
ファンド通信ファンド通信

商 号 等 : アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第324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

マネックス・日本成長株ファンド
（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）
追加型投信/国内/株式

販売用資料
2019年5月24日

1

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ザ・ファンド＠マネックスは20年目を迎えます
マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）は、2019年7月26日で設定20年目を迎えます。
当資料では当ファンド設定来の当ファンドと国内株式市場の歴史を振り返ると共に、次の20年に向け、運用チームからの熱
いメッセージをお届けします。

当ファンドと国内株式市場の歴史を振り返るトピック１

※上記はイメージであり、ファンド設定来のすべてのイベント等を表すものではありません。

当ファンド設定来の分配金再投資基準価額および純資産総額の推移

※期間：2000年7月25日（設定日前営業日）～2019年4月26日（日次）
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
※分配金再投資基準価額は、2000年7月25日を10,000円として指数化しています。

（円） （億円）

～当ファンドの運用担当者は、その時、こんなことを考えていました～

“IT関連事業”をうたいながら本業で利益を出してい
ない企業への投資は避け、企業の本質を見極める
ための調査に尽力していました。

2000年 ITバブル崩壊の頃

流行に流されず、本業で稼ぐ企業を重視
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有望市場や銘柄の見直しを行いました。この時期に
成長株の初期段階から投資できたことが後々の好パ
フォーマンスにつながっていきます。

2012年 アベノミクス相場の頃

成長初期の企業を再選別

投資先企業の経営破綻等による損失を避けると決
心し、不正行為の調査を強化しました。まじめに努
力する企業が報われる投資をしたいと考えていました。

2006年 ライブドアショックの頃

徹底的な調査で経営破綻等による損失を回避

AI社会の台頭を先取りしていたことがファンドのパ
フォーマンスに結実しました。これからも有望な「投資
テーマ」をいち早く見つけられるよう努力していきます。

2017年 半導体スーパーサイクル以降、現在まで

時代の一歩先を歩み続ける

（年/月/日）

ライブドアショック

半導体
スーパーサイクル

アベノミクス相場開始
ITバブル崩壊
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マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）

当ファンドを支えるチーム運用トピック２

運用チームより、投資家のみなさまへ
当ファンドが歩んできたこの20年は、インターネットを軸として
世界が劇的に変化した時代でした。
例えば20年前に大企業だけのものだったインターネットが、
やがて中小企業にも広がり、各家庭にまで普及しました。
そしてこれからはいわゆるCtoC（個人間商取引）の隆盛
にインターネットが一役買うことでしょう。
また、20年前にインターネットにつながっていたのはPCのみ
でしたが、その後、携帯電話・スマートフォンが登場しました。
そして「全てのもの」がインターネットにつながる時代がすぐそ
こまで来ています。
世界はこれからも面白くなり続けていくことでしょう。

１．豊富な調査対象、チーム全員でアイディアを蓄積

２．それぞれが専門性を活かすことができる、フラットな雰囲気作り

３．好きこそものの上手なれ

一般的に、中小型株の運用となると人数も限られてくるのですが、当ファンドの運用チームは7名と恵
まれており、調査対象が非常に豊富です。調査過程で出てきた新しい市場、大きな変化の芽、新た
な成長テーマなどを、ディスカッションしながら投資アイディアとして蓄積しています。

当チームのモットーである「汗をかく企業調査」は、風通しが良いチームだからこそできると思っています。
相対的に良好なパフォーマンスは、年齢に関係なく発言しやすいチームの雰囲気の賜物かもしれませ
ん。 チーム内では、経験年数にかかわらずひとりひとりが専門分野を活かしてファンドに貢献しています。

アナリスト各人の興味関心も加味しながら担当を決定しています。例えば、食べ歩きが趣味のアナリ
ストが外食セクターを担当しています。興味関心のあることのほうが熱中できますし、結果として良い
情報にたどり着ける可能性が高いと考えています。

当ファンドがこの激動の20年を乗り越えることができました
ことを、投資家のみなさまに心より御礼申し上げます。
私たち運用チームは今日も、志を共にするメンバー一丸
となって、企業調査に汗をかいています。
次の20年へ向けて、私たちは走り出しています。
日本の未来を常に先取りしていく気概をもって、これから
も運用に励みます。
今後も「ザ・ファンド＠マネックス」にどうぞご期待ください。

運用チーム一同

※上記の情報は、2019年4月23日時点のものです。

※上記見解は当資料の作成時点のものであり、予告なく変更する場合があります。
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※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また、上記見解は当資料の作成時点のものであり、予告なく変
更する場合があります。

今後、注目の高まりが期待される投資テーマトピック３

MaaSとは、自動車などの移動手段を自ら保有せずに、サービスと
して必要な時に使用料を支払い利用することを指します。カーシェ
アリングや配車サービスなどに加え、今後は自動運転車の普及とと
もに、自動運転タクシー、移動型の店舗、無人宅配などのさまざま
な事業の立ち上がりから市場は大きく拡大することが期待されます。

MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）

※上記はイメージによる例示であり、実際とは異なる場合があります。

マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）

当ファンドは、「やがて来る社会の変化」を先取りすることを常に意識しています。
そこで運用チームは、豊富な調査の中から「投資に値する」と判断した有望な投資アイデアを「投資テー
マ」と呼び、社会の変化の芽と考えて継続的に調査しています。現在の投資テーマはなんと400程度。
投資テーマの調査により、成長が期待できる銘柄をいち早く発掘することを目指しています。

当ファンドの「投資テーマ」とは何でしょうか？

2019年の注目投資テーマ

５G／IoT ヘルスケア

人工知能・ロボティクス 労働生産性の改善

例えばこんな投資テーマに注目しています！

「高速・大容量」「多数同時接続」
「超低遅延」が大きな特徴である5G
は、自動運転やIoTの普及に必要
不可欠な技術です。今後、5Gの商
用化にともなうIoTサービスの効率
化・高度化の進展が期待されます。

医療に対する需要拡大を背景に、
医療情報の活用による病気の早期
発見や、介護事業者向けの経営サ
ポートツールなど、ヘルスケアビジネス
における新たなサービスの立ち上がり
が期待されます。

AIやビッグデータの活用により、顧客
ニーズと各サービス内容等の最適
マッチングが可能となり、マーケティン
グ、金融、教育、人事などの分野で
新たなサービスの立ち上がりが期待
されます。

労働人口の減少にともなう人件費
の上昇が収益を圧迫し、日本企業
にとって生産性改善は喫緊の課題と
なるなか、業務効率化システムの活
用や無人店舗の導入などへの投資
が活発になってきており、今後の市
場拡大が期待されます。
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過去のパフォーマンストピック４

マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）

※2019年4月26日時点
※ザ・ファンド@マネックスのリターンは分配金再投資基準価額より計算しており、実際の投資家利回りとは異なります。
※各期間は、基準日から過去に遡って計算しています。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。
※東証株価指数(TOPIX)(配当込)、東証マザーズ指数(配当込)は当ファンドを理解していただくための参考として表示したものであり、 当ファンドのベンチマークではありません。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

騰落率の比較
（基準日：2019年4月26日）

ポートフォリオの状況（2019年4月末時点）トピック５

※比率はいずれもファンドの純資産総額に対する比率です。
※業種は東証33業種分類を使用。上記比率は、小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計が100％とならないことがあります。
※個別銘柄を推奨するものではありません。また、上記銘柄の当ファンドにおける将来の保有を示唆・保証するものではありません。
※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

組入上位10銘柄 業種別組入比率

（組入銘柄数：105銘柄）

順位 業種 投資テーマ 比率

1 バリューコマース サービス業 人工知能・ロボティクス 2.6%

2 ＳＨＩＦＴ 情報・通信業 労働生産性の改善 2.1%

3 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 情報・通信業 フィンテック 2.0%

4 オロ 情報・通信業 労働生産性の改善 1.8%

5 デジタルアーツ 情報・通信業 セキュリティサービス 1.8%

6 ＲＰＡホールディングス サービス業 労働生産性の改善 1.7%

7 エス・エム・エス サービス業 ヘルスケア 1.6%

8 ネットワンシステムズ 情報・通信業 セキュリティサービス 1.6%

9 ＧＭＯクラウド 情報・通信業 5G/IoT 1.5%

10 船井総研ホールディングス サービス業 中小企業の活性化 1.5%
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ファンドの特色

ファンドの投資リスク

マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）

マネックス・日本成長株ファンドは、主として、わが国の企業の中から、インターネットビジネスの普及・拡大により、高い利益成長が期
待できる企業の株式を中心に積極的に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
１．主として、わが国の株式の中から、下記に該当する“インターネット関連企業の株式”を中心に投資を行います。
●インターネットの各種インフラを構築する企業
（インターネットの普及・拡大により、直接的に恩恵を受ける企業）
●インターネットをビジネスのインフラとして活用する企業
（インターネットをビジネスに活用することで、事業の発展、高い利益成長が期待できる企業）
２．「ファンドに組み入れるひとつひとつの銘柄の選択」を重視した運用を行います。
◆個別企業調査や産業調査など広範かつ精緻なファンダメンタルズ分析に基づき個別企業の投資価値判断を行い、投資魅力が高い
と判断される銘柄を厳選し投資します。

◆純資産総額の30％の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。
＊わが国の企業を評価するために、わが国の企業と海外の企業との国境を越えた横断的な比較を必要に応じて行います。こうした個
別銘柄の比較・分析・評価の過程の中で、国内企業に比べ投資魅力が大きいと判断される海外企業（原則として、わが国におい
て事業を展開している企業に限ります。）を見出した場合には、海外の株式にも投資することがあります。

＊外貨建資産への投資にあたっては、機動的な為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減に努めます。
◆株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま
す。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま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、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企
業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式の組
入比率を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドは、インターネット関連
企業の株式を中心に投資を行うため、当ファンドの基準価額の値動きは、株式市場全体の値動きに対して、大きく乖離する場合があり
ます。
為替変動リスク
当ファンドが行う外貨建資産への投資のうち、為替ヘッジが行われていない部分において、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高
となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「流動性リスク」、「信用リスク」などがあります。

収益分配金に関する留意事項
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当
分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があり
ます。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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率を示すものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。
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お申込みメモ
※ご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。

販売会社までお問い合わせください。
（当初元本１口＝１円）

換金単位 １口単位

換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を
控除した価額

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の
お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購
入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間 無期限（2000年7月26日設定）

課税関係 当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上
がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制
度「ジュニアNISA」の適用対象です。

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更とな
ることがあります。

下記手数料等の合計額等については、購入金額や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。詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧く
ださい。

●ご購入時

購入・換金申込受付の
中止および取消し

購入時手数料

●ご換金時

換金時手数料

●保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運用管理費用
（信託報酬）

お客さまにご負担いただく手数料等について

その他の
費用・手数料

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下
の費用等を信託財産からご負担いただきます。
･組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
･信託事務の処理に要する諸費用
･外国で資産の保管等に要する費用
･監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等
監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終
了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費
用等はその都度ファンドから支払われます。
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件
等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示
すことができません。

購入価額

ありません。

購入単位

購入申込受付日の基準価額
（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請
求に制限を設ける場合があります。

繰上償還 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、
信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）する
ことがあります。
･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。
･やむを得ない事情が発生したとき。
･信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口
を下回ることとなるとき。

決算日 毎年7月25日(休業日の場合には翌営業日)

収益分配 年１回の毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配
を行います。
※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投
資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか
一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社
までお問い合わせください。

ファンドの日々の純資産総額に対して
年率1.5876％＊（税抜1.47％）
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、
毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のときファンドから支払われます。

換金代金
原則として換金申込受付日から起算して4営業日目から
お支払いします。

支払先 内訳(税抜) 主な役務

委託会社 年率
0.70%

信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
成、基準価額の算出等の対価

販売会社 年率
0.70%

購入後の情報提供、交付運用報告書等各種
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 年率
0.07%

運用財産の保管・管理、委託会社からの運用
指図の実行等の対価

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、換金時にご負担いただきます。

*税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

マネックス・日本成長株ファンド（愛称：ザ・ファンド＠マネックス）

購入代金 購入申込受付日から起算して４営業日目までにお支払
いください。
※なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日
以前に購入代金をお支払いいただく場合があります。

申込締切時間
原則として営業日の午後３時までに販売会社が受付け
たものを当日分のお申込みとします。

ありません。

当ファンドは、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2019」において投資信託部門
および投資信託10年部門で“優秀ファンド賞” を受賞いたしました。

「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。
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投資信託ご購入の注意
投資信託は、
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入

していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当資料のお取扱いについてのご注意
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
●お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
●当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係
る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさま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みなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証
するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
●当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

商 号 等 ： 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

加入協会 ： 日本証券業協会
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

商 号 等 ： アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324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

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは ■設定・運用は

■受託会社 みずほ信託銀行株式会社
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【当資料で使用している指数について】
東証株価指数(TOPIX)、および東証マザーズ指数は、（株）東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、本商品は、東証等により提供、保証または販
売されるものではなく、東証等は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

「R&I ファンド大賞」について
「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2019 投資信託10年部門」の選考は2014、2019年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および
2019年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2019年3月末における10年間
の定量評価によるランキングに基づいています。
「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2018 投資信託10年部門」の選考は2013、2018年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および
2018年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2018年3月末における10年間
の定量評価によるランキングに基づいています。
「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2019 投資信託部門」の選考は2017、2018、2019年それぞれの3月末における１年間の運用実績データを用いた定量評価がい
ずれも上位75％に入っているファンドに関して、2019年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいています。
「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2018 投資信託部門」の選考は2016、2017、2018年それぞれの3月末における１年間の運用実績データを用いた定量評価がい
ずれも上位75％に入っているファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいています。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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