新生銀行の店頭でご購入のお申し込みをいただける
投資信託ラインナップの一部変更のお知らせ ＜2018年5月1日より＞
日頃より､新生銀行をご利用いただき誠にありがとうございます｡
当行では､よりお客さまの資産形成に資すると考えられる投資信託や､お客さまにとってより選択しやすい環境の
ご提供を目的として､店頭でご購入のお申し込みをいただける投資信託ラインナップの一部を変更いたします｡
2018年5月1日以降､これまで店頭でご購入のお申し込みをいただけた投資信託の一部（一覧表①）を､新生パ
ワーコール（お電話）あるいは新生パワーダイレクト（インターネットバンキング）でのみの受付とさせていただくこ
とといたします｡該当する投資信託のご購入を店頭でお申し込みをいただいていたお客さまにとってはご迷惑・
ご不便をおかけすることとなりますがなにとぞご理解いただきますようお願い申し上げます｡
なお､新生パワーコール（お電話）にてご購入のお申し込みをされる際は､お手元に最新の交付目論見書および
目論見書補完書面が必要となりますので､事前に新生パワーコール
（お電話）
まで請求のお手続きをお願いいたします。
※換金のお申し込みは､当行取扱いの全ての投資信託について引き続き､店頭､新生パワーコール（お電話）､
新生パワーダイレクト（インターネットバンキング）よりお手続きいただけます｡
【変更予定日】2018年5月1日 【対象の投資信託】以下の一覧表①をご覧ください
（一覧表①）

5月1日以降、店頭でのご購入のお申し込みをいただけなくなる投資信託ラインナップ一覧（2018年3月1日時点）
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
JPM・BRICS5・ファンド（愛称：ブリックス・ファイブ）
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）
ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
（
/ 豪ドルコース）
（
/ ブラジルレアルコース）
（
/ ユーロコース）
（
/ メキシコペソコース）
エマージング・ボンド・ファンド（毎月分配型）
（ブラジルレアルコース）
（
/ 豪ドルコース）
（
/ トルコリラコース）
（
/ 円コース）
（
/ ニュージーランドドルコース）
（
/ 南アフリカランドコース）
（
/ 中国元コース）
PIMCO米国 ハイイールド債券 通貨選択型ファンド
(ブラジル･レアルコース)(愛称：ハイイールドプラス(ブラジル･レアルコース))/(豪ドルコース)(愛称：ハイイールドプラス(豪ドルコース))
MHAM物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）
フィデリティ・日本成長株・ファンド
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型）
（愛称：インカムグロース）
ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし/為替ヘッジあり
世界のサイフ
ＪＰＭジャパンマイスター
米国エネルギーMLPオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり/為替ヘッジなし
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称：泰平航路)
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）
メキシコ債券オープン（毎月分配型）
（愛称：アミーゴ）
ＪＰＭザ・ジャパン
中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド
SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスファンド
ＪＰＭグローバルマイスター
ハイブリッド・セレクション
※裏面（一覧表②）には引き続き店頭でご購入のお申し込みをいただける投資信託ラインナップを掲載しております。

（一覧表②）

5月1日以降も店頭でご購入のお申し込みいただける投資信託ラインナップ一覧（2018年3月1日時点）
ラサール・グローバルREITファンド（1年決算型）
（
/ 毎月分配型）

新生・ワールドラップ・セレクト

新生・UTIインドファンド

HSBCブラジルオープン

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）/高利回り社債オープン（毎月分配型）
フィデリティ・USリート・ファンドA（為替ヘッジあり）/B（為替ヘッジなし）

GSグローバル・ビッグデータ投資戦略
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）

エマージング・カレンシー・債券ファンド（１年決算型）
（
/ 毎月分配型）

HSBCチャイナオープン

東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）
（愛称：円債くん）

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）/
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド

野村インデックスファンド・日経225（愛称：Funds-i 日経225）

JPMベスト・インカム(年1回決算型)/(毎月決算型)

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
（愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型）

JPM日本債券アルファ（愛称：日本の一九）
アメリカン・ドリーム・ファンド

野村インデックスファンド・外国株式（愛称：Funds-i 外国株式）/
為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型）

トレンド・アロケーション・オープン

野村インデックスファンド・J-REIT（愛称：Funds-i J-REIT）

東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
（愛称：円奏会（年１回決算型））
（
/ 毎月決算型）
（愛称：円奏会）

野村インデックスファンド・国内債券（愛称：Funds-i 国内債券）
野村インデックスファンド・JPX 日経400（愛称：Funds-i JPX 日経400）

ニッセイ国内債券アルファ（愛称：Ｊアルファ）

野村インデックスファンド・新興国株式（愛称：Funds-i 新興国株式）

ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）

野村インデックスファンド・TOPIX（愛称：Funds-i TOPIX）

米国エネルギー革命関連ファンド
Ａコース
（為替ヘッジあり）
(愛称：エネルギーレボリューション)/
Ｂコース
（為替ヘッジなし）
(愛称：エネルギーレボリューション)

野村インデックスファンド・外国債券（愛称：Funds-i 外国債券）/
為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型）

ベアリング欧州株ファンド(為替ヘッジあり)/ベアリング欧州株ファンド
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン
（愛称：Avest-E（エーベスト・イー））

野村インデックスファンド・外国REIT（愛称：Funds-i 外国REIT）/
為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型）
野村インデックスファンド・海外5資産バランス（愛称：Funds-i 海外5資産バランス）
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
（愛称： Funds-iフォーカス米国株式配当貴族）/
為替ヘッジ型（愛称： Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型）
野村インデックスファンド・新興国債券（愛称：Funds-i 新興国債券）/
為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型）

フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド
Ａコース（為替ヘッジ付き）
（愛称：悠々債券）
ジャナス・セレクション ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンドクラスＡ
（米ドル）受益証券（愛称：足下しっかり型）
ジャナス・セレクション ジャナス・ハイイールド・ファンドクラスＡ
（米ドル）受益証券（愛称：収穫型）

野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
（愛称：Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券）/
為替ヘッジ型（愛称：Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型）

ジャナス・セレクション ジャナス・フォーティ・ファンドクラスA
（米ドル）受益証券（愛称：ノアの箱舟厳選型）

ＤＩＡＭ Ｊ−ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
（愛称：オーナーズ・インカム）

ジャナス・セレクション ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドクラスA
（米ドル）受益証券（愛称：みにくいアヒルの子型）

BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド(1年決算型)（愛称：ウィンドミル1年）/
(毎月決算型)（愛称：ウィンドミル）

ジャナス・セレクション ジャナス・バランス・ファンドクラスA
（米ドル）受益証券（愛称：全天候型）

ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

ジャナス・セレクション ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスA（米ドル）受益証券（四半期分配型）
（愛称：大地の実り型）

ＬＭ・ブラジル国債ファンド（年２回決算型）
（
/ 毎月分配型）
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり 年2回決算型）/Bコース（為替ヘッジなし 年2回決算型）/
Cコース（為替ヘッジあり 毎月分配型）/Dコース（為替ヘッジなし 毎月分配型）

野村つみたて日本株投信
野村つみたて外国株投信
野村6資産均等バランス

【投 資信託一般について】 投資信託は、預金ではなく､元本保証および利回り保証のいずれもありません｡ 投資信託は預金保険制度の対象ではありません｡
また、
新生銀行が取り扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象ではありません｡ 投資信託は主に国内外の有価証券に投資しますので、
以下に列挙するリスクや
国内外の政治経済状況等の変化等により､基準価額（外国籍投資信託の場合、純資産価格）が変動し、投資元本を割り込むことがあります｡過去の運用実績は､
将来の運用成果を約束するものではなく､運用の利益および損失はすべて投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します｡ 価格変動リスク：株式 、公社債
など値動きのある有価証券を組入れて投資することによる基準価額の変動リスク。 為替変動リスク：外国の株式や公社債などの有価証券などを組入れて投資
を行う場合の、
為替相場の変動の影響による基準価額の変動リスク｡外貨建て投資信託の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動
により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります｡ 発行者
（または保証会社）
の信用リスク：組入れ有価証券の発行者
（または保証会社）
の経営・財務
状況の変化およびそれらに関する外部機関の評価の変化やその他の信用状況の変化等の影響に基づく基準価額の変動リスク｡ 投資信託には以下の通りお客
さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用があります｡ お申し込み時…申込手数料（国内籍投資信託は約定金額に対して、外国籍投資信託は
申込金額に対して税込最大3.24％）がかかります｡ 運用期間中…信託報酬・管理報酬（純資産総額に対して年率・税込最大3.0％）がかかるほか、その他信託期
間中に発生する費用（組入れ有価証券の売買委託手数料、監査費用、成功報酬、投資先ファンドにかかる費用等があり、運用状況等により変動するため、事前に
料率および上限額を示すことはできません）がかかります｡ 換金時…信託財産留保額（基準価額に対して最大2.0％または一万口あたり最大300円）や買戻し
手数料
（当初募集価額に対して最大5.0％）
がかかります｡これらの手数料等の合計額については、
ご購入ファンド、
ご購入金額、
その運用状況、
お客さまがファンド
を保有される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。
ファンドごとに手数料や費用は異なります。
各ファンドの手数料・費用等の詳細は契約締
結前交付書面
（目論見書および目論見書補完書面）
でご確認ください。 投資信託のご購入・換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ交換する場合に
は、
上記手数料・費用のほか、
当行の定める為替手数料がかかります｡ 投資信託の換金
（解約・買取）
については、
ファンドによってクローズド期間
（換金することが
できない期間）
が設定されているものや特定日にしか換金の申し込みができないものがあるほか、
換金までに相当の期間がかかることがあります｡ 投資信託を
お申し込みの際には、
あらかじめ最新の契約締結前交付書面
（目論見書および目論見書補完書面）
の内容を必ずご確認のうえ、
お客さまご自身でご判断ください｡
目論見書および目論見書補完書面は、店頭や郵送で入手いただけるほか、新生パワーダイレクトでもご確認いただけます（店頭で取り扱いのないファンドの目
論見書および目論見書補完書面は新生パワーダイレクトでご確認ください）。なお、投資信託の取り扱いのない店舗ではご用意しておりません｡ 交付目論見書と
請求目論見書が分冊となっている場合、請求目論見書はご請求いただいたお客さまにお送りしております。新生パワーコールまでご連絡ください｡ 投資信託
のお申し込み・換金等のお取り扱いは新生銀行、設定・運用は投資信託委託会社、信託財産の管理等は信託銀行が行います｡［2018年2月28日現在］
お問い合わせはお気軽に（コールセンターにお問い合わせをされる際には､口座番号と暗証番号をご確認のうえ､お問い合わせください）
新生パワーコール
イン ターネット

0120- 456 - 007 投資信託の受付時間は平日8：00〜20：00
［ 通話料無料］

www.shinseibank.com

新生銀行

土日祝日
（照会のみ）
は10：00〜18：00

検 索

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／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 1712106

