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U 
3 月 10 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 10 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 10 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 

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 3,693円 -1,442円 -28.1% 

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） 2,776円 -1,065円 -27.7% 

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 3,528円 -1,104円 -23.8% 

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） 2,505円 -773円 -23.6% 

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 9,761円 -2,032円 -17.2% 

野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 6,579円 -1,369円 -17.2% 

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 9,524円 -1,939円 -16.9% 

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 7,934円 -1,609円 -16.9% 

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 7,453円 -1,447円 -16.3% 

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 4,699円 -912円 -16.3% 

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 14,565円 -2,773円 -16.0% 

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 5,527円 -1,046円 -15.9% 

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 9,722円 -1,704円 -14.9% 

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 11,869円 -2,077円 -14.9% 

野村北米 REIT投信（メキシコペソコース）年 2回決算型 9,939円 -1,718円 -14.7% 

野村北米 REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型 7,744円 -1,333円 -14.7% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年 2回決算型 13,957円 -2,269円 -14.0% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 3,673円 -594円 -13.9% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年 2回決算型 16,015円 -2,572円 -13.8% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 6,299円 -1,008円 -13.8% 

野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 8,741円 -1,363円 -13.5% 

野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年 2回決算型 9,252円 -1,441円 -13.5% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年 2回決算型 20,037円 -3,015円 -13.1% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 7,860円 -1,178円 -13.0% 

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 6,571円 -976円 -12.9% 

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 13,323円 -1,975円 -12.9% 

野村北米 REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 6,248円 -916円 -12.8% 

野村北米 REIT投信（南アフリカランドコース）年 2回決算型 16,959円 -2,472円 -12.7% 

野村北米 REIT投信（ブラジルレアルコース）年 2回決算型 16,776円 -2,350円 -12.3% 
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 野村北米 REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 4,221円 -591円 -12.3% 

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 16,961円 -2,358円 -12.2% 

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 8,081円 -1,122円 -12.2% 

野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資） 8,104円 -1,121円 -12.2% 

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 14,213円 -1,904円 -11.8% 

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 4,092円 -547円 -11.8% 

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 4,691円 -592円 -11.2% 

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年 2回決算型 13,968円 -1,762円 -11.2% 

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 13,522円 -1,703円 -11.2% 

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 11,528円 -1,451円 -11.2% 

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年 2回決算型 18,409円 -2,315円 -11.2% 

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 17,347円 -2,175円 -11.1% 

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 6,839円 -857円 -11.1% 

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 4,246円 -530円 -11.1% 

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 14,655円 -1,820円 -11.0% 

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 5,923円 -732円 -11.0% 

ノムラ THE USA Bコース 14,871円 -1,795円 -10.8% 

オーロラⅡ（東欧投資ファンド） 15,213円 -1,825円 -10.7% 

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 11,814円 -1,409円 -10.7% 

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年 2回決算型 27,408円 -3,267円 -10.7% 

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年 2回決算型 20,203円 -2,322円 -10.3% 

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 9,727円 -1,113円 -10.3% 

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年 2回決算型 20,625円 -2,337円 -10.2% 

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 13,347円 -1,509円 -10.2% 

野村グローバル REITプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 5,941円 -661円 -10.0% 

野村グローバル REITプレミアム（通貨セレクトコース）年 2回決算型 14,062円 -1,560円 -10.0% 

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 4,760円 -524円 -9.9% 

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年 2回決算型 12,943円 -1,422円 -9.9% 

野村北米 REIT投信（豪ドルコース）年 2回決算型 20,094円 -2,198円 -9.9% 

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年 2回決算型 12,894円 -1,409円 -9.9% 

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 3,185円 -348円 -9.8% 

野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 8,521円 -931円 -9.8% 

野村北米 REIT投信（米ドルコース）年 2回決算型 12,662円 -1,382円 -9.8% 

野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年 2回決算型 9,057円 -986円 -9.8% 

野村北米 REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型 7,024円 -763円 -9.8% 

野村北米 REIT投信（米ドルコース）毎月分配型 12,160円 -1,320円 -9.8% 

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年 2回決算型 16,306円 -1,762円 -9.8% 

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 15,472円 -1,665円 -9.7% 

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 13,654円 -1,468円 -9.7% 

野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年 2回決算型 16,846円 -1,808円 -9.7% 
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 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年 2回決算型 14,913円 -1,556円 -9.4% 

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 10,608円 -1,106円 -9.4% 

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年 2回決算型 11,949円 -1,237円 -9.4% 

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 11,403円 -1,175円 -9.3% 

野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 7,998円 -818円 -9.3% 

野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年 2回決算型 12,221円 -1,249円 -9.3% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年 2回決算型 9,139円 -930円 -9.2% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 5,923円 -602円 -9.2% 

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年 2回決算型 19,019円 -1,929円 -9.2% 

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 6,964円 -705円 -9.2% 

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年 2回決算型 18,053円 -1,806円 -9.1% 

野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 12,807円 -1,281円 -9.1% 

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 5,837円 -583円 -9.1% 

野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年 2回決算型 9,335円 -932円 -9.1% 

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 10,364円 -1,024円 -9.0% 

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年 2回決算型 11,586円 -1,143円 -9.0% 

グローバル・ストック Bコース 10,680円 -1,044円 -8.9% 

グローバル・ストック Dコース 8,505円 -831円 -8.9% 

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース（野村 SMA・EW向け） 10,051円 -957円 -8.7% 

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 6,999円 -654円 -8.5% 

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年 2回決算型 10,293円 -958円 -8.5% 

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 13,397円 -1,242円 -8.5% 

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年 2回決算型 16,452円 -1,525円 -8.5% 

野村 PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 5,514円 -510円 -8.5% 

野村グローバルボンド投信 Fコース 5,273円 -487円 -8.5% 

野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 2,365円 -218円 -8.4% 

野村グローバルボンド投信 Eコース 8,376円 -772円 -8.4% 

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年 2回決算型 15,275円 -1,398円 -8.4% 

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 5,564円 -509円 -8.4% 

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 14,575円 -1,315円 -8.3% 

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年 2回決算型 15,282円 -1,377円 -8.3% 

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） 12,246円 -1,063円 -8.0% 

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） 10,659円 -920円 -7.9% 

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス） 11,534円 -984円 -7.9% 

タイ投資ファンド 5,392円 -458円 -7.8% 

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年 2回決算型 19,958円 -1,683円 -7.8% 

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 8,664円 -730円 -7.8% 

ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 10,672円 -898円 -7.8% 

ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村 SMA向け） 9,119円 -767円 -7.8% 

ノムラ新興国株ファンズ Bコース（野村 SMA・EW向け） 9,289円 -777円 -7.7% 
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 野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年 2回決算型 17,820円 -1,460円 -7.6% 

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 8,887円 -726円 -7.6% 

野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 9,602円 -780円 -7.5% 

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス） 10,369円 -823円 -7.4% 

野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け） 9,801円 -776円 -7.3% 

野村外国株インデックス Aコース（野村 SMA・EW向け） 11,876円 -940円 -7.3% 

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 15,465円 -1,224円 -7.3% 

野村 PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 3,522円 -278円 -7.3% 

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 3,327円 -260円 -7.2% 

ノムラ THE USA Aコース 13,086円 -1,022円 -7.2% 

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス） 12,182円 -951円 -7.2% 

野村 PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年 2回決算型 15,119円 -1,180円 -7.2% 

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年 2回決算型 13,340円 -1,040円 -7.2% 

ノムラ THE EUROPE Bコース 13,523円 -1,046円 -7.2% 

野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け） 9,613円 -735円 -7.1% 

野村 PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 4,600円 -346円 -7.0% 

野村 PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年 2回決算型 16,445円 -1,221円 -6.9% 

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス） 11,397円 -845円 -6.9% 

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年 2回決算型 12,511円 -926円 -6.9% 

野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 4,145円 -304円 -6.8% 

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 12,845円 -941円 -6.8% 

野村アジアハイ･イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 5,749円 -421円 -6.8% 

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 5,389円 -394円 -6.8% 

野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年 2回決算型 18,518円 -1,352円 -6.8% 

野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年 2回決算型 16,674円 -1,212円 -6.8% 

野村アジアハイ･イールド債券投信（通貨セレクトコース）年 2回決算型 13,924円 -1,012円 -6.8% 

野村 PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年 2回決算型 18,341円 -1,333円 -6.8% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年 2回決算型 23,652円 -1,713円 -6.8% 

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 Aコース 15,122円 -1,094円 -6.7% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 3,735円 -270円 -6.7% 

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 3,746円 -270円 -6.7% 

野村インデックスファンド・外国 REIT・為替ヘッジ型 13,786円 -992円 -6.7% 

野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 9,684円 -696円 -6.7% 

野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年 2回決算型 12,927円 -926円 -6.7% 

野村グローバル・コントラリアン・ファンド Aコース 11,732円 -838円 -6.7% 

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年 2回決算型 11,431円 -805円 -6.6% 

野村グローバル AI関連株式ファンド Aコース 11,730円 -823円 -6.6% 

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 7,473円 -521円 -6.5% 

野村ワールドスター オープン 9,755円 -678円 -6.5% 

野村外国株式インデックスファンド 27,234円 -1,892円 -6.5% 
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 野村インデックスファンド・外国株式 24,151円 -1,677円 -6.5% 

野村外国株インデックス Bコース（野村 SMA・EW向け） 10,889円 -756円 -6.5% 

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） 15,055円 -1,045円 -6.5% 

野村グローバル CB投信（資源国通貨コース）毎月分配型 6,022円 -416円 -6.5% 

野村グローバル CB投信（資源国通貨コース）年 2回決算型 13,911円 -956円 -6.4% 

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース 10,686円 -732円 -6.4% 

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース（野村 SMA・EW向け） 9,543円 -652円 -6.4% 

野村米国ブランド株投資（円コース）年 2回決算型 19,940円 -1,362円 -6.4% 

米国 NASDAQオープン Aコース 12,943円 -881円 -6.4% 

野村ファンドラップ外国株 Bコース 13,087円 -890円 -6.4% 

野村未来トレンド発見ファンド Aコース（為替ヘッジあり） 11,590円 -786円 -6.4% 

野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 16,407円 -1,112円 -6.3% 

野村高金利国際機関債投信（毎月分配型） 3,309円 -222円 -6.3% 

野村未来トレンド発見ファンド Cコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 8,653円 -580円 -6.3% 

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） 9,044円 -604円 -6.3% 

野村つみたて外国株投信 9,453円 -631円 -6.3% 

米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け） 9,448円 -630円 -6.3% 

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 11,527円 -767円 -6.2% 

野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 4,495円 -298円 -6.2% 

野村エマージング債券プレミアム年 2回決算型 8,869円 -587円 -6.2% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年 2回決算型 14,290円 -942円 -6.2% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 4,763円 -313円 -6.2% 

野村世界 REITインデックス Aコース（野村投資一任口座向け） 9,784円 -641円 -6.1% 

野村新中国Ａ株投信 15,690円 -1,027円 -6.1% 

野村北米 REIT投信（円コース）年 2回決算型 23,000円 -1,494円 -6.1% 

野村北米 REIT投信（円コース）毎月分配型 9,800円 -632円 -6.1% 

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 17,930円 -1,156円 -6.1% 

野村世界 REITファンド Aコース（野村 SMA向け） 19,017円 -1,226円 -6.1% 

野村日本ブランド株投資（円コース）年 2回決算型 18,596円 -1,197円 -6.0% 

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 16,736円 -1,073円 -6.0% 

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 20,979円 -1,343円 -6.0% 

グローバル・ストック Aコース 12,002円 -768円 -6.0% 

野村世界 REITファンド Aコース（野村 SMA・EW向け） 10,587円 -677円 -6.0% 

グローバル・ストック Cコース 8,985円 -574円 -6.0% 

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年 2回決算型 16,282円 -1,040円 -6.0% 

野村グローバルボンド投信 Bコース 10,452円 -665円 -6.0% 

野村グローバルボンド投信 Dコース 9,927円 -631円 -6.0% 

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 6,186円 -393円 -6.0% 

野村グローバル CB投信（アジア通貨コース）毎月分配型 9,244円 -586円 -6.0% 

野村 SNS関連株投資 Aコース 13,289円 -842円 -6.0% 
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 野村グローバル・コントラリアン・ファンド Bコース 10,824円 -680円 -5.9% 

野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 9,570円 -597円 -5.9% 

世界好配当株投信（野村 SMA向け） 18,095円 -1,128円 -5.9% 

世界好配当株投信 11,104円 -692円 -5.9% 

野村グローバル CB投信（アジア通貨コース）年 2回決算型 19,101円 -1,189円 -5.9% 

世界好配当株投信（毎月分配型） 8,183円 -509円 -5.9% 

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 12,926円 -804円 -5.9% 

世界好配当株投信（野村 SMA・EW向け） 10,242円 -637円 -5.9% 

野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年 2回決算型 13,253円 -823円 -5.8% 

野村インデックスファンド・外国 REIT 23,543円 -1,462円 -5.8% 

マイストーリー・日本株 100 11,807円 -726円 -5.8% 

野村ファンドラップ日本株 9,815円 -603円 -5.8% 

ノムラファンドマスターズ日本株 8,510円 -522円 -5.8% 

野村アクア投資 Ａコース 13,261円 -808円 -5.7% 

ノムラファンドマスターズ日本小型株 15,086円 -918円 -5.7% 

野村グローバル SRI 100 17,441円 -1,059円 -5.7% 

野村グローバル AI関連株式ファンド Bコース 11,570円 -701円 -5.7% 

野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） 31,469円 -1,906円 -5.7% 

野村ファンドラップ REITプレミア Bコース 11,509円 -697円 -5.7% 

野村日本高配当株プレミアム（円コース）年 2回決算型 14,406円 -869円 -5.7% 

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年 2回決算型 11,280円 -676円 -5.7% 

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 11,162円 -668円 -5.6% 

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース 10,831円 -647円 -5.6% 

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 8,636円 -515円 -5.6% 

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（為替ヘッジあり） 9,595円 -569円 -5.6% 

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス） 14,058円 -830円 -5.6% 

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） 9,163円 -537円 -5.5% 

米国 NASDAQオープン Bコース 14,183円 -828円 -5.5% 

フューチャートレンド世界株 9,015円 -522円 -5.5% 

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） 11,873円 -687円 -5.5% 

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 8,062円 -466円 -5.5% 

ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT 10,608円 -607円 -5.4% 

野村世界 REITファンド Bコース（野村 SMA向け） 19,742円 -1,126円 -5.4% 

野村世界 REITファンド Bコース（野村 SMA・EW向け） 9,861円 -561円 -5.4% 

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） 8,884円 -505円 -5.4% 

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 10,960円 -623円 -5.4% 

米国株式配当貴族（年 4回決算型） 8,990円 -511円 -5.4% 

ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 21,027円 -1,189円 -5.4% 

野村世界 REITインデックス（野村 SMA・EW向け） 9,923円 -561円 -5.4% 

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） 9,792円 -553円 -5.3% 

ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 9,492円 -528円 -5.3% 
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 グローバル・バリュー・オープン 13,087円 -722円 -5.2% 

野村 SNS関連株投資 Bコース 17,386円 -950円 -5.2% 

野村グローバル・ファンズ・プレミアム（3ヵ月決算型） 9,357円 -511円 -5.2% 

野村 ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 9,784円 -532円 -5.2% 

野村 ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 9,255円 -501円 -5.1% 

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 23,007円 -1,244円 -5.1% 

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 3,477円 -188円 -5.1% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 4,871円 -257円 -5.0% 

野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年 2回決算型 25,579円 -1,348円 -5.0% 

 

 

 

２．主な市場動向について 

＜市場環境＞  

3月5日 3月6日 3月9日 3月10日
5日から6日
の騰落率

6日から9日
の騰落率

9日から10日
の騰落率

日経平均株価 21,329.12 20,749.75 19,698.76 19,867.12 -2.7% -5.1% 0.9%

NYダウ工業株30種 26,121.28 25,864.78 23,851.02 25,018.16 -1.0% -7.8% 4.9%

MSCIコクサイ・インデックス 2,234.92 2,190.31 2,025.25 2,087.99 -2.0% -7.5% 3.1%

MSCIエマージング・インデックス 1,039.34 1,012.08 947.92 964.55 -2.6% -6.3% 1.8%

FTSE NAREIT 全REIT インデックス 229.97 226.27 208.78 217.37 -1.6% -7.7% 4.1%

東証REIT指数 2,107.14 2,043.04 1,912.30 1,904.06 -3.0% -6.4% -0.4%

原油先物（WTI、中心限月） 45.90 41.28 31.13 34.36 -10.1% -24.6% 10.4%

米国ハイ・イールド債券 464.31 457.71 441.17 442.62 -1.4% -3.6% 0.3%

新興国債券（米ドル建て） 905.87 902.53 869.12 865.05 -0.4% -3.7% -0.5%
（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5日 3月6日 3月9日 3月10日
5日から6日
の騰落率

6日から9日
の騰落率

9日から10日
の騰落率

米ドル（円／米ドル） 107.53 106.25 102.01 103.28 -1.2% -4.0% 1.2%

ユーロ（円／ユーロ） 119.72 119.07 115.85 117.57 -0.5% -2.7% 1.5%

ブラジルレアル（円／ブラジルレアル） 23.48 23.01 22.05 21.87 -2.0% -4.2% -0.8%

南アフリカランド（円／南アフリカランド） 7.04 6.81 6.36 6.44 -3.3% -6.6% 1.3%

メキシコペソ（円／メキシコペソ） 5.50 5.36 4.87 4.97 -2.5% -9.1% 2.1%  

新型コロナウイルスの感染は世界的に拡大し、イタリアなど欧米諸国で感染確認数の増大が顕著です。こう

したことから、世界的に景気悪化懸念が強まり、株式などのリスク資産の価格が全般的に下落しました。さらに、

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、エネルギー関連企

業の信用力にも懸念が生じて、それらの企業の株式、債券などの価格が大きく下落しました。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ました。円高は日本企業の業績に悪影響をも

たらすという懸念から日本株の下落要因となった一方、外貨建て資産の円換算額を押し下げることにもなりまし

た。投資家のリスク回避姿勢の高まりは、一部新興国の株式・債券や通貨の下落を大きくした面もあります。 

                                                               以上

・ 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。 

・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。 



 
 

 

  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。 
8/8 

                                                                                                                             
  

【ご参考資料】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 


