
【ファンドの特色】

【基準価額・純資産総額】 【ファンドの騰落率（分配金再投資）】

※ 基準価額は1万口当たりとなっています。

【基準価額・純資産総額の推移】 【運用資産構成比率】

【分配金実績（1万口当たり，課税前）】 【基準価額の変動要因（前月末比）】
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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。）

※
※
※

※

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、純資産総額に対
して年率1.9156％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。

※

※

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。 10,006円 

-18円 

175円 
0円 

 債券（キャピタル）
 分配金
 その他（信託報酬等）

 当月末基準価額

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。

※
※

※

※

※

※ 上記は、ブルーベイ・アセット・マネジメント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。

23円 
9,826円 

 債券（インカム）

要
因

 前月末基準価額

■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、インカム・ゲインとキャピタル・ゲインを追求し、中長期的な信託財産の成
長をめざして運用を行います。

■ケイマン籍の円建て外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-新生・欧州債券ファンド（適格機関投資家限定）円ヘッジ1508
クラス」受益証券および証券投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。

■投資先ファンドを通じて、主としてユーロ建ての投資適格債券（国債、政府機関債、国際機関債、社債）等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざし
ます。（投資先ファンドの純資産総額の15％を上限として投資適格債券以外の債券に投資を行う場合があります）

■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、投資先ファンドの純資産総額をユーロ換算した額での対円における為替ヘッジ取引を行います。
■原則として、毎年6月9日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。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。
■投資先ファンドの実質的な運用は、欧州を拠点とした債券運用のスペシャリストであるブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー（以下「ブルーベイ・アセ

ット・マネジメント」といいます。）が行います。
※ 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情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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、すべて受益者のみなさまに帰属します。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。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却
時には信託財産留保額がかかります。

99.7%

0.3% コールローン他

新生・欧州債券ファンド（適格機関投資家限定）

円ヘッジ1508クラス設定日

2015年10月末 2015年9月末 前月末比

基準価額 10,006円 9,826円 180円

純資産総額 31.2億円 30.6億円 0.5億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

ファンド 1.83% ― ― ― ― ― 0.06%

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

設定来
合計

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期



クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-新生・欧州債券ファンド（適格機関投資家限定）

【投資先ファンド　円ヘッジ1508の基準価額の推移】 【投資先ファンドのポートフォリオ概要】

【資産別配分】 【格付別配分】 【国別配分】

【通貨別配分】

【組入上位10銘柄】

通貨別構成比率は債券のポジションに加え、キャッシュ、為替のみの
ポジション等を含めて算出しています。

※
※
※

※

※
※

※
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国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債 2.1%

種　　別
国債
国債
国債

償　還　日
2024/11/25
2025/4/30
2023/5/1
2023/5/25
2025/10/31
2044/10/31
2019/3/1
2026/9/15
2022/5/30

 ドイツ国債 ドイツ 0.250% AAA

2.6%
 クロアチア国債 クロアチア 3.875% BB 2.5%
 イタリア国債 イタリア 3.100% BBB

2.7%
 イタリア国債 イタリア 4.500% BBB 2.6%
 スペイン国債 スペイン 5.150% BBB+

3.0%
 スペイン国債 スペイン 2.150% BBB+ 2.8%
 フランス国債 フランス 1.750% AA

4.5%
 イタリア国債 イタリア 4.500% BBB 3.1%
 スペイン国債 スペイン 1.600% BBB+

格　付 構　成　比
 フランス国債 フランス 1.750% AA 4.7%

銘　　柄　　名 国　　名 利　率
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                        -- ｲｽﾗｴﾙｼｭｹﾙ

 ユーロ

国債の構成比率には、国債、エマージング諸国が発行している現地通貨建ての国債を特定資産とするトータルリターンスワップを含みます。
クレジット・リンク債等の構成比には、クレジット・リンク債、インフレ連動債、その他のスワップ取引、オプション取引を含みます。
格付別配分は、国債、エマージング諸国が発行する現地通貨建て国債を特定資産としたトータルリターンスワップ、クレジット・リンク債、社債、インフレ連動債の格付配分を表して
います。
格付は債券発行体別にスタンダード・アンド・プアーズ社（S&P）自国通貨建て長期債務格付けをもとに算出しています。S&Pで格付取得がない場合、Moody'sの自国通貨建て長
期債務格付を参照し表示はS&Pの表記方法で記載しています。
国別配分は債券発行国をもとに上位５ヵ国を表示し、それ以外をその他として集計しています。
四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

配分
97.40%

配分通貨（売建て）通貨（買建て）
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※
※

インデックスポートフォリオ
106 3,554

BBB+ A+
2.15% 0.80%
7.73 6.33

組 入 銘 柄 数
平 　均 　格　 付
平均 終利回り

基準価額は、信託報酬控除後の値です。
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。

組入銘柄数は債券と現地通貨建てエマージング債券を特定資産とするトー
タルリターンスワップの銘柄数です。
平均格付は、投資先ファンドが保有する債券の格付です。平均格付は、債
券発行国別にS&P自国通貨建て長期債務格付を基に算出した平均格付で
す。S&Pの格付がないものはMoody'sの格付を採用し、表示はS&Pで表して
います。格付が取得不可能な銘柄は除外しています。
利回り、デュレーションの計算は投資先ファンドの運用会社であるブルーベ
イ・アセット・マネジメントの見解に基づいて行っています。平均 終利回り
は、各債券、スワップ取引、オプション取引の 終利回りとキャッシュを加重
平均しています。

※

※

※

平均ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ
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以下の内容は、当ファンドの主な投資対象である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ-新生・欧州債券ファンド（適格機関投資家限定）円ヘッジ

1508クラス」（以下、「投資先ファンド」といいます）に関するものであり、現地月末 終営業日の数値を使用して算出しています。

投資先ファンドは、バークレイズ・ユーロ総合・インデックス（以下、「ベンチマーク」または「インデックス」といいます）をベンチマークとしています。

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情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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、すべて受益者のみなさまに帰属します。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。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）
等、売却時には信託財産留保額がかかります。
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（注） 上図には、その他（クレジット・デフォルト・

スワップなど） －0.2％を表示していません。



◆ ファンドマネージャーのコメント
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【当月の市場環境】

【今後の見通しと運用方針】

【当月における運用状況】

投資先ファンドに関するコメントは、ブルーベイ・アセット・マネジメント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、予告なく変更する場合があります。

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情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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、すべて受益者のみなさまに帰属します。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。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却時に
は信託財産留保額がかかります。

10月の金融市場は、9月までの変動の大きい状況に比べ、いくらか落ち着きを取り戻しました。株式市場およびクレジット債
市場が共に上昇し、価格変動性も低下しました。中国経済のハード・ランディングに対する懸念が少なくとも一時的には後退
し、エマージング市場に対する極端に弱気な見方がピークを過ぎたと考えられます。9月に見られたリスク回避の傾向が強す
ぎたことで、10月の市場の上昇は反動が大きく現れたといえます。

欧州中央銀行（ECB）のドラギ総裁およびその他の主要メンバーは、引き続き強いハト派姿勢を示し、12月の会合でさらなる
緩和策を打ち出すことを示唆しました。これを受け、ドイツ国債の利回りは低下（債券価格は上昇）しました。欧州周縁国の国
債のパフォーマンスも堅調でしたが、政治的な混乱があったポルトガルは軟調な動きとなりました。周縁国の中では、スペイン
やイタリア、スロベニア、キプロスが特に堅調な動きとなり、欧州エマージング市場では、ブルガリアやクロアチアが良好に推
移しました。欧州以外のエマージング市場では、メキシコやインドネシアが堅調でした。

国債市場や株式市場と比較すると低いパフォーマンスとなったものの、社債市場も9月からの反発が見られました。社債市
場では、高利回り債が特に堅調に推移しており、中でもハイブリッド事業債や金融劣後債が最も大きく上昇しました。

当ファンドの10月の基準価額は、前月末比＋1.83％となりました。また、投資先ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを
0.88％上回りました。10月に国債利回りが低下したことで、ドイツの長期国債の投資比率を高めていたことがプラスに働きまし
た。スペインやキプロス、アイスランドなど欧州周縁国の国債のポジションもプラスに寄与しました。また、イタリアのインフレ・リ
ンク債の投資比率を高めていたこともさらにパフォーマンスを押し上げました。ブルガリアやスロベニアなど欧州のエマージン
グ諸国が発行するユーロ建てエマージング国債のほか、メキシコやインドネシアなどのエマージング諸国が発行するユーロ建
てエマージング国債への投資も、パフォーマンスに貢献しました。社債では、ハイブリッド事業債や金融劣後債のポジションが
プラスに寄与しました。

市場が全般的に落ち着きを見せつつあることから、当面はリスクを高めた状態を維持する方針です。

主要国の国債利回りの動向については現時点で強い見通しを持っていないため、ドイツ国債などの組入れは抑制していく
方針です。その他の国債市場としては、スペインやポルトガル、キプロス、アイスランドといった欧州周縁国の国債を選好して
います。アイスランドでは、ユーロ建て債およびクローナ建て債の両方に投資を行っていきます。また、ブルガリアやクロアチア
など欧州エマージング諸国の国債も選好しているほか、組入比率は小さいもののメキシコやインドネシアなどのエマージング
諸国の国債も引き続き保有する方針です。また、社債の組入れも維持する方針で、ハイブリッド事業債や金融劣後債を選好
していきます。

11月初めに予想を上回る米国雇用統計が発表されたことで、米国連邦準備制度理事会（以下「FRB」といいます）による12
月の利上げの可能性が再燃し、今後数週間における市場の反応に注目が集まっています。インフレ率が低水準で推移して
いることを考えますと、FRBの金融政策が後手に回る懸念は小さいと考えられ、市場が12月の利上げがさらに織り込んだとし
ても、リスク資産は比較的堅調な動きを見せるのではないかと考えています。



【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。
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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（金利変動リスク）

当ファンドは、投資先ファンドを通じて実質的に公社債等に投資します。公社債の価格は、一般的に金利が低下した場

合は上昇し、金利が上昇した場合は下落します。また発行体が財政難や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。実質的に組入れた公社債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。

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、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、政治情勢、為替市場の動向やその他の要因により大きく

変動することがあります。

当ファンドは、投資先ファンドにおいて、ユーロ売り円買いの為替ヘッジ取引を行い、為替変動リスクの低減を図ります

が、為替変動リスクの全てを排除するものではありません。円と投資対象通貨の為替変動の影響を受ける場合があり

ます。為替ヘッジ取引を行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがか

かります。

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･経済情

勢、投資規制･通貨規制、税制等の変化により、資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影

響を受け、当ファンドの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、投資先ファンドを通じて実質的に組入れた有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が

発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がったり、投資資金を回

収できなくなったりすることがあります。これらは当ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ

とがあります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると

想定されます。

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、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情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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、すべて受益者のみなさまに帰属します。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。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却時には
信託財産留保額がかかります。



【お申込みメモ】 ※ 当ファンドは現在購入申込の取り扱いは行っていません。

ファンド名

商品分類

当初設定日

信託期間

繰上償還

・

・
・
・

決算日

収益分配
※

換金申込不可日 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、換金のお申込みはできません。
・ ロンドンの銀行休業日
・ 12月24日

換金申込締切時間

換金単位 販売会社が定める単位とします。

換金価額 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。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

換金制限 大口の換金には制限を行う場合があります。

換金申込受付の
中止及び取消し

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。

毎年6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。

（初回の決算は、2016年6月9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。

受益権の口数が5億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
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原則として、午後3時までに換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日
のお申込受付分とします。

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、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6月9日（休業日の場合は翌営業日）とします。

新生・欧州債券ファンド 1508　　　（愛称） ユーロ・コレクション 1508

単位型投信／海外／債券

2015年8月3日

2020年8月13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。

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－新生・欧州債券ファンド（適格機関投資家
限定）円ヘッジ1508クラス」が償還となった場合（書面決議なし）

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情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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、すべて受益者のみなさまに帰属します。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。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、売却
時には信託財産留保額がかかります。



【お申込みメモ】 ※ 当ファンドは、現在購入申込の取り扱いは行っていません。

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】 （消費税率が8％の場合）
購入時手数料 当ファンドでは購入時手数料はかかりません。　（※ 現在、購入のお申し込みはできません）
信託財産留保額

換金申込受付日 信託財産留保額（一万口当たり）
設定日から2016年8月2日まで
2016年8月3日から2017年8月2日まで
2017年8月3日から2018年8月2日まで
2018年8月3日から2019年8月2日まで
2019年8月3日から2020年8月2日まで
2021年8月3日以降

※

【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）

実質的な負担・年率

＊

※ 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。
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購入後の情報提供、交付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。

換金時には換金申込受付日に応じて以下のように信託財産留保額（一万口当たり）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条件付後払申込手数料に充当されます。

信託期間満了による償還時まで当ファンドを保有いただいた場合には、信託財産留保額はかかりません。

0円

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「条件付後払申込手数料」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条件付後払申込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 ）

300円
250円
200円
150円
100円

（0.24%）

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

運用財産の管理の対価です。
年間報酬額として 大10,000米ドルが投資先ファンドから受託会社へ支払われま
す。

組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料等です。

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬、税金等です。

投資先ファンドの設立の際に弁護士等に支払う手数料等です。

組入有価証券等の
売買の際に発生す
る取引手数料

0.64%
0.65%

 1.9056%程度（税込）

投資対象とする
投資信託証券・年率

1.29%
販売管理の対価です。
管理・投資運用等の対価です。

監査に係る手数料等（年額105万円および消費税）です。
当該費用が日々計上され毎計算期間の 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。

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 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。

運営および一般管
理費

管理事務代行報
酬、保管報酬等

事務代行及び保管ならびに資産管理等に対する対価が、投資先ファンドから管理
事務代行会社及び保管会社に支払われます。

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です。
「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です。

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。）およ
び毎計算期末、換金時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

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）
（括弧内数字は税抜）

当 フ ァ ン ド

投 資 先 フ ァ ン ド

そ の 他 の 費 用
・ 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

受託報酬

監査報酬

ファンド設立費用
（弁護士費用等）

0.0324%
（0.03%）

0.6156%
（0.57%）

0.3240%
（0.30%）
0.2592%

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情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。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、すべて受益者のみなさまに帰属します。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。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等、
売却時には信託財産留保額がかかります。



【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 株式会社りそな銀行（信託財産の管理等）

販売会社 株式会社新生銀行（換金の取扱い・目論見書の交付等）

登録番号 登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号

加入協会 日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会
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