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2020 年 3 月 10 日 

投資家の皆さまへ 

アムンディ・ジャパン株式会社 

弊社ファンドの基準価額下落について 

新型コロナウイルスへの感染が世界各地に拡大しており、感染者数は急増しています。イタリア

は北部を封鎖し、米国でもカリフォルニア州などに続き、ニューヨーク州でも非常事態宣言を出しま

した。主要中央銀行は金融緩和で景気面の打撃を和らげようとしていますが、ヒトやモノの動きへ

の制約は一段と強まっており、深刻な影響が出始めています。また、サウジアラビアなどを中心と

する OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟国が 3 月 6 日に開いた会合では、減産強化案を

ロシアが拒否しました。これを受けてサウジアラビアは市場シェア維持のために値下げと増産を示

唆しました。3 月 8 日のアラブ株式市場は大幅下落、また、原油先物価格は 9 日のアジア時間の取

引で急落しました。金融市場全体のリスクが高まる中、9 日の日本株式市場でも日経平均株価の

終値が前週末比 1,050 円 99 銭安の 19,698 円 76 銭と 20,000 円割れとなり、為替市場では急速な

円高が進みました。 

このような状況を受け、以下の弊社ファンドの基準価額（3 月 9 日）は前日比 5％以上の下落とな

りました。 

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 
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基準価額および前日比騰落幅・騰落率 （2020 年 3 月 9 日現在）

ファンド名 
基準価額

（円） 

騰落幅 

（円） 

騰落率 

（％） 

アムンディ・アラブ株式ファンド 7,512 -850  -10.17 

アムンディ・中東株式ファンド 6,873 -774  -10.12 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） 

＜年２回決算型＞ 
11,511 -1,277  -9.99 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） 5,072 -566  -9.92 

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド 8,777 -877  -9.08 

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） 3,187 -262  -7.40 

アムンディ・次世代教育関連ファンド（愛称：みらいエデュケーション） 9,399 -722  -7.13 

アムンディ・インドネシア・ファンド（愛称：ガルーダ） 7,307 -561  -7.13 

アムンディ・りそなアセアン・ファンド（愛称：メコン） 6,924 -488  -6.58 

りそな・小型株ファンド 9,947 -689  -6.48 

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型） 

（愛称：グローバル・ドリーム） 
7,368 -492  -6.26 

たんぎん世界好配当株式ファンド （毎月分配型） 

（愛称：ワールド・ドリーム） 
7,336 -489  -6.25 

アムンディ・りそなインド・ファンド（愛称：マハラジャ） 8,933 -591  -6.21 

アムンディ・中国株ファンド（愛称：悟空） 23,011 -1,450  -5.93 

アムンディ・チャインドネシア株投信 16,573 -1,005  -5.72 

りそな・ＴＯＰＩＸオープン 14,974 -892  -5.62 

りそな・JPX 日経 400 オープン 11,651 -688  -5.58 

日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース） 13,996 -819  -5.53 

日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース） 8,897 -517  -5.49 

ＳＭＢＣ・アムンディ クライメート・アクション 9,196 -532  -5.47 

りそな・バリュー＆グロース 10,075 -573  -5.38 

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回決算型 

（愛称：ロイヤルギフト） 
11,016 -624  -5.36 

日興ターゲット・ジャパン・ファンド 19,455 -1,100  -5.35 

ワールド・バリュー・アロケーション B コース（為替ヘッジなし） 16,427 -925  -5.33 

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド 35,241 -1,981  -5.32 

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 
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ファンド名 
基準価額

（円） 

騰落幅 

（円） 

騰落率 

（％） 

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 

（愛称：ロイヤルギフト） 
9,022 -504  -5.29 

ワールド・バリュー・アロケーション B コース（為替ヘッジなし） 

（野村 SMA・EW 向け） 
9,547 -533  -5.29 

りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型） 

（愛称：R のチカラ・オープン） 
8,545 -475  -5.27 

アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド（愛称：ティアラ） 9,308 -517  -5.26 

りそな・日経２２５オープン 12,807 -692  -5.13 

アムンディ・日経平均オープン 21,786 -1,177  -5.13 

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド 

（限定追加型・繰上償還条項付） 
9,486 -511  -5.11 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） 

＜年２回決算型＞ 
10,480 -561  -5.08 

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション D コース 

（毎月決算型、為替ヘッジなし） 
8,128 -434  -5.07 

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） 

＜年２回決算型＞ 
8,543 -454  -5.05 

日興アムンディ日本政策関連株式ファンド 10,276 -544  -5.03 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） 

＜年２回決算型＞ 
10,090 -533  -5.02 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） 5,515 -294  -5.00 

分配金をお支払いしたファンドについて 

※基準価額は、分配金落ち後の基準価額を表示しています。騰落率・騰落幅については、分配金

を加算した基準価額を用いて計算した数値を表示しています。 

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。 
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アムンディ・ジャパン株式会社 

                          金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第350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、日本証券業協会 

        一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】 

当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社（以下、弊社）が投資家の皆さまに情報提供を行う目的で作

成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。当資料は法令に基づく開示資料

ではありません。当資料の作成にあたり、弊社は情報の正確性等について細心の注意を払っておりま

すが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載した弊社の見通し、予測、予

想、意見等（以下、見通し等）は、当資料作成日現在のものであり、今後予告なしに変更されることがあ

ります。また当資料に記載した弊社の見通し等は将来の景気や株価等の動きを保証するものではあり

ません。 

＜R2003038＞ 

当資料に関してご留意いただきたい事項 

投資信託に係るリスクについて 

投資信託は、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。当該資産の市

場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、投

資元金を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。また、

投資信託は預貯金とは異なります。 

また、投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対

象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。お申込みの際は投資信託説明書（交

付目論見書）・契約締結前交付書面をよくご覧ください。 

投資信託に係る費用について 

投資信託では、一般的に次の手数料・費用をご負担いただきます。その料率は投資信託によっ

て異なります。さらに、下記以外の手数料・費用をご負担いただく場合、一部の手数料・費用をご負

担いただかない場合もあります。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）・契約締結前交付書面

をご覧ください。または、販売会社へお問い合わせください（カッコ内には、アムンディ・ジャパン株

式会社が設定・運用する公募投資信託のうち、最も高い料率を記載しています。）。 

投資信託の購入時：購入時手数料〔最高料率３.８５％（税込）〕 

投資信託の換金時：信託財産留保額〔最高料率０.３％〕 

投資信託の保有時：運用管理費用（信託報酬）〔実質最高料率２.２５４％（税込）〕、監査費用 

運用管理費用（信託報酬）、監査費用は、信託財産の中から日々控除され、間接的に投資者の

負担となります。その他に有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財

産における租税費用等を間接的にご負担いただきます。また、他の投資信託へ投資する投資信託

の場合には、当該投資信託において上記の手数料・費用が掛かることがあります。 

*上記の費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。 

＜ご注意＞ 

上記に記載しているリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。投資

信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、お申込みの際には、事前

に投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 



皆様の投資判断に関する留意事項 
【投資信託のリスク】 
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、 
基準価額は変動します。従って、投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。 

【留意事項】 
・   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。 
・   投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融 
機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・   投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金 
額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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を超えて支払われる場合 
があるため、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。また、投資者の購入 
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。 

【お客様にご負担いただく費用】 
■お客様が購入時に直接的に負担する費用 
購入時 手数料 ：  購入価額 × 購入口数 × 上限  3.85％（税抜 3.5％） 

■お客様が換金時に直接的に負担する費用 
換金時 手数料 ：  公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜  100 円） ※その他の投資信託にはありません 
信託財産留保額： 換金時に適用される基準価額 × 0.5％以内 
※T&D「J ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ限定追加型 1402」(当初申込時無手数料)についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0％～
0.5％( 2021年６月１日以降は無料 )をご負担いただきます。  

■お客様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）の実質的な負担： 純資産総額×実質上限年率 2.618％（税抜 2 . 3 8％） 
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいい
ます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。 
その他の費用 
※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理
に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信

託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用･手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上
限額等を示すことはできません。 

●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその 
上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。 

●上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、販売会社である香川 
証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別 
の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見 
書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
 【香川証券株式会社】 

商 号 等 香川証券株式会社 
  登   録 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3号 

加 入 協 会 日本証券業協会 


