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●当資料は、当ファンドの運用状況等をお知らせすることを目的に明治安田アセットマネジメント株式会社が作成したもので

あり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 

●当資料の内容は作成時点のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。また、資金動向、市況動向等によって

は、投資方針どおりの運用が行えない場合があります。 

●当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではあり

ません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。 

●当資料は信頼できると判断した情報等に基づいて作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。 

フリーダイヤル 0120－565787 

（営業日の午前 9：00～午後 5：00） 

ホームページアドレス  http://www.myam.co.jp/ 

月次運用レポート

 

●ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたします

ので、必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 

●投資信託の信託財産に生じた利益および損失はすべて投資家の皆さまに帰属します。 

●投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり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、元本を割り込むおそれがあります。 

●投資信託への投資にあたっては、投資家の皆さまに、購入時手数料や信託財産留保額のほか、信託財産を

通じて間接的に運用管理費用（信託報酬）、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負

担いただきます。 

●投資信託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。 

●投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登

録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。 

投資信託ご購入時の注意事項 



月次運用レポート 設定・運用は

作成基準日 ： 2018年 4月27日

資料作成日 ： 2018年 5月 9日

フ　ァ　ン　ド　の　投　資　方　針　・　特　色
●

●

● エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用を行います。

フ　ァ　ン　ド　概　況

【概要】 【基準価額および純資産総額】

【基準価額の騰落率】

【信託財産の状況】

※

※

【分配金の実績】

※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額（円）　※分配金は増減したり、支払われないことがあります。

基　準　価　額　と　純　資　産　総　額　の　推　移
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基準価額の騰落率は分配金再投資基準価額で算出していま
す。

設定来
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上記比率はマザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比
です。
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1ページ目の「当資料ご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。
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新成長株ファンド
《愛称》 グローイング・カバーズ

追加型投信／国内／株式

設定日 2004年4月26日 2018年3月末

新成長株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主
要投資対象とし、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。

新成長銘柄※を主要投資対象とし、わが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に
厳選投資します。
※高い成長余力を有しているものの、経営上の課題・困難に直面したため本来の実力を発揮できなかった企業の
　 中で、それらの経営障壁を克服しつつある企業を新成長銘柄（再成長銘柄）といいます。

信託報酬率 後記の「ファンドの費用・税金」参照

33,377
決算日 毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日） 純資産総額（百万円） 60,955 70,351
償還日 2024年4月25日 基準価額（円） 33,819
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分配金再投資基準価額（円）〔左目盛〕

基準価額（円）〔左目盛〕

※分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり、

分配金実績があった場合に税引前分配金を再投資したものとして算出しています。



月次運用レポート 設定・運用は

作成基準日 ： 2018年 4月27日

資料作成日 ： 2018年 5月 9日

新成長株ファンド
《愛称》 グローイング・カバーズ

追加型投信／国内／株式

組　入　株　式　の　状　況

【組入上位10銘柄】 【市場別構成比】 【組入上位10業種】

東証一部

東証二部

ジャスダック

その他

合計
※

※ 組入比率は、マザーファンドへの投資を通じた対純資産総額比 ※

当月の投資環境

今後の投資方針

小売業

9 ポーラ・オルビスホールディングス

2.43%

　引き続きエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社の助言により、新成長企業への厳選投資を行います。以下は
投資助言会社であるエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社からのコメントです。

　4月11日に内閣府が発表した2月の機械受注統計（船舶・電力を除いた民需）は、前月比2.1％増（季節調整後）となりまし
た。この指標は設備投資の先行指標として重視されていますが、1月の同8.2％増に続いて増加して2ヵ月連続で市場見通し
を上回る伸びを達成したことから、企業の設備投資意欲が高まっていることを示唆しています。また、非製造業についても、1
月の同4.4％増に続いて2月は横ばいとなり、堅調な推移がみてとれます。
　4月10日に日本工作機械工業会が発表した工作機械受注も、2017年度が前年比38.1％増の1兆7,803億円となり、過去
高であった2007年度の1兆5,939億円を上回りました。3月単月でも前年同月比28.1%増の1,828億円と高い伸びが続いてお
り、国内向けが44.0％増の755億円、海外向けが18.9％増の1,073億円となりました。国内からの受注は力強さを増しており、
海外でも設備投資意欲は引き続き強いと思われます。国内でも、人手不足に対応した省人化投資や、 先端分野の需要
拡大に応じた能力増強投資など、投資案件は多いと考えられます。米中の経済摩擦や為替が円高に動いたという懸念材料
があるものの、企業収益が改善してキャッシュフローが増え、金融の環境も安定していることを考えると、設備投資は強い状
況が続く可能性が高いとみられます。実際に日々実施している個別直接面談でも「顧客の要望に応えられず急ピッチで設
備拡張を進めている」とおっしゃる経営者が多くみられます。経営者が先々に対してより確信を深め、投資を行っていく姿勢
が強まっているということは、わが国経済にとっては心強い動きと捉えることができましょう。自らの強みに磨きをかけて、ビジ
ネス機会を積極的に掴んで成長を遂げていく魅力的な成長企業これをからも一社でも多く見出してまいります。

　当ファンドでは引き続き助言会社を通じ徹底した調査活動を行いながら、一社一社を丹念に分析し、魅力的な成長企業を
組み入れてまいります。

　国内株式相場は、米中貿易摩擦や地政学リスクに対する懸念が徐々に後退する中、米国株式相場が堅調に推移したこと
に加え、円安傾向で推移したことも支援材料となり、堅調に推移しました。月間で東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)は上昇しました。
新興市場は、JASDAQ INDEX、東証マザーズ指数ともに前月末比で下落しました。為替相場が円安基調で推移する中、中
小型株よりも大型株を物色する動きが強まり、両指数とも下落しました。

食料品 2.43%
その他金融業 2.08%

9

上記比率は、マザーファンドへの
投資を通じた対純資産総額比
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組入比率は、マザーファン
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1

銘柄名 東証33業種

物語コーポレーション 小売業 サービス業 22.90%

2.82%ジャパンマテリアル

2.91%
サービス業
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1
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1ページ目の「当資料ご利用にあたってのご留意事項」を必ずご覧ください。

東証マザーズ 3.03%
8.48%
0.00%

92.34%

2.34%化学

10 アークランドサービスホールディングス

4

食料品

サービス業

8 寿スピリッツ

船井総研ホールディングス

日特エンジニアリング

6 2.54% 情報・通信業6
7

薬王堂

※本ページのコメントは当ファンドに助言しているエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社からのコメントをもとに作成したものです。



 この度、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１8」におきまして、 
明治安田アセットマネジメント株式会社が設定・運用する以下のファンドが「最優秀ファンド」を
受賞しましたのでお知らせいたします。 
 弊社では今回の受賞を励みとして、お客さまの資産運用のお役にたてるよう、より一層努力し
てまいりますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

最優秀ファンド 

部門 ファンド名 分類名 評価期間 

投資信託 新成長株ファンド〈愛称〉グローイング・カバーズ 株式型 日本株 3年、5年 

【トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１8】 
  ｢トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１8｣は、世界各都市で開催している｢Thomson Reuters 

Lipper Fund Awards｣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、トムソン・ロイター 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(トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ、Thomson 
Reuters 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。 

 
【最優秀ファンド評価方法】 
• 評価対象ファンドは、日本国内で販売登録されているファンドのうち、2017年末時点で36カ月以上の運用実績のあるファ
ンド並びに2018年4月1日以降に償還を迎えるファンドとします。 

• 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（「確定拠出年金」部門は5本以上）存在
するすべての分類(「スポット・ファンド」、｢その他セクター｣分類、｢機関投資家用分類｣及び「通貨選択型ファンド」を除く)を
評価対象とします。 

• 評価期間は、｢3年間｣、｢5年間｣及び｢10年間｣とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパー・
リーダーズ」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、各分類の最優秀ファンドを選定しま
す。 

トムソン・ロイター  リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター  リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、
投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター  リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパ
フォーマンスであり、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、完全性等について保証するものではあり
ません。 

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン２０１8」 
『最優秀ファンド』受賞のお知らせ 

新成長株ファンド 〈愛称〉グローイング・カバーズ 
 



 

 

 
 

「R&I ファンド大賞 2018」 

『最優秀ファンド賞』受賞のお知らせ 
 
 
この度、株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）が選定する「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2018」におきまして、明治安田アセットマ

ネジメント株式会社が設定・運用する当ファンドが『最優秀ファンド賞』を受賞しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新成長株ファンド 〈愛称〉グローイング・カバーズ 

 

「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。 

 

受賞部門：投資信託／国内中小型株式 

●受賞ファンド名：新成長株ファンド 

＜愛称＞グローイング・カバーズ 



新成長株ファンド　＜愛称＞グローイング・カバーズ

■ 基準価額の変動要因

新成長株ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動き
のある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込む
おそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて
受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。

＜主な変動要因＞

株価変動リスク

株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発
行体の企業の事業活動や財務状況等の影響を受けて変動しま
す。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要
因となります。

流 動 性リスク

株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望
する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなる
ことがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性
が低くなった場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値
より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を
下げる要因となります。

信 用 リ ス ク

投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の
支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引
の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能
性があります。

※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

投資リスク



新成長株ファンド　＜愛称＞グローイング・カバーズ

■ その他の留意点
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の

効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解
約等に伴う売買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。

●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評
価益を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間
中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配
金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額
が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期
決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

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。

投資リスク
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■ お申込みメモ
購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。

購 入 価 額
購入申込受付日の基準価額とします。
（基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。）

※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。
購 入 代 金 販売会社が指定する期日までにお支払いください。
換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を控除した額とします。
換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から受益者に支払います。

申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日
の申込みとします。

購 入・換 金
申 込 不 可 日 －

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設け
る場合があります。

購入・換金申込
受 付 の 中 止
及 び 取 消 し

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた申込みの受付を取消す
ことがあります。

信 託 期 間 2004年４月26日から2024年４月25日

繰 上 償 還

委託会社は、純資産総額が10億円を下回った場合、この信託契約を解約するこ
とが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。また、当ファンドにおける投資顧問契約（助言契約）が解約された
場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。

決 算 日 毎年４月25日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配
年１回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※当ファンドには、「一般コース」および「分配金再投資コース」があります。なお、

お取扱い可能なコースおよびコース名については、異なる場合がありますの
で、販売会社へお問合わせください。

信託金の限度額 2,000億円

公 告 原則、電子公告により行い、ホームページに掲載します。
http://www.myam.co.jp/

運 用 報 告 書 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託
財産にかかる知れている受益者に交付します。

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。
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

手続・手数料等
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■ ファンドの費用・税金
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入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
定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社ま
でお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社

にお支払いいただきます。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に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。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.836％
（税抜1.7％）の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当
日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信
託財産中から支弁されます。
＜内訳＞

配分 料率（年率）
委託会社 1.0044％（税抜0.93％）
販売会社 0.7452％（税抜0.69％）
受託会社 0.0864％（税抜0.08％）

合計 1.836％（税抜1.7％）
＜内容＞

支払い先 役務の内容

委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成
等の対価

販売会社 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 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等
の対価

合計 運用管理費用（信託報酬）
＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率

※エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社に対する報酬は、ファンド
から委託会社が受ける運用管理費用（信託報酬）の中から支払われます。

そ の 他 の
費用・手数料

信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.00432％（税
抜0.004％）を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委
託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理
に要する諸費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、

上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によっ
て見直され、変更される場合があります。

※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さま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。

手続・手数料等
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ファンドの税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時 所得税及び
地方税

配当所得として課税します。
普通分配金に対して…………………………………20.315％

換金（解約）時
及び償還時

所得税及び
地方税

譲渡所得として課税します。
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して…20.315％

※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定の
金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期
間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用
になることができるのは、NISA（ニーサ）は満20歳以上の方、ジュニアNISA（ニーサ）は20歳未
満の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳
しくは、販売会社へお問合わせください。

※法人の場合については上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細に

つきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。

手続・手数料等



 

 

 
【委託会社その他の関係法人の概要】 

●委託会社（委託者）  明治安田アセットマネジメント株式会社 

ファンドの運用の指図等を行います。 

●受託会社（受託者）  株式会社りそな銀行 

ファンドの財産の保管および管理等を行います。 

●投資顧問会社  エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社 

●販売会社  下表の販売会社一覧をご覧ください。 

【販売会社】 
●お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。 

 販売会社名 登録番号 加入協会 

銀行 株式会社但馬銀行 登録金融機関 
近畿財務局長（登金）第14号 

日本証券業協会 

株式会社東北銀行 登録金融機関 
東北財務局長（登金）第8号 

日本証券業協会 

 オーストラリア・アンド・ニュー
ジーランド・バンキング・グル
ープ・リミテッド（銀行） 

登録金融機関 
関東財務局長（登金）第622号 

日本証券業協会 

   株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 
関東財務局長（登金）第41号 

日本証券業協会 

  株式会社みちのく銀行 登録金融機関 
東北財務局長 (登金) 第11号 

日本証券業協会 

 株式会社足利銀行  登録金融機関 
関東財務局長（登金）第43号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

 株式会社第三銀行 登録金融機関 
東海財務局長（登金）第16号 

日本証券業協会 

 株式会社北洋銀行 登録金融機関 
北海道財務局長（登金）第3号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

 株式会社大光銀行 登録金融機関 
関東財務局長（登金）第61号 

日本証券業協会 

証券会社 みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第94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 

 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 
商品先物取引業者 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
日本商品先物取引協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
一般社団法人日本投資顧問業協会 

 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 
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 

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
（日興SMA「グローバルポー
ト」専用） 

金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第2251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 

 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 

日本証券業協会 

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 

日本証券業協会 

 カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第61号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

 第四証券株式会社 金融商品取引業者 
関東財務局長（金商）第128号 

日本証券業協会 

 中銀証券株式会社 金融商品取引業者 
中国財務局長（金商）第6号 

日本証券業協会 

新成長株ファンド 〈愛称〉グローイング・カバーズ 

 



 
 
 
 

 販売会社名 登録番号 加入協会 

証券会社 静銀ティーエム証券株式会社 
 

金融商品取引業者 
東海財務局長（金商）第10号 

日本証券業協会 

 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 

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 

 九州ＦＧ証券株式会社  金融商品取引業者 
九州財務局長（金商）第18号 

日本証券業協会 
 

 東海東京証券株式会社   
 

金融商品取引業者 
東海財務局長（金商）第140号 
 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

信用金庫 信金中央金庫 ※ 登録金融機関 
関東財務局長（登金）第258号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

 飯能信用金庫 登録金融機関 
関東財務局長（登金）第203号 

 

 朝日信用金庫  登録金融機関 
関東財務局長（登金）第143号 

日本証券業協会 

 甲府信用金庫  登録金融機関 
関東財務局長（登金）第215号 

 

 静清信用金庫  登録金融機関 
東海財務局長（登金）第43号 

日本証券業協会 

 平塚信用金庫  登録金融機関 
関東財務局長(登金)第196号 

 

 大阪信用金庫  登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第45号 

 

 長野信用金庫 登録金融機関 
関東財務局長(登金)第256号 

日本証券業協会 

 旭川信用金庫 登録金融機関 
北海道財務局長（登金）第5号 

 

 飯田信用金庫 登録金融機関 
関東財務局長（登金）第252号 

 

 芝信用金庫 登録金融機関 
関東財務局長（登金）第158号 

 

 知多信用金庫  登録金融機関 
東海財務局長（登金）第48号 

 

 白河信用金庫 登録金融機関 
東北財務局長（登金）第36号 

 
 

 播州信用金庫 登録金融機関 
近畿財務局長（登金）第76号 

日本証券業協会 

※  信金中央金庫との間に取交わされた「証券投資信託受益証券の取次業務に関する基本契約書」に基づいて、取次登録 
金融機関 （信用金庫）の本支店または出張所においても募集等の取次ぎを行います。 
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