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6月12日の当社ファンドの基準価額下落について
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【基準価額下落率5％以上のファンド】
ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） 2,517円 -179円 -6.64%

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）【愛称：ラッキー・カントリー】 3,325円 -236円 -6.63%

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）【愛称：ラッキー・カントリー（資産成長型）】 7,999円 -565円 -6.60%

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型） 8,065円 -564円 -6.54%

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 6,836円 -475円 -6.47%

ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） 3,174円 -213円 -6.29%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド 12,873円 -860円 -6.26%

ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） 11,525円 -761円 -6.19%

ＤＣニッセイ先進国リートインデックス 9,031円 -596円 -6.19%

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）【愛称：ＵＳドリーム（年２回）】 11,966円 -769円 -6.04%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） 9,602円 -616円 -6.03%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型） 10,243円 -655円 -6.01%

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）【愛称：ＵＳドリーム（毎月）】 5,005円 -320円 -6.01%

ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（３ヵ月決算型）【愛称：さきよみ】 9,671円 -614円 -5.97%

ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型）【愛称：さきよみ（資産成長型）】 12,391円 -786円 -5.96%

ＤＣニッセイ外国株式インデックス 12,306円 -758円 -5.80%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 15,707円 -967円 -5.80%

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式 16,211円 -996円 -5.79%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】 12,014円 -725円 -5.69%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】 16,980円 -1,022円 -5.68%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） 7,951円 -477円 -5.66%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型） 9,521円 -570円 -5.65%

ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称：１２のどんぐり】 6,689円 -396円 -5.59%

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：スペース革命】 10,164円 -574円 -5.35%

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）【愛称：スペース革命】 11,241円 -634円 -5.34%

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） 11,843円 -652円 -5.22%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジあり）】 16,776円 -907円 -5.13%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり）】 12,013円 -645円 -5.10%

ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし） 10,685円 -563円 -5.01%
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市場の動向
6月11日の海外株式、リート市場は、大きく下落しました。10日の米連邦公開市場委
員会（ＦＯＭＣ）後の会見でパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が雇用の
回復に慎重な見方を示したことや、米国の新型コロナウイルス感染者数が200万人を
突破し、感染拡大第2波への懸念が高まったこと等を背景に大きく下落しました。

為替は、世界的に投資家のリスク回避姿勢が強まる中、低リスク通貨とされる円が買
われ、円高が進みました。

※株式・REIT ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
為替 対顧客電信売買相場仲値のデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

6月9日 6月10日 6月11日 6月12日

株式 ＮＹダウ（ドル） 27,272.30 26,989.99 25,128.17 －
対前営業日比 -1.09% -1.04% -6.90% －

フィラデルフィア半導体指数 1,998.09 2,004.66 1,876.66 －
対前営業日比 -0.03% 0.33% -6.39% －

独ＤＡＸ 12,617.99 12,530.16 11,970.29 －
対前営業日比 -1.57% -0.70% -4.47% －

豪州ASX200 6,144.95 6,148.43 5,960.64 －
対前営業日比 2.44% 0.06% -3.05% －

為替 米ドル／円レート（円） 108.08 107.79 107.01 106.69
対前営業日比 -1.28% -0.27% -0.72% -0.30%

ユーロ／円レート（円） 122.14 122.26 121.80 120.38
対前営業日比 -1.25% 0.10% -0.38% -1.17%

豪ドル／円レート（円） 75.87 74.81 74.67 72.65
対前営業日比 -0.76% -1.40% -0.19% -2.71%

ＲＥＩＴ ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティリート･ 17,827.33 17,269.83 16,170.52 －
トータルリターン・インデックス 対前営業日比 -2.07% -3.13% -6.37% －
S&P ASX300A-REIT 50,287.96 49,114.67 47,554.63 －
（トータル・リターン、豪ドルベース） 対前営業日比 3.74% -2.33% -3.18% －
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• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家
の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。

• 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）に投資しますので基準価
額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されてお
りません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リス
ク」をご覧ください。

• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束する
ものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投
資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。

• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券
会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。

• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認
の上ご自身でご判断ください。

[投資者が直接的に負担する費用]
■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）、信託財産留保額 上限0.04％
■換金時・・・信託財産留保額 上限0.3％
[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]
■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.97％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）
■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等で
ご確認下さい。）
《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、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用
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、事前によく目論見書をご覧下さい。

＜設定・運用＞

商 号 等：ニッセイ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369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

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター0120-762-506
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.nam.co.jp/

【ご投資にあたっての留意点】

【投資信託に関する留意点】

【手数料等】

【当資料に関する留意点】

• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイア
セットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証する
ものではありません。

• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益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。

• 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。



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 


