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①コモディティ価格の低下

• 過去30数年を振り返ってみると、2004年から

2013年にかけて原油価格を中心に様々な商品

の価格が急騰しました。皆様もご存知の通り、イ

ンドは日本と同様、原油や天然資源等コモディ

ティの純輸入国です。コモディティ価格の急騰に

伴い経常赤字の拡大、加えて輸入物価の高騰に

よる国内インフレ率の上昇という問題が顕在化し、

国内の経済成長の障害となっていました。

• しかし、 近のコモディティ価格下落により、こうし

た厳しい環境が好転、経常赤字の改善とインフレ

率低下、国内企業の利益率の向上がもたらされ

ています。 近のコモディティ価格の推移からは、

インドのインフレ率が商品市況の高騰する前の水

準に落ち着くことが予想されています。

• さらにインフレ率の低下によりインドの中央銀行

であるインド準備銀行（Reserve Bank of India, 

以下、「RBI」といいます）は2015年に入り2度に

わたって政策金利の引き下げを実施、今後インド

景気を刺激することになるでしょう。引き続きRBI

はインフレが落ち着いている場合には利下げの

用意があることを公言していますので、2015年内

に 大で0.5％の追加利下げが行われる可能性

もあると弊社は考えています。

“成長を続けるインド”
－ 株式市場を取り巻く環境と投資のポイントについて ー

「新生・ＵＴＩインドファンド」が投資する外国投資信託「Shinsei UTI India 
Fund (Mauritius) Limited」Class A 投資証券（以下「投資先ファンド」といい
ます）のファンド・マネージャ－であるUTIアセット・マネジメントのアジェイ・
ティアギ氏がこのほど来日しました。インド経済、株式市場および投資の
ポイントについて話を聞きました。

【インド経済の見通しとその背景】

2010年から2013年央にかけて深刻化したインドの二つの問題、すなわち経常赤字と財政赤字が過去12ヶ月

の間にかなり改善しています。経常赤字は、2014年12月末現在対ＧＤＰ比で約4.1％まで縮小しており、政府は

今後2年から3年位で同3％程度に抑える計画を掲げています。2012年から2013年にかけて4％台まで低下し

ていたGDP成長率は今後回復し、再び6％から7％台の成長を維持することが可能だと思われます。2020年に

は名目GDPでみたインドの経済規模は世界第5位まで上昇すると予想されています。こうしたインド経済の成長

シナリオを支える要因として、①コモディティ価格の低下、②構造改革の推進、③人口構成が考えられます。

政府の財政赤字*
（1999年度～2014年度、年度）

（％）（億インド・ルピー）

*2014年度は2014年12月末現在

世界のコモディティ（商品）価格*2

（2003年～2014年、四半期）
（1バレル／米ドル） （ポイント）

出所：上グラフは国際通貨基金（ＩＭＦ）のデータをもとに新生インベストメントマネジメント
が作成。下グラフはブルームバーグのデータをもとにUTIアセット・マネジメントが作成

アジェイ・ティアギ氏

*2WTI原油先物価格の期間は1983年3月より2014年12月まで、ロジャーズ国際商品指数（農業）の期間は1987年12月より2014年12月まで
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②構造改革の推進

• 世界のコモディティ価格下落に加え、継続して行われている構造改革もインドの成長率回復に寄与していま

す。インドは1991年の経済自由化以来、6度の政権交代があり、この間も恒常的に構造改革は行われてき

ました。構造改革のスピードと実行力が期待されている現政権にとって、補助金の削減とインドを世界の製

造業の拠点にするということが、改革の大きな柱となっています。

• 補助金の削減

インドが今日必要としている 大の改革は、補助金制度です。補助金は主に石油・肥料・食品の3つの分野

で行われており、このための財政負担は大きくその削減が重要な課題となっています。政府は、より少ない

資源（補助金）でより大きな効果を期待できる方策を試みています。石油に関しては過去2・3年で大きく進展

しました。特に自動車用燃料（ガソリンとディーゼル）の補助金がなくなり、現在の消費者価格は市場価格を

反映したものとなっています。石油に対する補助金の削減はインド経済にとり非常に重要です。インドの経常

赤字と財政赤字の要因のひとつが原油価格の上昇によるものでしたが、この点で改革を進めていくことが、

今後3年間で財政赤字を対GDP比3％とする目標の達成に不可欠になります。

• 世界の製造業の拠点

もうひとつの改革の要が、製造業です。モディ政権は、インドを世界の製造拠点にするスローガン「メイク・

イン・インディア」を掲げており、それに向けて動き始めています。 も大きなステップは、防衛関連における

規制緩和です。現在インドは世界 大の防衛機器の輸入国で、これまで主に米国、ロシア、フランスから輸

入してきました。モディ政権のもと、防衛関連企業に関する外国資本比率の制限を26％から49％まで引き上

げたことで外国資本の対インド投資を促進、インド国内における製造業の拡大を目指しています。15年前ま

で防衛関連機器の製造は政府系企業に限られ、外国企業の資本参加は認められていませんでした。その

後外国資本の参加が認められ、この度の規制緩和で上限の引き上げが実現しました。防衛関連以外でも、

インド国内において企業が事業を円滑に行う環境を整えるために、政府の許認可制度の簡素化に踏み切り

ました。成果が表れるまでには今後数か月の時間を要すると思われますが、これも非常に重要なステップだ

と考えています。

③人口構成

インドの成長を予測する上で欠かせないのが、インドの人口構成です。平均年齢が低いインドでは、2010年か

ら2050年の間に生産年齢人口（15歳から64歳）が約3億人増加すると予想されており、国民所得の上昇に伴う

消費の拡大という点が経済成長の要因になると思われます。

インド経済を取り巻く環境は良好で、今後も強固な

成長を続けるものと予想されており、投資家にとっ

てインドは無視できない魅力的な国となっています。

また、こうしたインドに対する見方は為替市場にも反

映されており、インド・ルピーは他のエマージング諸

国の通貨と比較して変動率が小さく底堅い動きを続

けています。

新興国通貨の騰落率、対米ドル
（2014年1月末～2015年1月末）（％）

出所：ブルームバーグのデータをもとにUTIアセット・マネジメントが作成
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【インド株式市場の状況について】

• このところインド株式市場は、他国の株式市場と比較してもパフォーマンスが極めてよく大幅な上昇を見せて

います。株価上昇の要因は、企業業績の向上に加え、今後の良好な経済成長見通しが市場で好感された結

果だと考えています。

• 株価の水準に注目すると、インド株式市場の株式指数であるS&P BSE センセックス（S&P BSE Sensex 

Index)構成銘柄の2015年1月末のＰＥＲ（株価収益率）は、過去20年間の平均（1995年2月から2015年1月

で14.6倍）をわずかに上回っている程度であり、PBR（株価純資産倍率）も同様に過去20年間の平均（同、

2.5倍）とほぼ同じ水準にあります。さらに、他国の株式市場とバリュエーション（株価評価）を比較してみると、

相対的に割高感は認められません。

• 過去10年間、あるS&P BSE センセックスを構成するインド企業のEPSは年率約14％強の成長を続けており、

株式相場もこの間ほぼ同程度上昇してきました。今後も企業収益は15％程度の成長が予想されており、長

期的に株式市場も同様の上昇をみせる可能性が高いものと考えています。

【新生・ＵＴＩインドファンドのパフォーマンスの源泉について】

• 「どのようにして市場の動きを上回るリターンを獲得するのか」という質問を受けることがよくあります。また、

どのように個別銘柄を選び、ポートフォリオを構築/管理しているのかとも。

• その答えは、我々の投資哲学に表れており、その投資哲学に忠実に運用を行うことが大切であると考えてい

ます。我々が運用会社として銘柄選択を行う上で も重視していることは、企業の「質」、「成長性」そして、株

価のバリュエーション（株価評価）です。今後3年から5年くらい先まで成長が見込める質の高い企業を選び、

そしてそれをいかに割安な株価水準で投資するかということに注力しています。

• 我々は、長期的な視点で企業の成長をとらえているため、個別銘柄の平均的な保有期間も3年から5年にな

ります。したがって、ポートフォリオの売買回転率は比較的低いと言えるでしょう。また、企業の長期的な成長

の源泉はどこにあるのかということを確認して銘柄選定を行いますので、長い時間をかけて検討した結果投

資に至らなかったという例も多くあります。

• 企業の質という点では、企業のキャッシュフローがどれだけ潤沢にあるかということも重要です。ROE（株主

資本利益率）やROCE（使用資本利益率）に注目しており、負債比率が高い企業への投資は行いません。

我々は徹底したボトム・アップ・アプローチによって個別銘柄の評価を重視することでポートフォリオの運用を

行っています。

S&PムンバイSENSEX指数 EPSの推移＊

（1992年度～2016年度、年度）

S&PムンバイSENSEX指数 PERとＰＢＲの推移
（1995年2月～2015年1月、月次） （インド・ルピー）

ＰＥＲ
（倍）

ＰＢＲ
（倍）

ＰＢＲ（右軸）

ＰＥＲ（左軸）

ＰＥＲ 20年平均（左軸）
（平均14.6倍）

ＰＢＲ 20年平均（右軸）
（平均2.5倍）

出所：ブルームバーブのデータをもとにUTIアセット・マネジメントが作成

2016年度には2,242インド・ルピーへ
（2014年9月時点の予測値）

＊2014年度以降は予測値
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【インド経済のリスク要因について】

【投資家の皆様へメッセージ】

今後も長期にわたり、インド経済は力強い成長を続けると考えていますが、過去に生じたことを参考に将来を考

えてみたいと思います。

過去15年間、インド経済は平均すると年率約6.5％から7％の成長を続けてきました。成長率は、高い年で10％

程度、低い年で4.5％程度でしたが、成長率の低かった年を振り返ると、コモディティ価格及び原油価格が上昇

しています。その結果、経常赤字、財政赤字が悪化し、さらに、輸入物価の高騰により国内のインフレ率が高ま

り、RBIによる政策金利の引き上げが行われました。一方、成長率が高かった年は、商品価格、国内インフレ率

が比較的安定し、経常収支もプラスでした。これを基に考えると、インド国内のリスク要因はそれほど深刻なも

のはなく、インド経済のリスクとしては、主に国外に要因があると考えています。原油価格や商品市況が急騰す

ればインド経済に悪影響をもたらし、インフレの台頭や財政負担の拡大がインド経済の成長を阻害する要因と

なると思われます。しかし、中国の成長率低下等もあってコモディティのスーパーサイクルは終了しており、イン

ド経済の成長を脅かす商品市況高騰の可能性は高くないと予想しています。

インド経済あるいはインド株式にご興味を持っていただき、ありがとうございます。

新生・UTIインドファンドは、中長期的に成長が見込める質の高い企業を選んで投資することによって、資産の

成長を目指しています。投資家の皆様も、長期にわたるインドの経済成長の果実を獲得して頂ければ幸いです。

また、中小型株への投資も重要だと考えています。UTIアセット・マネジメントは、インド国内の運用会社として歴

史がありリサーチ体制も充実しているため、それが今後成長期待の高い中小型株式を他社よりも早く探し出し

投資することで相対的に高いリターンの獲得を可能にしていると考えています。

こうしたことを実践することで、市場を上回るパフォーマンスの獲得を実現できると信じています。

新生・UTIインドファンドの基準価格・純資産の推移

（設定日（2006年12月27日）～2015年2月28日）

＊基準価額は、信託報酬控除後、信託財産留保額控除前、課税前です。
＊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1.9312%程度（概算、税込み）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。

＊「課税前分配金再投資基準価額」とは、基準価額に各収益分配金（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。
＊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。



5/10
作成日：2015年3月27日

新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

リッパー･ファンド・アワード・ジャパン ２０１５
「 優秀ファンド」賞受賞のお知らせ

この度、「リッパー･ファンド・アワード・ジャパン ２０１５」において、新生インベストメント・マネジメント株式会社が運
用する「新生・UTIインドファンド」が「 優秀ファンド」賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

当社では、今回の受賞を励みとし、今後もより一層お客様の資産運用のお役に立てるような運用商品とサービス
の提供を行う所存でございます。引き続き、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

リッパー・ファンド・アワードに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・ファンド・アワードは、過去のファンド
のパフォーマンスを分析したものであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。 評価結果は、
リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性について保証するものではありま
せん。

ファンドアワード評価方法
・ 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2014年末時点で36ヶ月以上の運用実績のあるファンドと致します。
・ リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類(｢その他セクター｣分類、｢機関投資
家専用｣分類を除く)を評価対象と致します。
・ 評価期間は３年間、５年間、及び 10年間とし、リッパーのファンド評価方法「リッパー・リーダーズ(Lipper Leaders)」で採用している｢コンシス
タント・リターン(収益一貫性)｣と同様の評価を行い、各分類の 優秀ファンドを選定致します。

｢リッパー・ファンド・アワード・ジャパン ２０１５｣について
「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2015」は、世界各都市で開催している｢リッパー・ファンド・アワード・プログラム｣の一環として行われ、
日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定/
評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム｢リッパー リーダー レーティング システム ( リッパー リーダーズ、Lipper Leaders)｣の
中の｢コンシスタント・リターン( 収益一貫性)｣を用いています。

『 優秀ファンド』賞

新生・UTIインドファンド

ファンド分類名：株式型 インド株
評価期間：5年

昨年の 優秀ファンド賞に続いて2年連続
の受賞となりました。
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■主にインド株式へ投資を行う「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」Class A投資証券への投資割合を高
位に保つことをめざします。また、投資先ファンドの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

■当ファンドの主要投資対象である投資先ファンドは、インド国内の大手投信会社であるUTIグループが運用します。
投資先ファンドにおいては、マクロ分析やセクター分析を行うトップダウン･アプローチと個別銘柄の定量分析や定
性分析を行うボトムアップ･アプローチを併用して運用を行います。

新生 ショートターム・マザーファンド

＊わが国の短期公社債および
短期金融商品等に投資

Shinsei UTI India Fund (Mauritius) 
Limited Class A投資証券
（円建てモーリシャス籍）

＊主としてインド株式等に投資

＊参考指数：ムンバイ100種指数

（ムンバイ100種指数とはムンバイ、コルカタ、デリー、アーメ
ダバード、マドラスの5証券取引所の各種リストから選定され
た上場100銘柄により構成された指標です。）

当ファンド

*主な投資先ファンド

＜当ファンドの特色＞
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新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

【投資リスク】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

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（株価変動リスク）
当ファンドは、主として投資信託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、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が
比較的小さい国･地域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。また当ファンドは、先進国の金融商品市場
に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域を実質的な投資対象としますが、そうした国･地域の為替相場は大きく
変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレート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。

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。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こ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。
●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。
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【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。

ファンド名 新生・ＵＴＩインドファンド

商品分類 追加型投信/海外/株式

当初設定日 2006年12月27日（水）

信託期間 無期限とします。

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。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して、7営業日からお申込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。

換金制限 大口の換金には制限を行う場合があります。

購入・換金申込受付
の中止及び取り消し

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・換金のお申込を取消す場合があります。

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。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託契約を解除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

決算日 原則として、毎年12 月10 日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配金 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。

信託金の限度額 1兆円を上限とします。

購入・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、購入換金のお申込はできません。
・モーリシャスの銀行休業日
・ムンバイ証券取引所の休業日
・ナショナル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制上、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。※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・情報提提供、購入に関する事務手続き等
の対価

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。

●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）

1.2312％（1.14％）

信託報酬＝運用期間中の基準価格×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、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） 0.4212％（0.39％） 委託した資金の運用の対価

（販売会社） 0.7560％（0.70％）
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

（受託会社） 0.0540％（0.05％） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

投資対象とする
投資信託証券・年率

0.70％ 管理・投資運用等の対価

実質的な負担・年率 1.9312％程度（税込）
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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。

※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。

※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。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続き・手数料等」をご覧ください。

その他の
費用・手数料

当ファンド
.

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等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。

信託事務の処理に要する
諸費用等

法廷書類等の作成費用、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ヵ月終了時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。

投資先ファンド 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

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

【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）
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）

販売会社 下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

（2015年3月27日現在）

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

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15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 ○

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 ○

SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251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 ○ ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53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 ○

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 ○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60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 ○ ○

日産センチュリー証券株式会社 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 ○

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 ○ ○ ○

丸近證券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第35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 ○

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649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 ○ ○
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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格は変動します。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。

 投資信託のお申込に時には購入手数料、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。


