
■「新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）」と「新生・世界分散ファンド（分配重視型）」（以下、総称して「当ファンド」といいます。またそれぞれを単に「複利 
    効果重視型」、「分配重視型」という場合があります。）は世界債券マザーファンド受益証券と世界株式マザーファンド受益証券（以下総称して「マザーファンド 
    受益証券」といいます。）への投資を通じて、主として世界の先進国の債券と株式等に分散投資を行います。債券は国債への投資を基本とします。 
■各マザーファンド受益証券の組入比率は1：1程度を基本とします。 
■当ファンドは「シティ世界国債インデックス（円換算ベース）」と「MSCIワールド・インデックス（円換算ベース）」を50%ずつ組合わせた合成インデックスをベンチ 
   マークとして、これを上回るパフォーマンスをめざしてアクティブ運用を行います。 
■実質組入外貨建て資産について、為替ヘッジは原則として行いません。 
■マザーファンドにおける債券と株式等の運用指図に関する権限を、スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディ（以下、「スイス・アンド・グロー 
   バル・アセットマネジメント社」といいます。）に委託します。 
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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。）  

＊通貨別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%にならない場合もあります。 

＊基準価額は1万口当たりとなっています。 

【運用資産構成比率】 

【ファンドの騰落率（分配金再投資）】 

【基準価額・純資産総額の推移】 【基準価額・純資産総額】 

■分配重視型 

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。 
＊当ファンドの信託報酬率は、純資産総額に対して年率1.6956％(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。 
＊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。 
＊ベンチマークは「シティ世界国債インデックス（円換算ベース）」と「MSCIワールド・インデックス（円換算ベース）」 
   を50%ずつ組み合わせた合成インデックスで、設定日を10,000として指数化しております。 
＊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。 

■複利効果重視型 ■分配重視型 

＊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%にならない場合もあります。   

＊分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆、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。 

■分配重視型 

■複利効果重視型 

■複利効果重視型 

■分配重視型 

■複利効果重視型 

＜ファンドの特色＞ 

■複利効果重視型 

■分配重視型 

■複利効果重視型 

■分配重視型 

【通貨別構成比率】 

【分配金実績（1万口当たり、課税前）】 

世界株式マザーファンド 50.7%

世界債券マザーファンド 49.3%

コール･ローン等、その他 0.0%

合計 100.0%

世界株式マザーファンド 50.3%

世界債券マザーファンド 49.0%

コール･ローン等、その他 0.7%

合計 100.0%

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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2014/8/29 2014/7/31 前月比
基準価額 10,069円 9,934円 135円

純資産総額 11億円 11億円 -0.2億円

2014/8/29 2014/7/31 前月比
基準価額 9,057円 8,936円 121円

純資産総額 2.9億円 2.9億円 0.0億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
ファンド 1.36% 2.86% 5.71% 17.33% 58.27% 0.69%

ベンチマーク 1.30% 3.35% 5.77% 18.80% 69.50% 21.43%

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
ファンド 1.35% 2.84% 5.65% 17.08% 57.35% -0.03%

ベンチマーク 1.30% 3.35% 5.77% 18.80% 69.50% 21.43%

第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
(09/12/21) (10/12/20) (11/12/20) (12/12/20) (13/12/20)

0円 0円 0円 0円 0円 0円

合計

第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
(10/06/21) (10/09/21) (10/12/20) (11/03/22) (11/06/20) (11/09/20)

26円 8円 9円 7円 26円 8円
第16期 第17期 第18期 第19期 第20期 第21期

(11/12/20) (12/03/21) (12/06/20) (12/09/20) (12/12/20) (13/03/21)

19円 36円 22円 38円 37円 42円
第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

(13/06/20) (13/09/20) (13/12/20) (14/03/20) (14/06/20)

47円 46円 42円 10円 74円 728円

合計
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3.23%

＊ベンチマークは「シティ世界国債インデックス（ドルベース）」をもとに委託会社が独自に算出した指数 
    で、設定日を10,000として指数化しております。 
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組入銘柄数 98
銘柄名 業種 組入比率

1 ウェルズ・ファーゴ 金融 2.8%

2 アップル 情報技術 2.6%
3 サンタンデール銀行 金融 2.6%

4 マイクロソフト 情報技術 2.5%
5 サノフィ ヘルスケア 2.5%

6 シスコシステムズ 　　　 情報技術 2.0%
7 ネスレ 生活必需品 2.0%

8 インテル 情報技術 1.9%
9 アルトリア･グループ 生活必需品 1.8%

10 ゼネラル･エレクトリック 資本財・サービス 1.7%

＊（注）平均配当利回りは、各銘柄の配当利回り（税引前）をそれぞれの時価で加重平均したものです。 

【世界債券マザーファンドの運用状況】 

【ポートフォリオ概要】 

【組入上位10銘柄】 

【世界株式マザーファンドの運用状況】 

【国別構成比率】 【格付別構成比率】 

＊当ファンドの平均最終利回り等の計算は委託会社の見解に基づいて行っています。 

＊ベンチマークは「MSCIワールド・インデックス（ドルベース）」をもとに委託会社が独自に算出した指数で、設 
    定日を10,000として指数化しております。 

【マザーファンドの騰落率】 

【基準価額の推移】 

*比率は四捨五入の関係上必ずしも100%にならない場合があります。 

【平均配当利回り
(注）

】 

【セクター別構成比率】 

*左記の業種は、MSCI/S&P 
GICS※の業種区分に基づ
いています。 
※ MSCI/S&P GICSとは、ス
タンダード＆プアーズとMSCI 
inc .が共同で作成した世界
産業分類基準(Global 
Industry Classification 
Standard =GICS)のことで
す。 
*比率は四捨五入の関係上
必ずしも100%にならない場
合があり ます。 

【マザーファンドの騰落率】 

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 

【基準価額の推移】 【組入上位10銘柄】 

当ファンド ベンチマーク

平均最終利回り（%） 1.33 1.19

平均クーポン（%) 3.29 2.58

平均残存期間（年） 6.94 8.36

平均デュレーション 5.71 7.01

組入銘柄数 27

銘柄名 国名 クーポン 償還日 組入比率
1 米国国債 アメリカ 4.500 2015/11/15 9.3%

2 日本国債 日本 1.700 2017/9/20 8.5%
3 ドイツ国債 ドイツ 4.000 2037/1/4 6.6%

4 日本国債 日本 1.900 2022/9/20 6.6%
5 米国国債 アメリカ 2.375 2014/8/31 6.1%

6 米国国債 アメリカ 2.750 2019/2/15 4.8%
7 イタリア国債 イタリア 4.500 2023/5/1 4.7%

8 米国国債 アメリカ 1.750 2023/5/15 4.4%
9 米国国債 アメリカ 4.750 2037/2/15 4.0%

10 米国国債 アメリカ 2.000 2021/5/31 3.8%

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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当資料で使用している指数について 
■「シティ世界国債インデックス」は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的 
  財産であり、指数の算出、指数の公表、利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・ 
  グローバル・マーケッツ・インクが有しています。 
■「MSCIワールド・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に関する著作権、知的 
  財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属し、同社は同指数の内容を変更する権利および 
  公表を停止する権利を有しています。 
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1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
ファンド 1.24% 2.50% 3.43% 9.29% 30.26% 14.54%

ベンチマーク 1.29% 2.36% 3.81% 11.15% 34.70% 19.20%
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1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
ファンド 1.79% 4.26% 10.05% 30.60% 113.77% 4.98%

ベンチマーク 1.30% 4.32% 7.65% 26.68% 110.29% 14.55%



【世界債券マザーファンド】市場概況と今後の見通し 

【世界株式マザーファンド】市場概況と今後の見通し 

 以下のコメントは、「新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）／（分配重視型）」のマザーファンドである「世界債券マザーファンド」および「世
界株式マザーファンド」の運用指図を行っているスイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社のコメントをもとにして作成したものです。ま
た、下記の見通しは当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合がありますのでご留意ください。 

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。 
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【運用経過】 

 2014年8月の新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）の騰落率は＋1.36％となりました。8月末現在の世界債券マザーファンドの組入れ比率
は49.3％（月間の騰落率は＋1.24％）、世界株式マザーファンドの組入れ比率は50.7％（月間の騰落率は＋1.79％）となりました。2014年8月の新
生・世界分散ファンド（分配重視型）の騰落率は＋1.35％となりました。8月末現在の世界債券マザーファンドの組入れ比率は49.0％（月間の騰落
率は＋1.24％）、世界株式マザーファンドの組入れ比率は50.3％（月間の騰落率は＋1.79％）となりました。 

  2014年8月のシティ世界国債インデックス（円換算ベース）は1.29％上昇しました。為替市場では、円が米ドルに対して2014年7月末の1米ドル＝

102.85円から2014年8月末は1米ドル＝103.74円と、89銭の円安・米ドル高となりました。ユーロは、2014年7月末の1ユーロ＝137.80円から2014

年8月末は1ユーロ＝136.76円と、1円4銭の円高・ユーロ安となりました。  

   米国、英国、中国の景気先行指標が回復してきたことで、第1四半期には軟調だった世界の鉱工業生産は回復を見せています。イエレン米連

邦準備理事会（以下「FRB」といいます)議長は米国ワイオミング州ジャクソンホールで開催された年次シンポジウムにおいて労働市場における循

環的、および構造的な影響の見極めが必要とし、今後のFRBの金融政策について利上げ開始については慎重な姿勢を示しました。一方で、米

国の労働市場に関する指標は底堅く経済指標も予想を上回る水準となっています。当月は相対的に米ドル高が進みましたが、ウクライナ情勢

等の地政学的リスクと世界経済の回復懸念によって米国10年国債の利回りは低下し、2.34％で月末を迎えました。米国が早期利上げを検討す

る一方、欧州中央銀行（以下「ECB」といいます）のドラギ総裁は同上の経済シンポジウムでユーロ圏内の経済指標が一様に脆弱であるため、緩

和的な金融政策スタンスを維持し、追加的な非伝統的措置を行う姿勢であるとしました。債券指数で見た場合、ユーロ圏で最もパフォーマンス

が良かったのは、スペインの国債でした。イタリア国債はユーロ中核国のベルギー、オーストリア、フランスに比べ冴えないパフォーマンスとなり

ました。  
  

 当月の世界債券マザーファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを下回りました。金利戦略、為替戦略はともにパフォーマンスにプラスに寄与

しました。デュレーション※戦略においては、日本国債はパフォーマンスにプラスに寄与し、米国国債とユーロ圏国債はパフォーマンスにマイナス

に寄与しました。国別配分ではスペインをフランスよりオーバーウェイトしたことはパフォーマンスにプラスに寄与し、イタリアをフランスよりオー

バーウェイトしたことはパフォーマンスにマイナスに寄与しました。為替戦略においては、米ドル、メキシコ・ペソ、ノルウェー・クローナの買いポジ

ションはパフォーマンスにプラスに寄与しました。一方で、ポーランド・ズロチの保有はパフォーマンスにマイナスに寄与しました。  

   世界経済はある程度堅調です。米国は世界経済を牽引しており、中国や他の新興国も景気回復サイクルにあると見られます。一方、ユーロ圏

ではウクライナ情勢の緊迫化によって2014年第2四半期の経済指標が弱含んでおり、市場予測を下回りました。ドイツは5年ぶりにユーロ圏の経

済成長率を下回り、イタリアはさらなる経済後退に入りました。米国とユーロ圏の経済成長率とインフレの見通しは乖離しており、ECBと米連邦準

備制度（FED）はそれぞれ異なる政策を採っています。米国、英国、ニュージーランドなどの金融政策の正常化を進める国が金利引上げを視野に

入れる一方で、ユーロ圏、日本、スイス、スウェーデンなどの景気刺激策を行う国は金融緩和を続けていくと思われ、特にECBはかなりの規模で

非伝統的措置を行うと見られます。 

※デュレーションとは、金利変動に対する債券価格の変動性を示します。一般的にデュレーションが長いほど金利変動に対する価格の変動が

大きくなります。  

  2014年8月のMSCIワールド・インデックス（円換算ベース）は1.30％上昇しました。 

  8月の世界株式市場は、ウクライナ情勢の緊迫化によって月初は下落する展開となりましたが、第2四半期の企業業績が市場予測を上回った

こと、ECBによる追加的な非伝統的金融緩和措置への期待により月末は上昇して終了しました。当月にはヘルスケアセクター、情報技術セクター

と生活必需品セクターが相対的に良好なパフォーマンスを示し、電気通信サービスセクターと素材セクターが相対的に低調なパフォーマンスとな

りました。  

 当月の世界株式マザーファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回りました。銘柄選択とセクター配分がベンチマークを上回る要因となり

ました。情報技術セクターのアバゴ･テクノロジーズとヒューレット・パッカード、ローム、ヘルスケアセクターのギリアド・サイエンシズ、塩野義製

薬 、電機通信セクターのベルガコムがパフォーマンスにプラス寄与しました。金融セクターのミュンヘン再保険、スイス・リー、サンタンデール銀

行 、 ライファイゼンバンク・インターナショナルと、資本財・サービスセクターのACS - アクティビダーデス・デ・コンストルクシオン・イ・セルビシオス

と、素材セクターのリオ・ティントはパフォーマンスにマイナス寄与しました。当月はボーダフォン･グループを新規購入し、ＪＸホールディングスを

売却しました。ボーダフォン･グループは、音声・データ通信を含む携帯通信 サービス会社です。子会社や提携会社、または部分出資などを通じ

て、欧州大陸、英国、米国、アジア太平洋、アフリカ、中東の全域に事業を展開しています。 

 世界株式市場は、欧州の経済回復見通しおよび米国における良好な投資家心理が追い風となる見込みです。更に、株価の水準に割高感が

ないこと、短期的には各国中央銀行が当面政策金利の引上げを行なわないという見通しが、世界株式市場の支援材料になると考えています。

スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社では、予想配当利回りが市場平均以上、もしくは増配の可能性のある銘柄を選好しています。 



 【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 
①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。 
②金利変動リスク 
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公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利
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、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。 
 
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。 
 

 

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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ファンド名 
商品分類 
当初設定日 
信託期間 
決算日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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。 

 
新生・世界分散ファンド（複利効果重視型) / （分配重視型） 
追加型投信/内外/資産複合 
2007年12月27日（木） 
無期限とします。 
新生・世界分散ファンド（複利効果重視型) ：毎年12月20日 
新生・世界分散ファンド（分配重視型）：毎年3/6/9/12月の20日 
＊当該日が休業日の場合は翌営業日 
販売会社の営業日であっても、下記に該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。 
●チューリッヒの銀行休業日 
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。 
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、0.1％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、5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。 

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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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 

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 
 
信託財産留保額 
 
【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） 
 
その他費用・手数料 
 
 
 
 
なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、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。 
 

 
 
 
購入価額に3.24％（税抜3.0％）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。 
 
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます。 
 
 
 
 
 
純資産総額に対して年率1.6956％（税抜1.57％） 

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事 
務の処理に要する諸費用、外貨建て資産の保有費用等が当ファンドから支払われます。 
※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができ 
ません。 



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 ○ ○

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

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 ○

○

○

（2014年9月16日現在）

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

金融商品取引業者名（五十音順） 登録番号

○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 ○

日本証券業
協会

【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（協会会員番号 第011-01067号） 
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） 
スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディ 
（世界債券マザーファンドおよび世界株式マザーファンドにおける世界債券と株式等の運用の指図に係る
権限を委託） 

 

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。 

月次レポート 6/6 
2014年8月29日現在 

受託会社 
販売会社 
投資顧問会社 
（マザーファンド） 


