国債券指数 ： JPモルガンEMBIグローバル・コア・インデックス

○ 米国株価指数 ： S&P500種株価指数

○ 欧州株価指数 ： ユーロ・ストックス50株価指数

○ 英国株価指数 ： FTSE100種株価指数

○ 日本株価指数 ： 日経平均株価指数

○ 新興国株価指数 ： MSCIエマージング・マーケット・インデックス

○ コモディティ指数 ： トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数

・

・

・ JPモルガンEMBIグローバル・コア・インデックスは、JP モルガンが算出する新興国の国債、政府保証債などの値動きを示す指数です。

・ S&P500種株価指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出する、米国の証券取引所に上場されている代表的な500銘柄で構成される株価指数です。

・ ユーロ・ストックス50株価指数は、欧州のSTOXX社が算出する、ユーロ圏のスーパーセクターの上位優良銘柄で構成される株価指数です。

・ FTSE100種株価指数は、英国のFTSE社が算出する、英国のロンドン証券取引所に上場する時価総額上位100銘柄で構成される株価指数です。

・ 日経平均は、日本経済新聞社グループが算出する、東京証券取引所市場第一部に上場する銘柄の内、市場を代表する225銘柄を対象とした株価指数です。

・ MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが発表している新興国の株式市場の動きを捉える指数です。

・ トムソン・ロイター・コアコモディティーCRB指数は、エネルギーや貴金属、農産物などコアコモディティの値動きを示す国際商品指数（商品先物指数）です。

・
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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 ○

○

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

一般社団法人
金融先物

取引業協会

一般社団法人
日本投資顧問業

協会

日本証券業
協会

○

○

登録番号金融商品取引業者名（五十音順）

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

岩井コスモ証券株式会社 ○

○

BofA メリルリンチ・米国ハイイールド・マスターⅡ・インデックスならびにBofA メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイイールド・インデックスは、それぞれ、
BofAメリルリンチが算出する、米国ならびに欧州のハイイールド債券の値動きを示す代表的な指数です。

ソブリン債券利回りは、各国における残存期間10年程度の国債を基に包括的に算出された利回りの指数です。

当資料中に引用した各インデックス（指数）の商標、著作権、知的財産権およびその他一切の権利は、各インデックスの算出元に帰属します。また各インデッ
クスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。

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 ○

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 ○ ○

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。


