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＜設定・運用は＞＜投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは＞
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大きなリスクは
取りたくないけど、

どれぐらいのリターンが
得られるものかしら？

資産運用って
何だか面倒だわ。
誰かに任せたいなぁ。

低金利下での資産運用は
どうすればいいの？

多少の投資リスクでも
中長期的な投資成果に
期待したいなぁ。

自分にあった
資産運用を行いたいけど、
そんな事できるかな？

118ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

資産運用について考えてみませんか？



218ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

ご存知ですか？　ラップ型運用商品を活用される方が増えています

ラ ッ プ 口 座：投資一任契約に基づき、お客様の投資方針に従って資産の運用・管理を包括的に行う金融サービスです。
ファンドラップ：ラップ口座の一種であり、複数のファンドを組み合わせて運用を行う金融サービスです。
ラップ型ファンド：お客様の投資目的やリスク許容度などに応じて、少額から利用できるようにしたものです。

ラップ型運用商品の比較例＊2

タイプ＊3 最低投資金額 運用コスト 運用者＊4 配分変更の頻度 

ラップ口座 数千万円以上 投資顧問料 証券会社
信託銀行 制限なし 

ファンドラップ 数百万円以上 
投資顧問料
　　  ＋
信託報酬（投信） 

証券会社
信託銀行 年1～4回 

ラップ型ファンド 1万円以上 信託報酬 （投信） 
資産運用会社
証券会社
信託銀行 

ファンド毎に相違 

＊2 情報提供を目的に一般的な例として作成したものであり、上記と異なるケースも存在します。
＊3 ラップ口座、ファンドラップは投資一任契約に基づく資産運用形態であり、ラップ型ファンドは投資信託です。
＊4 資産配分比率を実質的に決定する運用者（投資助言者を含む）です。
出所：各種データを参考に新生インベストメント・マネジメントにて作成

＊1 2018年度は、2018年6月末時点
出所：投資顧問業協会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
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ラップ型
ファンド

お任せ

専門家
が運用

少額投資

分散投資

投資
スタイル

機動性

318ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

ラップ型ファンドの特長

お客様の投資目的やリスク水準などに応じた様々なファンドがあります。
様々な資産に分散投資を行います。
運用の専門家が市場環境等に合わせて、機動的に資産配分を調整します。
ラップ口座に比べて少額から投資が可能です。

※上記は、一般的なラップ型ファンドの主な特長を記載したものであり、全てのラップ型ファンドにあてはまるものではありません。



低リスク資産を中心に投資を行います。 ……5～6ページをご覧ください。

分散投資を行い、機動的に配分を調整します。 ……7～8ページをご覧ください。

下落リスクの抑制を目指します。 ……9～11ページをご覧ください。

22
特色
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特色

特色特色

3

※当ファンドにおいて、低リスク資産とは先進国債券や投資適格社債をいいます＊1。
※ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います（15ページ「当ファンドの仕組み」をご覧ください。）。
※当ファンドの実質的な運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン（以下、「アリアンツ」といいます。）が行います。

＊標準偏差とは、価格変動のばらつきを定量的に表す尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクは大きいとされます。
逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。

　 先進国の債券を中心に、世界の株式・債券・リートおよびコモディティ（商品）等に分散投資を行います。
　 市場環境・経済情勢等に応じて機動的に配分を調整することにより、リターンの向上を図るとともに、
ポートフォリオのリスク水準を年率標準偏差＊4％程度に抑えることを目指します。

　 現物の株式・債券に加え、上場投資信託（ETF)なども活用します。

　 インカム収益の確保を重視し、中長期的な信託財産の成長を目指します。

　 過去一年の高値からの下落率が10%の範囲内に収まることを目指します。
　 原則として米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。

418ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

低リスク志向のお客様にご用意した当ファンドの3つの特色

＊1 当ファンドは、低リスク資産以外の資産にも投資を行います。詳しくは、5ページの「投資先ファンドの運用戦略のイメージ図」をご覧ください。
※上記の目標のリスク水準や過去一年の高値からの下落率の制限目標は、当ファンドの基準価額ベースで管理されるものではなく、米ドルベースの投資先ファンドのポートフォリオにおける目標数値です。また、必ずしも目標数値内に収まる
ことを保証するものではありません。



518ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

20％以下
低リスク資産 キャッシュ等 高リスク資産

配分比率：80％以上

先進国債券 投資適格社債 短期債券・
キャッシュ等

先進国株式 新興国株式

REIT ハイイールド
債券

コモディティ
（商品） 新興国債券

過去一年の高値からの下落率の制限目標：10％以内

米ドル円の為替ヘッジ

（目標リスク水準：年率標準偏差＊4％程度）

 低リスク資産を中心に投資を行います 低リスク資産を中心に投資を行います 低リスク資産を中心に投資を行います 低リスク資産を中心に投資を行います 低リスク資産を中心に投資を行います1 低リスク資産を中心に投資を行います 低リスク資産を中心に投資を行います 低リスク資産を中心に投資を行います1 低リスク資産を中心に投資を行います特色

低リスク資産を中心に投資を行うことにより、安定的な収益の獲得を目指します。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行い、原則として投資先ファンド＊の組入比率を高位に保ちます。
＊当ファンドは、主要な投資先であるケイマン籍外国投資信託「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ（適格機関投資家限定）円ヘッジクラス」（以下、「投資先ファンド」と
いいます。）を通じて実質的な運用を行います。

投資先ファンドの運用戦略のイメージ図は、以下の通りです。

（投資先ファンドの運用戦略のイメージ図）

＊標準偏差とは、価格変動のばらつきを定量的に表す尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクは大きいとされます。逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。
※上記の「配分比率の制限」、「過去一年の高値からの下落率の制限目標」、「目標リスク水準」は、当ファンドの基準価額ベースで管理されるものではなく、米ドルベースの投資先ファンドのポートフォリオにおける目標数値です。また、必ず
しも目標数値内に収まることを保証するものではありません。



景気拡大
景気減速

景気後退 景気回復

時間

経済成長

低リスク資産
低リスク
資産

高リスク
資産

高リスク
資産

低リスク
資産

618ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

 分散投資を行い、機動的に配分を調整します 分散投資を行い、機動的に配分を調整します 分散投資を行い、機動的に配分を調整します 分散投資を行い、機動的に配分を調整します 分散投資を行い、機動的に配分を調整します2 分散投資を行い、機動的に配分を調整します 分散投資を行い、機動的に配分を調整します 分散投資を行い、機動的に配分を調整します2 分散投資を行い、機動的に配分を調整します特色

当戦略は、分散投資を行い、市場環境や景気サイクルに応じて、高リスク資産の配分を0～20％の範囲で機動的に調整することで、
リターンの向上を図るとともに、ポートフォリオのリスク水準を年率標準偏差＊4％程度に抑えることを目指します。
一般的に、景気減速局面では先進国債券などの低リスク資産が、景気拡大局面では株式などの高リスク資産が、相対的に良好な
リターンとなる傾向があります。

＊標準偏差とは、価格変動のばらつきを定量的に表す尺度です。標準偏差の値が大きいほど、ばらつきの幅が広く、リスクは大きいとされます。逆に値が小さいほど、ばらつきの幅が狭く、リスクは小さいとされます。
※上記は、景気サイクルと機動的な配分の特徴を示したイメージ図であり、実際の運用では、必ずしもこのような配分になるとは限りません。

景気サイクルと資産配分の一般例（イメージ図）



718ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します3 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します3 下落リスクの抑制を目指します特色

※上記の「過去一年の高値からの下落率の制限目標」は、当ファンドの基準価額ベースで管理されるものではなく、米ドルベースの投資先ファンドのポートフォリオにおける目標数値です。また、必ずしも目標数値内に収まることを保証
するものではありません。

過去一年の高値からの下落率が、10％以内に収まることを目指します。
市場環境が悪化した場合やファンドの下落時には、リスク資産の比率を引き下げることで投資先ファンドの下落幅の抑制を目指します。

100%

20%

0%

（組入比率）

（調整前） （調整後）

キャッシュ等
（0～100％まで）

低リスク資産 リスク資産

高リスク資産

下落時の対応イメージ



818ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します3 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します 下落リスクの抑制を目指します3 下落リスクの抑制を目指します特色
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ヘッジプレミアム
ヘッジコスト

2.19％（2018年8月末）

米国短期金利（左軸）
日本短期金利（左軸）

日米短期金利差（右軸）
（米国－日本）

米国短期金利
2.11％

（2018年8月末）

日本短期金利
－0.08％

（2018年8月末）

「為替ヘッジ」とは、通貨の先渡取引＊1等を利用し、あらかじめ将来の為替レートを予約しておくことにより、為替変動リスクを低減させることです。
 米ドルと円の取引で為替ヘッジを行う場合、日米の短期金利差相当分のヘッジコストがかかります（円の短期金利が米ドルの短期金利より
も低い場合）。
 日米の短期金利差の推移を見ると、現在のヘッジコストは過去に比べて相対的に低い水準にあることが分かります。
 ＊1 先渡取引とは、将来のある時点を受渡日として、あらかじめ決定した価格ないしレートで行う取引です。

理論上、円の短期金利が米ドルの短期金利
よりも低い場合にヘッジコストが発生します。
一方、米ドルの短期金利が円の短期金利
よりも低い場合には、ヘッジプレミアムが
発生します。

ヘッジコスト

米ドルの 
短期金利

円の 
短期金利

上記はイメージ図です。

米ドル建資産に対し、対円で
為替ヘッジする場合のヘッジコスト

注） 日米短期金利差の変動等により為替ヘッジの際に支払われるヘッジコストの水準は変動します。
また、実際の運用における為替ヘッジ取引では、為替先渡取引等が用いられるため、実際の
ヘッジコストと上図の理論値である短期金利差とは一致しないことがあります。

＊2 米国短期金利は米ドルLIBOR（1ヵ月）、日本短期金利は円LIBOR（1ヵ月）を使用しています。
※ 日米短期金利は、小数点第3位を四捨五入しており、端数処理の影響で、その差が日米短期金利差に合致しないことが

あります。
※ 上記は過去のデータであり、将来の運用成果を保証・示唆するものではありません。
出所 :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

日米短期金利＊2と金利差の推移
（2004年12月末～2018年8月末、月次）



918ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

当ファンドの運用実績

以下は、当ファンドの基準価額と市場指数等＊1＊2の推移です。

＊1 均等分散投資は、8資産（先進国債券、投資適格社債、先進国株式、新興国株式、新興国債券、ハイイールド債券、
REIT、コモディティ（商品））を均等に毎月保有（月次リバランス）した場合のシミュレーションです。

＊2 当ページにおける均等分散投資〔シミュレーション〕、先進国株式〔実績〕、先進国債券〔実績〕、コモディ
ティ〔実績〕は、当ファンドの基準価額への反映を考慮して、現地前営業日のデータを採用しており、米ドル
円為替ヘッジ後の値に換算しています。米ドル円為替ヘッジ後の値の算出にあたっては、米ドルLIBOR
（1ヵ月）と円LIBOR（1ヵ月）の金利差をヘッジコストと仮定して、米ドルベースの各指数から控除
しています。また、各指数は2016年12月16日を10,000として指数化したものです。

※　上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
出所：ブルームバーグ、アリアンツ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

新生・ワールドラップ・セレクト
均等分散投資〔シミュレーション〕
先進国株式〔実績〕
先進国債券〔実績〕
コモディティ〔実績〕

14,000

13,000

12,000

11,000

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

（円/ポイント）

2016年12月16日 2017年6月16日 2018年6月18日2017年12月18日

当ファンドの基準価額と市場指数等の推移
（2016年12月16日～2018年8月31日、日次）

2016年12月末 2018年8月末

低リスク
資産

先 進 国 債 券 71.5% 82.3% 

投 資 適 格 社 債 1.3% 0.0% 

高リスク
資産

先 進 国 株 式 10.7% 15.5% 

新 興 国 株 式 0.0% 0.0% 

ハイイールド債券 3.2% 2.0% 

新 興 国 債 券 1.7% 0.0% 

R E I T 0.0% 2.6% 

コ モ デ ィ テ ィ 2.9% 0.0% 

現 金 等＊3 8.6% -2.3% 

合　 　計 100.0% 100.0% 

【投資先ファンドの組入比率】

＊3 現金等には、為替ヘッジ評価損益を含みます。
※四捨五入の関係で、各項目の合算と合計が一致しないことがあります。



1018ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション参考

以下は、投資先ファンドの運用戦略（以下、「当戦略」といいます。）のシミュレーション結果＊1です。
当戦略は、安定的かつ良好な結果となりました。

当戦略のシミュレーション（米ドル円為替ヘッジ前、米ドルベース）の騰落率
（2005年1月～2016年8月）

当戦略のシミュレーション（米ドル円為替ヘッジ前、米ドルベース）
（2005年1月～2016年8月）

騰落率

2005年 6.66%

2006年 7.16%

2007年 6.80%

2008年 7.72%

2009年 4.83%

2010年 4.59%

2011年 2.10%

2012年 7.60%

2013年 4.72%

2014年 6.58%

2015年 0.12%

2016年1月～8月 7.49%

全期間＊2 5.66%

＊1 当戦略のシミュレーション結果は、取引コスト、米ドル円のヘッジコスト、信託報酬等を考慮していないため、将来の運用にあたっては、それらの費用分の差異が生じます。また、資産配分の変更を当戦略のシミュレーションでは各月末に
行っているのに対して、実際の運用では市場環境等に応じて行うことから、資産配分の変更タイミングの違いによる差異が生じます。

※ 当戦略のシミュレーション結果は、アリアンツが投資先ファンドの運用戦略に基づき過去のデータを用いて算出したものであり、当ファンドの運用実績ではありません。また、シミュレーションの結果は、将来の運用成果を示唆あるいは
保証するものではありません。

＊2 全期間の騰落率は、シミュレーションの期間である2004年12月末から2016年8月末までの騰落率を年率換算した参考値です。シミュレーションの期間が11年8ヵ月であるのに対して、当ファンドの信託期間は約9年8ヵ月である
ため、全期間の騰落率は当ファンドの信託期間にあわせてシミュレーションを行った場合の騰落率（年率換算）を示すものではありません。

出所：ブルームバーグ、アリアンツ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
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 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション 投資先ファンドの運用戦略シミュレーション参考

為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクを低減させ、パフォーマンスの安定化を目指します。

当戦略〔シミュレーション〕
米ドル円為替ヘッジあり 米ドル円為替ヘッジなし

ヘッジコスト
2005年 2.08% -3.25% 19.46%
2006年 0.96% -4.83% 6.86%
2007年 0.82% -4.63% 1.18%
2008年 4.25% -2.13% -15.08%
2009年 3.59% -0.04% 4.85%
2010年 3.27% -0.12% -8.53%
2011年 0.84% -0.09% -3.72%
2012年 6.26% -0.10% 18.42%
2013年 3.45% -0.07% 26.08%
2014年 5.30% -0.06% 20.48%
2015年 -1.15% -0.13% -0.96%

2016年1月～8月 6.33% -0.32% -9.22%
全期間＊1 3.06% － 4.32%

期間5年＊2
最高 最低 平均 最高 最低 平均
4.39% 2.15% 3.30% 11.60% -5.07% 3.13%

＊1 全期間の騰落率は、シミュレーションの期間である2004年12月末から2016年8月末までの騰落率を年率換算した参考値です。シミュレーションの期間が11年8ヵ月であるのに対して、当ファンドの信託期間は約9年8ヵ月である
ため、全期間の騰落率は当ファンドの信託期間にあわせてシミュレーションを行った場合の騰落率（年率換算）を示すものではありません。

＊2 2004年12月から2011年8月の各月末を起点として、それぞれの5年後の応当日を終点とした5年間の収益率（年率換算値）の最高・最低・平均です。
※ 上記は、アリアンツが算出した当戦略のシミュレーション結果を基に、新生インベストメント・マネジメントにて「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」の円ベースのシミュレーション（信託報酬控除後）を行ったものであり、当ファンドの運用

実績ではありません。また、シミュレーション結果は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。「為替ヘッジあり」は、米ドルLIBOR（1ヵ月）と円LIBOR（1ヵ月）の金利差をヘッジコストとして仮定して、米ドル
ベースのシミュレーション結果から差し引き、信託報酬を控除したものです。日米金利差が拡大すればヘッジコストが大きくなり、パフォーマンスに与える影響が大きくなります。詳しくは、10ページをご参照ください。「為替ヘッジ
なし」は、米ドルベースのシミュレーション結果を円換算し、信託報酬を控除したものです。

※ 上記の当戦略のシミュレーション結果は、取引コスト等を考慮していないため、将来の運用にあたっては差異が生じます。また、資産配分の変更を当戦略のシミュレーションでは各月末に行っているのに対して、実際の運用では
市場環境等に応じて行うことから、資産配分の変更タイミングの違いによる差異が生じます。

出所：ブルームバーグ、アリアンツ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
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（2005年1月～2016年8月）

当戦略における為替ヘッジ効果（円ベース、信託報酬控除後）
（2005年1月～2016年8月、月次）



投資先ファンド

①市場サイクル分析

③リスク管理

②景気サイクル分析
　割安・割高分析

1218ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

ポートフォリオ構築プロセスと運用体制

① 市場サイクル分析
• 各資産の値動きに基づいて現在の市場サイクル（上昇局面、下落局面等）を
分析します。

② 景気サイクル分析、割安・割高分析
• 景気サイクル分析では、経済環境や市場環境の将来予測を分析します。
• 割安・割高分析では、将来予測を基に各資産の現在価格の割安・割高を分析
します。

③ リスク管理
• ファンド下落時の下落幅を抑制するため、リスク資産の配分比率の調整などを
行います。

アリアンツ・グローバル・インベスターズの運用体制

役職名 担当業務内容 人員数
（人）

平均
経験年数
（年）

最高投資責任者
マルチアセット戦略の運用に
関わる意思決定や運用成果に
対する最高責任者

1 29

リード・ポートフォリオ・
マネージャー 当ファンドの運用主担当者 1 16

マルチアセット運用
プロフェッショナル 

経済環境、市場バリュエーション、
市場トレンド、市場センチメント
などの分析

76 16

※2018年8月末現在

出所：アリアンツ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

アリアンツ・グローバル・インベスターズの運用チームが投資先
ファンドの運用を行います。
以下はポートフォリオ構築のプロセスです。
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アリアンツ・グローバル・インベスターズについて

 ▶125年以上の歴史を持つ世界最大級の金融グループであるアリアンツ・グループの一員
 ▶約68兆円＊の運用資産　＊2018年6月末の為替レートにて換算
 ▶世界に25拠点を展開
 ▶マルチアセット戦略はアリアンツ・グローバル・インベスターズの3本柱の一つ

株式
18.1兆円

マルチアセット
17.0兆円

債券
24.0兆円

オルタナティブ
8.7兆円

 ▶フランクフルト、ニューヨーク、香港、東京を中心に78名の
運用専門家が在籍
 ▶平均経験年数：16年以上、平均在籍年数：14年以上
 ▶1997年よりリスク低減型戦略の運用に着手

（注）当項に掲載の数値は2018年8月末時点のものです。

（注）上記運用資産残高の推移には、オーバーレイ戦略を組入れたターゲットファンドやオーバーレイ戦略の運用
金額も含まれているため、左図の数値とは異なります。

※左の写真はマルチアセット･チームが主要拠点としているフランクフルトオフィスの正面玄関の風景、右の写真は
アリアンツがスポンサーであるFCバイエルンミュンヘンのサッカースタジアム出所：アリアンツ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

資産クラス別運用資産残高（2018年6月末） マルチアセット・チームの運用資産残高の推移
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客
様（
受
益
者
）

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

お申込金

分配金
解約金
償還金等

実質的な投資対象資産

先進国債券 投資適格社債

先進国株式 新興国株式

新興国債券 ハイイールド
債券

REIT コモディティ
（商品）

等

新生 ショートターム・マザーファンド

円ヘッジ
クラス＊2

＜サブファンド＞

わが国の短期公社債等

新生・
ワールドラップ・
セレクト

投資先ファンド＊1

クレディ・スイス・
ユニバーサル・トラス
ト（ ケイマン ）Ⅲ－
新生・ワールドラップ・
ファンド・ステーブ
ル・タイプ
（適格機関投資家限定）

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅲ－
新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ

 （適格機関投資家限定） 円ヘッジクラス

1418ページの「投資リスク」、および19ページの「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

当ファンドの仕組み

当ファンドの仕組み

＊1 投資先ファンドへの投資資金は、クラスを通じてサブファンドで運用されます。
＊2 原則として、米ドル円の為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図ります。但し、米ドル建て以外の資産へ投資した場合、運用の効率性等を考慮して、一部為替ヘッジを行わないことがあります。
※ 資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他

ファンド名 新生・ワールドラップ・セレクト

商品分類 追加型投信／内外／資産複合

当初設定日 2016年12月16日（金）

購入・換金単位 販売会社が定める単位とします。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して、8営業日目からお申込みの
販売会社でお支払いします。

申込締切時間 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。

信託期間

原則として、2026年8月13日（木）までとします（2016年12月16日
設定）。
※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
に信託期間を延長することができます。

繰上償還

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・
ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ（適格機関投資家限定）
円ヘッジクラス」が償還となった場合（書面決議なし）

・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られ
るとき

・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 原則として、毎年8月13日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配

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・換金申込
受付不可日

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、
購入および換金のお申込はできません。
●ニューヨークの銀行休業日
●ロンドンの銀行休業日
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ロンドン証券取引所の休業日
●フランクフルト証券取引所の休業日

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。

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます】
●お客さまが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

購入価額に2.16％（税抜2.0％）
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 かかりません。
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他

●お客さまが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 ）
（括弧内数字は税抜）

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

0.6804%(0.63%)
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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
および毎計算期末（休業日の場合は翌営業日）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） 0.3024%(0.28%) 委託した資金の運用の対価です。
（販売会社） 0.3456%(0.32%) 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） 0.0324%(0.03%) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

投 資 対 象 と す る
投資信託証券・年率 0.47% 管理・投資運用等の対価です。

実質的な負担・年率 1.1504%程度（税込）
その他の費用・
手 数 料

当 フ ァ ン ド
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。

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。

投 資 先 フ ァ ン ド 受託報酬 運用財産の管理の対価です。
年間報酬額として最大10,000米ドルが投資先ファンドから受託会社に支払われます。

管理事務代行報酬、保管報酬等 事務代行およ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および
保管会社に支払われます。

運営および一般管理費 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。
組入有価証券等の売買の際に発生
する取引手数料 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。

ファンド設立費用（弁護士費用等） 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。
監査報酬 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。

※ 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に応じて異なりますので表示することができません。
※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他

【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）

受託会社 三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）

販売会社 株式会社新生銀行（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

【税金】

税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315%

換金（解約）時及び
償還時 所得税及び地方税

譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益
（譲渡益）に対して20.315%

※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税と
なります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニア
NISA）をご利用の場合、満20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※ 法人の場合は、上記とは異なります。
※ 上記は2018年8月末のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし
ます。
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投資リスク ※ 詳細につきましては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をお読みください。

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。

■価格変動リスク
当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に世界各国の株式、債券、リート、または株価指数、債券指数、リート指数、コモディティ指数等に連動したETF等に
投資を行います。そのため、株式、債券、リート、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り込むことが
あります。
また、当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に世界各国の株価指数、債券指数、リート指数、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に損失が発生し、売りポジションは、先物価格が上昇した場合に損失が発生します。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。
■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するため、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。また、当ファンドは、投資先ファンドにおいて、米ドル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。
■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。新興国は先進国と比較して、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。
■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。
■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。

《基準価額の主な変動要因》



19

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ファンドの仕組み等をご理解いただくために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、実質的に株式、債券、リート、コモディティ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、お客さまご自身でご判断
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。


