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お知らせ

当ファンドは、
株式会社格付投資情報センターの選定による
「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2018」において、
「投資信託 10 年／国内株式部門」で
「最優秀ファンド賞」を受賞しました。

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性に
つきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来の
パフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令
第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。
当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関す
る著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託／総合
部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての
個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法
に基づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししま
すので、必ずお受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資
しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合
や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者
の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対
象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■
投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆す
るものではありません。■当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点
のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。■当資料の正確性や完全性について当
社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。■当資料は目的によらず、当社
の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問合せは
販売会社まで。
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当ファンドは、一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則信用リスク集中回避のための投資制限の例外」を適用して特化型運
用を行います。そのため、一般のファンドにおいては、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率として１０％を上
限として運用を行うところを、当ファンドにおいては、３５％を上限として運用を行います。

【運用実績】

【基準価額・純資産総額の推移】

過去のパフォーマンス(％)
ファンド 参考指数

直近の分配実績（円）

基準価額
33,348 円

TOPIX配当込

過去1ヵ月間

-13.36

-9.41 第6期 2014/03/27

500

過去3ヵ月間

-3.74

-5.34 第7期 2015/03/27

500

過去6ヵ月間

-1.44

-6.42 第8期 2016/03/28

500

過去1年間

4.20

-4.78 第9期 2017/03/27

500

過去3年間

35.10

12.66 第10期 2018/03/27

500

設定来

269.65

66.71 設定来累計

2,500

※決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォ
ーマンスは、分配金（税金控除前）を再投資するこ
とにより算出される収益率です。従って実際の投資
家利回りとは異なります。

【資産別構成】
資産種類

比率(％）
株式
92.7
投資信託証券
0.0
その他株式関連証券
0.0
現金その他
7.3
※比率は対純資産総額

解約価額
33,248 円

純資産総額
1,112.57 億円

※設定日前営業日（2008/03/27）を10,000として指数化
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※当ファンドにベンチマークはありません。参考指数は「TOPIX(配当込)」
です。
※基準価額は、信託報酬等控除後です。
※分配金再投資基準価額は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、
分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。
※過去の実績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。

【株式市場別構成】
市場
比率(％）
92.7
東証１部
0.0
東証２部
その他市場
0.0
92.7
株式組入比率

【株式業種別構成 上位5業種（％）】
20.0

15.0

※比率は対純資産総額

【組入有価証券 上位5銘柄】
銘柄
1
2
3
4
5

日本電産
テルモ
リクルートホールディングス
花王
ソフトバンクグループ

( 銘柄総数：16銘柄 )
市場
東1
東1
東1
東1
東1

10.0

業種
比率（％）
電気機器
7.9
精密機器
7.8
サービス業
7.6
化学
7.3
情報・通信業
6.9

5.0

0.0

化学
13.4

電気機
器
12.5

卸売業

小売業

10.8

8.0

精密機
器
7.8

※比率は対純資産総額
※略称は下記の取引市場を指します。
東1：東証1部、東2：東証2部、ﾏｻﾞｰｽﾞ：東証マザーズ、JQ：JASDAQ
※比率は対純資産総額
■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づ
く開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず
お受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価
額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落によ
り、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信
託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で
購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会
社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含まれている過
去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証
するものではありません。■当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正
が行われることがあります。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投
資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問合せは販売会社まで。
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【運用担当者のコメント】
◆株式市場の状況
2018年10月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX（配当込み）は前月末比9.41％の下落となりました。
当月は月前半に日経平均株価が27年ぶりの高値をつけましたが、その後、米中貿易摩擦や中東情勢に対する警戒
感の高まりを受けて、日本株式市場は大きく下落しました。月末の2日間は反発しましたが、月を通しての株価下
落を補うには至らず、大幅安で月末を迎えました。

◆ファンドの運用状況
当ファンドのパフォーマンスは前月末比13.36％の下落となり、参考指数の同9.41％の下落を3.95％下回りまし
た。
当月のプラス貢献銘柄はございません。マイナス影響銘柄は、ソフトバンクグループ、リクルートホールディン
グス、花王、ミスミグループ本社などでした。
当月の株式市場は大幅下落となり、当ファンドの組入銘柄の株価も下落を余儀なくされました。ファンド下落率
が市場平均よりも大きかったのは、これまでの好調な運用成績の反動であると考えられます。このような環境下、
長年成功を収めてきた私どもの投資哲学である「魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を安く買
う」という方針は揺らぎません。
株式市場は長期的には企業の本源的価値（実態的な価値）を反映するものですが、短期的には予想もしないよう
な値動きをすることがしばしば起こります。これは株式市場が誰でも株の売買ができる「オープンな場所」である
ため、企業の長期的な価値を無視して、短期見通しだけで売買を行う市場参加者が多いことに起因します。
今回の株式市場下落の背景にあるのは、１）米中貿易摩擦の進展による中国景気の減速、２）世界的なハイテク
企業の株価割高感への警戒感、３）米国の利上げを発端とする新興国からの資金流出、などが挙げられます。
私どもは短期的な不透明感が強い時ほど、足元を見て怯えるのではなく、むしろ目線を高くし長期展望に目を向
けることが大切だと考えます。あくまで重要な視点は、「これから3～5年先、もしくは10年先を見据えて需要が確
実に伸びるといえるビジネスは何か？」、「なかでも競争優位性を維持し続けている企業はあるか？」、そして
「今の株価は割安と言えるか？」。こういった簡単な質問に対する答えが明確なイエスならば、相場の乱高下に振
り回されずに、「企業のオーナーとしてのスタンス」を貫くことが可能となります。
例えば、あらゆる産業で使われている日本電産のモータ製品や、外科手術で必要となるテルモの治療デバイス、
花王の化粧品や家庭用品、ユニチャームの紙おむつなどは天変地異が起きようとも需要はなくならないと判断でき
ると私どもは考え、このような視点で選んだ高収益企業への投資を継続していきます。

（次ページへ）
■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開
示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け
取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動し
ます。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、
投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債
または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資
者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記
載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向
等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。■当資料の
正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。■当資料は目
的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問
合せは販売会社まで。
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（前ページより）
当ファンドの組入銘柄の業績トレンドは長期間にわたり、堅調に推移しています。例えば、過去20年間を振り返
ると、1998年のアジア通貨危機、2001年のITバブル崩壊、2003年の国内金融システム危機、2008年のリーマン
ショック、2010年の欧州財政危機、2011年東日本大震災、など企業にとって様々な逆境がありました。また個別企
業要因では、例えば2011～2012年に日本電産が経験した主力HDD用モータ事業の大幅な需要落ち込みや、2013年の花
王（同社子会社カネボウ化粧品）による化粧品健康被害に伴うリコール問題などもありました。それでもなお、こ
れら企業群は近年において過去最高益を更新しています。私どもは、これらの企業が手がける製品・サービスは、
いずれもグローバルで今後さらに需要が伸び続けるものだと考えています。
株価の長期的上昇をもたらす唯一かつ確実な牽引役は、「ビジネスが持つ本源的価値の増加」です。そして本源
的価値の増加は、持続的な利益成長によってもたらされます。この大原則のもと、私どもは機会があれば既存保有
銘柄の更なる買い増しも行っていく方針です。
＜ソフトバンクグループについて＞
当月に入ってこれまで想定し得なかったイベントが続いたことにより、私どもは、同社に対する展望を従来より
やや慎重なスタンスに変えました。
背景にあるのは、
１）サウジアラビア政府による反体制ジャーナリストの暗殺疑惑によって、同政府からの資金に依存するソフト
バンク・ビジョン・ファンド事業の拡張路線がストップするという懸念が台頭したこと
２）保有資産として膨大な価値を誇るアリババ株が下落していることで、含み益が縮小していること
３）本年上場が計画されている国内携帯電話事業に対して、政府による新たな値下げ圧力が加わりつつあること
などです。
従来、同社の魅力は、様々な事業や投資資産を傘下に抱えていることから同社一社への投資でリスク分散が可能
であるところでしたが、今回は私どもが考える重要な５つの本源的価値構成要素（国内通信事業、アリババ保有株、
米国スプリント社、英国アーム社、ソフトバンク・ビジョン・ファンド）のうち３つが、従来に比べて見通しが悪
化したと判断しました。
ただし、同社の本源的価値に比べて株価が割安に推移している状況に変化はありません。同社一株当たり資産価
値（本源的価値）と実際の株価の乖離は、上述した悪材料が続いたことにより縮小した可能性がありますが、それ
でもなお実態に比べて株価が割安であることに変わりはなく、日本が誇る起業家である孫社長への信頼も揺らいで
はいないと、私どもは考えています。
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投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債
または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資
者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記
載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向
等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。■当資料の
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マンスリーレポート

愛称：厳選投資
ファンドの目的
当ファンドは、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用
を行うことを基本とします。

ファンドの特色
１. 高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を
中心に投資します。
２. ベンチマークは設けず、２０銘柄程度に厳選投資を行います。
当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、弊社独自の調査活動を通じて厳選した少数の
投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、
当ファンドの純資産総額に対して１０％を超えて集中投資することが想定されています。そ
のため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生
じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

３. 原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。

スパークス・アセット・マネジメント株式会社について
◆ 一貫した投資哲学と運用プロセスを実践する独立系運用会社です。
◆ スパークスは、１９８９年の創業以来、株式市場を取り巻く環境がいかに厳しくとも「マ

クロはミクロの集積である」という投資哲学の下、ボトムアップ・リサーチを行っておりま
す。
親会社であるスパークス・グループ株式会社は JASDAQ 市場（銘柄コード８７３９）に
２００１年１２月に運用会社として初めて上場いたしました。

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類では
ありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認い
ただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているも
のではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの
運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設
定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含
まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証する
ものではありません。■当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあり
ます。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請
求、お問合せは販売会社まで。
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スパークス･新･国際優良日本株ファンド

マンスリーレポート

愛称：厳選投資
投資リスク
基準価額の変動要因
当ファンドは、主として国内の株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
す。従って、投資者の皆さまの投資元金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
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託
は預貯金と異なります。
株価変動リスク
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動
します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価
格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、銘柄を絞り込んだ運用を行うため、市場動向にかかわらず
基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。
信用リスク

・ 組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生
あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。
・ 当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、弊社独自の調査活動を通じて厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集
中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、当ファンドの純資産総額に対して１０％を超えて集中投
資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化な
どが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
その他の留意事項
●システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコ
ンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により閉鎖されることがあります。このような場合、一時的
に換金等ができないこともあります。また、これらにより、一時的にファンドの運用方針に基づく運用ができなくなるリスク
などもあります。
※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。

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。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ
ります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類では
ありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認い
ただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているも
のではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの
運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設
定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含
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マンスリーレポート

愛称：厳選投資
お申込メモ（お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。）
ファンド名

スパークス･新･国際優良日本株ファンド （愛称：厳選投資）

商品分類

追加型投信／国内／株式

信託期間

2008 年 3 月 28 日から 2028 年 3 月 27 日

決算日

毎年 3 月 27 日（休日の場合は翌営業日）

収益分配

原則として毎決算時にファンドの基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合等は、収益分配を行わないこともあります。

お申込時間

各販売会社で毎営業日お申込いただけます。お申込時間は、原則として午後 3 時までとします。
当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。

お申込単位

販売会社が定める単位

お申込価額

お申込受付日の基準価額

解約のご請求
解約価額
解約代金の受渡日

販売会社の毎営業日に販売会社が定める単位で解約を請求することができます。お申込時間は、原則と
して午後 3 時までとします。当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。
※委託会社は金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きには、解約請求の受付を中止することができます。
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
解約請求受付日から起算して、原則として 5 営業日目からお支払いします。

お客様にご負担いただく手数料等について
下記手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
【お申込時】
■お申込手数料： お申込受付日の基準価額に 3.24%（税抜 3.0%）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額
【ご解約時】
■信託財産留保額： 解約請求受付日の基準価額に対して 0.3%の率を乗じて得た額
■解約手数料： なし
【保有期間中】 (信託財産から間接的にご負担いただきます)
■信託報酬： 純資産総額に対して年率 1.7712%（税抜 1.64%）
■その他の費用等
(1) 監査報酬、投資信託説明書（目論見書）や運用報告書等の作成費用などの諸費用（純資産総額に対して上限年率 0.108%（税
抜 0.10%））
(2) 有価証券売買時の売買委託手数料等は、ファンドの運用による取引量に応じて異なりますので、事前に料率や上限額等を表
示することができません。

課税上の取扱いについては投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。

〔お問い合わせ先〕 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ホームページ http://www.sparx.co.jp/ 電話番号：03-6711-9200（受付時間：営業日 9：00 ～ 17：00）

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類では
ありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認い
ただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているも
のではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの
運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設
定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含
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愛称：厳選投資
ファンドの関係法人について
●委託会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 346 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
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。

日本証券業協会

●受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社の指図に基づく信託財産の管理等を行います。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式
会社に委託を行います。
●販売会社 下記一覧参照
ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行
います。
加入協会
販売会社

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
金融先物取引業
協会

一般社団法人
日本投資顧問業
協会

一般社団法人
第二種金融商品
取引業協会

○

○

野村證券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第142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

○

○

岡三オンライン証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第52号

○

○

ごうぎん証券株式会社

金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第43号

○

登録金融機関

東海財務局長（登金）第5号

○

金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第20号

○

金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第140号

○

○

株式会社東京スター銀行

登録金融機関

関東財務局長（登金）第579号

○

○

とちぎんＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第32号

○

西日本シティＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者

福岡財務支局長（金商）第75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

○

松井証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第164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

○

○

関東財務局長（登金）第6号

○

○
○

株式会社静岡銀行
髙木証券株式会社
東海東京証券株式会社

※1

株式会社みずほ銀行

登録金融機関

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

○

スパークス･アセット･マネジメント株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第346号

○

○
○

○

○

○
○
○

○

○

○

※1 東海東京証券株式会社は、「かんたんダイレクトサービス」専用のお取扱いです。

〔お問い合わせ先〕 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ホームページ http://www.sparx.co.jp/ 電話番号：03-6711-9200（受付時間：営業日 9：00 ～ 17：00）
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のではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの
運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設
定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含
まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証する
ものではありません。■当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあり
ます。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請
求、お問合せは販売会社まで。
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