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新生・ワールドラップ・セレクト
フランス大統領選挙を受けて

※巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。

＜運用会社からのコメント（2017年5月9日現在）＞

5月7日にフランス大統領の決選投票が行われ、マクロン前経済産業・デジタル相が、極右政党・国民戦線のマリーヌ・ルペン
氏に勝利しました。これを受けて、投資先ファンドの運用会社アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン（以下、「アリア
ンツ」）のコメントをもとにレポートを作成しましたのでご覧下さい。

＊1 英国の国民投票ではＥＵ離脱が、オランダの下院選挙ではＥＵ離脱・反イスラムを掲げる極右政党の政権参加が、選挙において注目されました。
＊2 欧州株式指数：ｽﾄｯｸｽ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ600指数

選挙結果の見方

親欧州連合（以下「ＥＵ」）派のエマニュエル･マクロン氏

が勝利した事は、投資家が欧州の行方について、より

ポジティブに評価するためのサポート材料になると考え

ます。今回の選挙を受けた主なポイントとしては、

 投資家は、欧州経済に関し、ポジティブな側面をよ

り重視する事ができるようになった。なお、イタリア

の政治・経済に関する不透明要因は今後の懸念材

料となる（次ページご参照）。

 欧州の雇用や製造業の状況が回復しており、欧州

株式は引き続きグローバル株式を上回る投資成果

が見込め、ユーロも上昇していく可能性がある。

 マクロン氏の勝利はEUにとって安心材料となるが、

実際に同氏がどの程度効果的な政治運営を行える

かについては、来月6月のフランス議会選挙の結果

を待つ必要がある。

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・マネジメントが作成

【ユーロ（対米ドル）と主な政治イベント＊1】
（2016/1/1～2017/5/9、日次）

（ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ）

【欧州株式＊2とドイツ国債の利回り】

（2016/1/1～2017/5/9、日次）

欧州株式指数（左軸）

ドイツ10年国債（右軸）

（％）

英国：国民投票
（6/23）

米国：大統領選挙
（11/8）

ｵﾗﾝﾀﾞ：下院選挙
（3/15）

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・マネジメントが作成

仏議会選挙についての2つのシナリオ

6月の選挙について、2つのシナリオを想定しています。

① マクロン氏の政党が過半数を獲得した場合、ユーロ

圏周縁国の株式や債券も含め、ユーロ圏のリスク

資産についてポジティブなものとなる。

② マクロン氏の党が過半数を獲得できない場合、改

革を行う執行力が制限されるため、政権運営能力

について市場が懸念を持つ可能性がある。
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今後の欧州の政治・経済に対する考え

政治動向に関するニュースが今後金融市場に影響を与える可能性はあるものの、景気循環的な要因が投資におけ

る注目点であり続けると見ています。政治から明らかにネガティブなサインが出て来なければ、景気循環面での経済

データが良好である限り、リスク資産にとって良い投資環境であると言えます。また、米国とユーロ圏における金融政

策の見通しも、市場にとって大きな決定要因であり続けるでしょう。

ただし、引き続き政治は、投資家や政策立案者、有権者にとって、中心的な議題になると思われ、投資家が今後注

目するとすれば、イタリアはその一つと考えます。

イタリアの経済成長は弱く、銀行セクターも脆弱で、与党は分裂のリスクを抱えています。仮にイタリアが今年解散総

選挙を行わなければ、通常の選挙が2018年の春に行われますが、このどちらかの時点で、反欧州のパワーが盛り上

がってくるリスクはあると言えます。

しかしながら、全体としては、マクロン氏の勝利によってフランスとドイツの間で新しい建設的な議論が行われる可能

性が高まったと言え、これは欧州のより良い統合を後押しするものであり、投資家を安心させる材料になると思われま

す。

＜運用会社からのコメント（2017年5月9日現在）＞

市場見通し

 金利：

近い将来、金利が上昇すると考える見方もありますが、アリアンツでは今後6～12ヶ月間で実際に金利が変化す

るとは予想していません。さらに、欧州中央銀行（ECB)は、2018年までテーパリング（量的緩和策による金融資

産の買い入れ額を減らす政策）を開始しないと予想しています。

 債券：

フランス国債は投資対象としてやや高く評価しています。また、仮にマクロン氏が議会の支持を得られるならフ

ランス固有のリスクが減少する事で、同国社債等の投資成果が高まり、さらにユーロ圏周縁国の国債の投資成

果も良好なものになると考えます。なお、仮に支持が得られなくても、債券市場では時折イベントによって価格

変動の幅が大きくなる事はありますが、基本的には投資家がリスクを選好する環境が続くと予想します。

 株式：

悲観的に織り込まれていた政治リスクが徐々に薄れていくものと思われます。アリアンツの分析では、欧州企業

の売上や受注が増加しており、さらに政治的不透明感が和らいだ事で、欧州株式はさらに上昇し、欧州株式は引

き続きグローバル株式を上回る投資成果になると考えています。

※巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。
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【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。

《基準価額の主な変動要因》

■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。

※巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。
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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。

【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）

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
当初申込期間：1口当たり1円とします。
継続申込期間：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。

購入の申込期間
当初申込期間：2016年11月24日（木）から2016年12月15日（木）まで
継続申込期間：2016年12月16日（金）から2017年11月14日（火）まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

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みはできません。
●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。

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。

●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）

※巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご覧下さい。

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
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）
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※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「手続き・手数料等」をご覧ください。

【委託会社、その他関係法人】

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 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（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 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 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。

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

株式会社新生銀行（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）
株式会社新生銀行は、金融商品取引法第33条の2に規定する登録金融機関です。
登録番号 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

【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、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。


