
 
 

 

  当資料は参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。投資勧誘を目的とした資料ではありません。当資料は市場

全般の推奨や証券市場等の動向の上昇または下落を示唆するものではありません。当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、

事前の連絡なしに変更されることがあります。当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありま

せん。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社より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。 
1/6 

                                                                                                                             
  

【ご参考資料】 

 
 

U 
3 月 9 日の弊社ファンドの基準価額下落について 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2020 年 3 月 9 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。 

以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。 

 

１．2020 年 3 月 9 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託 

ファンド名 基準価額 前日比
前日比

騰落率

野村サービス関連株ファンド（米ドルコース） 7,744円 -817円 -9.5%

ロボ・ジャパン（米ドル投資型） 10,997円 -1,061円 -8.8%

野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型） 8,001円 -764円 -8.7%

日本新興成長企業株ファンド 7,615円 -720円 -8.6%

野村アフリカ株投資 8,114円 -716円 -8.1%

（早期償還条項付）野村ハイベータ日本株1903 8,191円 -722円 -8.1%

野村リアルグロース・オープン 15,774円 -1,378円 -8.0%

米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし 5,135円 -441円 -7.9%

オーロラⅡ（東欧投資ファンド） 17,038円 -1,451円 -7.8%

米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース（為替ヘッジなし） 3,841円 -327円 -7.8%

ミリオン（ジャパン ドリーム ポートフォリオ） 76,093円 -6,325円 -7.7%

野村ジャパンドリーム（野村SMA・EW向け） 17,691円 -1,464円 -7.6%

野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資） 9,225円 -760円 -7.6%

日本低位株ファンド 12,935円 -1,022円 -7.3%

野村新興国消費関連株投信 9,778円 -757円 -7.2%

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） 13,309円 -1,012円 -7.1%

野村日本割安低位株オープン 6,762円 -511円 -7.0%

（早期償還条項付）野村日本割安低位株投信1802 6,791円 -510円 -7.0%

J-REITバリューファンド　年2回決算型 10,510円 -787円 -7.0%

野村インデックスファンド・新興国株式 13,054円 -977円 -7.0%

J-REITバリューファンド　毎月分配型 10,741円 -803円 -7.0%

野村J-REITファンド（野村SMA向け） 18,416円 -1,376円 -7.0%

J-REITオープン（資産成長型） 17,523円 -1,307円 -6.9%

野村Jリートファンド 16,561円 -1,235円 -6.9%

J-REITオープン（年4回決算型） 18,550円 -1,381円 -6.9%

J-REITオープン（毎月決算型） 14,135円 -1,051円 -6.9%

野村SNS関連株投資 Bコース 18,336円 -1,319円 -6.7%

ノムラ THE NIPPON 11,705円 -836円 -6.7%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス） 11,192円 -799円 -6.7%

野村サービス関連株ファンド 12,456円 -883円 -6.6%

野村グローバルAI関連株式ファンド　Bコース 12,271円 -862円 -6.6%

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 7,994円 -559円 -6.5%

野村クラウドコンピューティング＆スマートグリッド関連株投信 Bコース 19,086円 -1,328円 -6.5%

野村インド株投資 22,425円 -1,539円 -6.4%

野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け） 12,585円 -862円 -6.4%

野村インデックスファンド・J－REIT 27,050円 -1,851円 -6.4%

米国エネルギー革命関連ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり 4,632円 -316円 -6.4%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス） 13,133円 -895円 -6.4%  

2020 年 3 月 10 日 
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野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型 19,319円 -1,316円 -6.4%

野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 9,203円 -626円 -6.4%

野村グローバル・コントラリアン・ファンド　Bコース 11,504円 -782円 -6.4%

野村未来トレンド発見ファンド　Bコース（為替ヘッジなし） 12,560円 -852円 -6.4%

小型ブルーチップオープン 10,412円 -706円 -6.4%

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） 3,278円 -222円 -6.3%

野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型 11,463円 -776円 -6.3%

フューチャートレンド世界株 9,537円 -644円 -6.3%

野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,543円 -644円 -6.3%

野村日本不動産投信 7,061円 -475円 -6.3%

野村未来トレンド発見ファンド　Dコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 8,528円 -573円 -6.3%

野村セレクト・オポチュニティ（野村SMA・EW向け） 11,245円 -755円 -6.3%

野村アジアREITファンド（毎月分配型） 17,014円 -1,142円 -6.3%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス） 17,643円 -1,168円 -6.2%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス） 14,888円 -984円 -6.2%

野村日本小型株セレクト（野村SMA・EW向け） 8,393円 -551円 -6.2%

ノムラ日本株戦略ファンド 8,419円 -552円 -6.2%

ストラテジック・バリュー・オープン 15,681円 -1,028円 -6.2%

ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA・EW向け） 9,383円 -615円 -6.2%

ジャパン・ストラテジック・バリュー 9,673円 -634円 -6.2%

野村バリュー・フォーカス・ジャパン 11,479円 -752円 -6.1%

ストラテジック・バリュー・オープン（野村SMA向け） 19,060円 -1,248円 -6.1%

野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） 33,375円 -2,184円 -6.1%

アジア好配当株投信 9,937円 -650円 -6.1%

ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA向け） 13,377円 -875円 -6.1%

ノムラ日本株戦略ファンド（野村SMA・EW向け） 9,667円 -629円 -6.1%

情報エレクトロニクスファンド 14,646円 -950円 -6.1%

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース（野村SMA・EW向け） 11,579円 -751円 -6.1%

野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一任口座向け） 9,648円 -622円 -6.1%

野村つみたて外国株投信 10,084円 -650円 -6.1%

野村アジアブランド株式　Bコース 10,009円 -638円 -6.0%

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 11,426円 -725円 -6.0%

野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型 13,946円 -884円 -6.0%

ノムラ日米REITファンド（毎月分配型） 8,892円 -563円 -6.0%

関西応援ファンド 10,056円 -636円 -5.9%

野村アクア投資 Bコース 12,752円 -804円 -5.9%

野村外国株インデックス　Bコース（野村SMA・EW向け） 11,645円 -734円 -5.9%

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型 11,793円 -743円 -5.9%

野村インデックスファンド・外国株式 25,828円 -1,627円 -5.9%

野村外国株インデックス　Bコース（野村投資一任口座向け） 16,100円 -1,014円 -5.9%

野村外国株式インデックスファンド 29,126円 -1,834円 -5.9%

米国NASDAQオープン　Bコース 15,011円 -939円 -5.9%

野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 7,547円 -472円 -5.9%

野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型 15,298円 -955円 -5.9%

ロボ・ジャパン（円投資型） 11,558円 -715円 -5.8%

オーロラⅡ（トルコ投資ファンド） 8,037円 -496円 -5.8%

世界好配当株投信（毎月分配型） 8,692円 -536円 -5.8%

世界好配当株投信（年4回決算型） 11,796円 -727円 -5.8%

世界好配当株投信（野村SMA向け） 19,223円 -1,183円 -5.8%

世界好配当株投信（野村SMA・EW向け） 10,879円 -669円 -5.8%  
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グローバルREITオープン（資産成長型） 12,241円 -752円 -5.8%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス） 12,242円 -752円 -5.8%

グローバルREITオープン 4,701円 -288円 -5.8%

野村RAFI®日本株投信 9,876円 -604円 -5.8%

日本好配当株投信 10,228円 -625円 -5.8%

日本企業価値向上ファンド（限定追加型） 9,429円 -576円 -5.8%

好配当日本株式 オープン 9,480円 -579円 -5.8%

野村世界不動産投信（毎月分配型） 5,658円 -345円 -5.7%

野村世界REITファンドBコース（野村SMA向け） 20,868円 -1,268円 -5.7%

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 7,921円 -481円 -5.7%

リサーチ・アクティブ・オープン 10,568円 -641円 -5.7%

野村日本企業価値向上オープン（円投資型） 8,973円 -544円 -5.7%

リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA向け） 11,233円 -681円 -5.7%

野村世界REITファンド　Bコース（野村SMA・EW向け） 10,422円 -631円 -5.7%

野村グローバルSRI 100 18,500円 -1,116円 -5.7%

リサーチ・アクティブ・オープン（野村SMA・EW向け） 10,276円 -618円 -5.7%

ノムラ・ザ・セレクト（野村SMA・EW向け） 12,171円 -731円 -5.7%

野村世界REITインデックス　Bコース（野村投資一任口座向け） 10,345円 -621円 -5.7%

野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け） 10,484円 -629円 -5.7%

野村インデックスファンド・TOPIX 18,689円 -1,111円 -5.6%

トピックス・インデックス・オープン 6,175円 -367円 -5.6%

野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 11,829円 -703円 -5.6%

野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け） 9,998円 -594円 -5.6%

ノムラ・ジャパン・オープン 8,492円 -503円 -5.6%

野村インデックスファンド・外国REIT 25,005円 -1,481円 -5.6%

ノムラ・ジャパン・オープン（野村SMA向け） 9,662円 -572円 -5.6%

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 12,272円 -725円 -5.6%

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 24,251円 -1,428円 -5.6%

JPX日経400ファンド 11,839円 -696円 -5.6%

野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型 8,900円 -523円 -5.6%

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT 11,215円 -659円 -5.5%

野村インデックスファンド・JPX日経400 12,448円 -731円 -5.5%

野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 5,611円 -329円 -5.5%

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 23,522円 -1,368円 -5.5%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型 17,338円 -998円 -5.4%

グローバル・バリュー・オープン 13,809円 -794円 -5.4%

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 6,573円 -377円 -5.4%

野村日本スマートシティ株投資 13,180円 -752円 -5.4%

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド（為替ヘッジなし） 9,585円 -545円 -5.4%

積立て株式ファンド 299円 -17円 -5.4%

野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 11,364円 -646円 -5.4%

野村米国好利回り社債投信 Bコース 18,429円 -1,041円 -5.3%

野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 4,639円 -261円 -5.3%

野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型 16,117円 -904円 -5.3%

野村米国好利回り社債投信 Dコース 8,692円 -486円 -5.3%

野村米国ハイ・イールド・ファンド（年1回決算型） 11,975円 -668円 -5.3%

高利回り社債オープン（年1回決算型） 12,875円 -717円 -5.3%

野村インデックスファンド・海外５資産バランス 13,596円 -757円 -5.3%

野村米国ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） 7,465円 -414円 -5.3%

高利回り社債オープン（毎月分配型） 5,449円 -302円 -5.3%  
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野村継続増配日本株 11,611円 -643円 -5.2%

野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型 16,475円 -911円 -5.2%

スーパー トレンド オープン 5,376円 -297円 -5.2%

野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 6,655円 -367円 -5.2%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス） 12,518円 -690円 -5.2%

米国バリュー・ストラテジー・ファンド　Bコース 11,478円 -632円 -5.2%

野村インデックスファンド・新興国債券 12,158円 -669円 -5.2%

米国バリュー・ストラテジー・ファンド　Bコース（野村SMA・EW向け） 9,700円 -531円 -5.2%

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型 15,225円 -831円 -5.2%

ハイ・イールド ボンド オープン　Bコース（野村SMA向け） 19,070円 -1,040円 -5.2%

ハイ・イールド ボンド オープン　Bコース 6,934円 -378円 -5.2%

ハイ・イールド ボンド オープン　Dコース 7,782円 -423円 -5.2%

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 7,696円 -418円 -5.2%

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 10,556円 -573円 -5.1%

ハイ・イールド ボンド オープン Bコース（野村SMA・EW向け） 10,318円 -560円 -5.1%

野村日本最高益更新企業ファンド 8,510円 -460円 -5.1%

ミリオン（インデックスポートフォリオ） 6,865円 -371円 -5.1%

野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型 19,522円 -1,054円 -5.1%

野村時間分散投資「日経225・国内債券」（限定追加型） 11,577円 -625円 -5.1%

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド　Bコース 13,136円 -709円 -5.1%

野村日経225インデックス（野村SMA・EW向け） 8,428円 -454円 -5.1%

野村インデックスファンド・日経225 22,293円 -1,200円 -5.1%

野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 4,776円 -257円 -5.1%

野村つみたて日本株投信 10,073円 -542円 -5.1%

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 12,226円 -656円 -5.1%

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村SMA向け） 12,712円 -681円 -5.1%

株式インデックス 225 7,156円 -383円 -5.1%

バリューハント日本株 8,179円 -437円 -5.1%

世界フード関連株式オープン 9,584円 -512円 -5.1%

ジャパン・アクティブ・グロース（分配型） 10,853円 -576円 -5.0%

ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型） 12,926円 -685円 -5.0%

アジア・リートオープン（毎月決算型） 14,135円 -749円 -5.0%

野村資産設計ファンド2060 9,192円 -487円 -5.0%

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け） 9,389円 -496円 -5.0%

京都・滋賀インデックス ファンド 14,618円 -772円 -5.0%

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 11,583円 -611円 -5.0%

米国株式配当貴族（年4回決算型） 9,501円 -501円 -5.0%

北陸・北海道インデックス ファンド 10,678円 -563円 -5.0%  

 

 

 

 

 

 

 

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。 

・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。 

・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。 

・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。 
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せん。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込いただくにあたっては、販売会社より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。 
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２．主な市場動向について 

＜市場環境＞  

3月4日 3月5日 3月6日 3月9日
4日から5日
の騰落率

5日から6日
の騰落率

6日から9日
の騰落率

日経平均株価 21,100.06 21,329.12 20,749.75 19,698.76 1.1% -2.7% -5.1%

NYダウ工業株30種 27,090.86 26,121.28 25,864.78 23,851.02 -3.6% -1.0% -7.8%

MSCIコクサイ・インデックス 2,294.28 2,234.92 2,190.31 2,025.25 -2.6% -2.0% -7.5%

MSCIエマージング・インデックス 1,037.81 1,039.34 1,012.08 947.92 0.1% -2.6% -6.3%

FTSE NAREIT 全REIT インデックス 235.27 229.97 226.27 208.78 -2.3% -1.6% -7.7%

東証REIT指数 2,059.18 2,107.14 2,043.04 1,912.30 2.3% -3.0% -6.4%

原油先物（WTI、中心限月） 46.78 45.90 41.28 31.13 -1.9% -10.1% -24.6%
（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成

為替
（対円レート、投資信託協会）

3月4日 3月5日 3月6日 3月9日
4日から5日
の騰落率

5日から6日
の騰落率

6日から9日
の騰落率

米ドル（円/米ドル） 107.36 107.53 106.25 102.01 0.2% -1.2% -4.0%

ユーロ（円／ユーロ） 119.93 119.72 119.07 115.85 -0.2% -0.5% -2.7%

ブラジルレアル（円／ブラ ジルレアル） 23.81 23.48 23.01 22.05 -1.4% -2.0% -4.2%

南アフリカランド（円／南アフリカ ラ ンド） 6.97 7.04 6.81 6.36 1.0% -3.3% -6.6%

メキシコペソ（円／メキシコペソ） 5.53 5.50 5.36 4.87 -0.5% -2.5% -9.1%  

 

新型コロナウイルスの感染拡大で、世界的に景気悪化懸念が強まっています。日本では昨年 10-12 月期の

実質 GDP（国内総生産）が、消費税増税や自然災害などの影響で大幅なマイナス成長となりました。1-3 月期

は感染拡大の中で、2 四半期連続で実質 GDP がマイナス成長となる懸念が高まっています。このように景気悪

化の兆しが強くなってきたことが株式などのリスク資産の価格下落につながりました。為替市場では、投資家の

リスク回避姿勢が高まって安全資産とされる円が買われ、他通貨が円に対して下落しました。また、OPEC（石

油輸出国機構）とロシアの協調減産交渉が不調に終わって原油価格が急落したことや、世界景気鈍化懸念に

よる資源価格の全般的下落が、一部新興国の株式や通貨の下落をもたらしたようです。 

                                                               以上
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商号：野村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 373 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 

【野村アセットマネジメントからのお知らせ】

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし
投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や
為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。
したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがありま
す。なお、投資信託は預貯金と異なります。また、投資信託は、個別の投資信託
毎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ので、ご投資に当たっては投資信託説明書
（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

■投資信託に係る費用について                         2020 年 3 月現在 

 
ご購入時手数料 

《 上限 3.85 ％（税込み） 》 

投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売 
会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信 
託の販売会社に確認する必要があります。 
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかか 
る場合もあります。 

運用管理費用（信託報酬） 
《 上限 2.222 ％（税込み） 》 

投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社 
は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管･管理の費用として、 
販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用 
等として、それぞれ按分して受け取ります。 
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があ 
ります。 
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投 
資信託証券の信託報酬等が別途かかります。 

信託財産留保額 
《 上限 0.5 ％ 》 

投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって 
信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられて 
います。 

その他の費用 
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、 
「ファンドに関する租税」、「監査費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費 
用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。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ができません。 

上記の費用の合計額については、投資家の皆様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。 

投資信託のお申込みにあたっては、販売会社より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、 
ご自身でご判断下さい。 

《 ご注意 》 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、野村ア 
セットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、それぞれの費用における最高の料 
率を記載しております。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、ご投資をされる際には、事前 
によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。 



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 


