
 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

2023年4月28日

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報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資料です。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、投資信託をお申込み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。

（月次改訂）

2023年4月

2023年3月

2023年2月

2023年1月

2022年12月

20 円

20 円

20 円

20 円

20 円

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

●信託設定日 ：2014年9月29日

●信託期間 ：2024年8月22日まで

●決算日 ：原則、毎月22日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

15,325 円

3.4  億円
※分配金控除後
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基準価額(分配金再投資）

基準価額

（億円）

純資産

（右軸）

（左軸）

設定来累計 2,000 円

期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

-5.2%

1.1%

-6.1%

30.6%

79.0%設定来

設定来= 2014年9月29日以降

運用実績 2023年4月28日 現在

運用実績の推移

純資産総額

基準価額※

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

騰落率

（ 設定日前日＝10,000として指数化：日次）

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報

酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の

ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・

税金等は考慮しておりません。

1ヵ月 1.5%

マンスリーレポート

アジア・リートオープン
（毎月決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

組入上位10銘柄 2023年4月28日 現在

資産内容 2023年4月28日 現在

配当利回り

組入銘柄数

REIT組入比率

5.6%

22 銘柄

92.8%

REIT組入・特性値

リテール 46.1%

産業用施設 22.1%

ホテル・リゾート 14.9%

分散型 2.6%

データセンター 2.6%

その他のセクター 4.5%

その他の資産 7.2%

純資産比セクター

合計 100.0%

セクター別配分

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

（※）先物の建玉がある場合は、合計欄を表示しておりません。

リンク・リート 19.5%

キャピタランド インテグレーテッド コマーシャル・トラスト 11.1%

キャピタランド アセンダス・リート 8.1%

フレーザーズ センターポイント・トラスト 8.0%

メイプルツリー パン アジア コマーシャル・トラスト 7.5%

メイプルツリー インダストリアル・トラスト 6.5%

ファー イースト ホスピタリティ・トラスト 6.5%

キャピタランド アスコット・トラスト 4.3%

ARA US ホスピタリティ・トラスト 3.1%

ダイワハウス ロジスティクス・トラスト 3.0%

77.7%合計

銘柄

香港

シンガポール

シンガポール

シンガポール

シンガポール

シンガポール

シンガポール

シンガポール

シンガポール

シンガポール

国・地域 純資産比

リテール

リテール

産業用施設

リテール

リテール

産業用施設

ホテル・リゾート

ホテル・リゾート

ホテル・リゾート

産業用施設

セクター

・国・地域は原則発行国・地

域で区分しております。

シンガポール・ドル

香港・ドル

アメリカ・ドル

日本・円

-

その他の通貨

通貨

69.8%

20.2%

5.8%

4.2%

-

0.0%

実質通貨比率

通貨別配分

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的

な比率をいいます。

配当利回りは、ブルームバーグが公表する

各銘柄の配当利回り（実績ベースを基本）を

もとにポートフォリオの純資産比で加重平均

したものを年率で表示したものです。配当利

回りは、保有REIT等からの配当金に課税さ

れる各国・地域の現地源泉税率等を考慮し

ていません。したがって税金等考慮後は、上

記利回りをそのまま享受できるわけではあり

ません。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド

比率から算出しております。

・純資産比は、マザーファンド

の純資産比と当ファンドが保有

するマザーファンド比率から算

出しております。

シンガポール 72.7%

香港 20.2%

- -

- -

- -

その他の国・地域 0.0%

その他の資産 7.2%

合計（※） 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分

〔登録金融機関(販売取扱会社)〕

株式会社ゆうちょ銀行

関東財務局長（登金）第611号

〔 加入協会 〕日本証券業協会

要因項目

基準価額騰落額（分配金込み）

為替要因

キャピタル

その他（信託報酬等）

10円

231円

-20円

直近1ヵ月の騰落

224円

基準価額変動の要因分解

インカム 2円
REIT要因

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社

が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。

・左記は、基準日の直近1ヵ月

の基準価額（分配金込み）の

騰落額を委託会社が一定の

条件の基に算出したもので、

円貨にて表示しております。

・保有銘柄の予想分配金と

実際の分配金の差異等により、

REIT要因のインカムがマイナス

となる場合があります。

〔金融商品仲介業者〕

日本郵便株式会社

関東財務局長（金仲）第325号

◆設定・運用は
◆お申込みは

特化型

※当ファンドはインターネット専用商品です。ゆうちょ銀行・郵便局（投資信託取扱局）の店頭では、販売・購入に係るお取り扱いを行っておりません。
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（月次改訂）

先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。）

先月の投資環境

2023年5月

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報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資料です。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、投資信託をお申込み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。

マンスリーレポート

アジア・リートオープン
（毎月決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

今後の運用方針 （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。）（2023年4月28日 現在）

〔登録金融機関(販売取扱会社)〕

株式会社ゆうちょ銀行

関東財務局長（登金）第611号

〔 加入協会 〕日本証券業協会

○月末の基準価額は15,325円となり、前月末から224円（分配金込み）上昇しました。

○月間の基準価額（分配金再投資）の騰落率は、+1.48％となりました。

○アジアREITマザーファンドを高位に組み入れ、月末時点でアジアREITマザーファンドの組入比率は100％程度となりまし
た。

○アジアREITマザーファンドでは、セクターや国ごとの不動産市況、保有不動産の立地や収益性等の調査を行ない、銘柄
ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、投資銘柄の選別を行ないました。

○個別銘柄では、収益の成長性に着目し、ホテルやサービス付き住宅に投資する「ファー イースト ホスピタリティ・トラス
ト」や、商業施設などに投資する「フレーザーズ センターポイント・トラスト」などを、市場の時価総額比率より高めの組入
比率としました。

4月の各国REIT指数の騰落率は、以下の通りとなりました。
S&PシンガポールREIT指数（配当込み・ローカル通貨ベース） 騰落率+2.00％
S&P香港REIT指数（配当込み・ローカル通貨ベース） 騰落率+0.82％

シンガポールと香港のREIT市場は、上旬、米国の物価指数の伸び率が鈍化したことを受けて、FRB（米連邦準備制度理
事会）の利上げが長引くことへの懸念が後退したことにより、投資家心理が改善したことから上昇して始まりました。その後
も、中国経済の先行きに対する安心感などから両市場とも堅調に推移したものの、下旬になると、米企業の対中投資が制
限されるとの観測から米中対立の激化に対する警戒感が高まったことや、米国の金融引き締め長期化が再度意識された
ことなどから、香港のREIT市場を中心に上げ幅を縮小する展開となりました。月間ではいずれの市場も上昇しました。

4月のシンガポールドル・円、香港ドル・円市場は、上旬に発表された米国の経済指標が軟調だったことを受け、米国の
利上げ停止が近づくとの見方から、日米金利差の縮小を意識した円買いの動きが広がったことで、円高傾向で始まりまし
た。中旬に、市場予想を上回る米国の経済指標が発表されると円は下落したものの、月末にかけて米国で再び軟調な経
済指標が発表されると、円は下げ幅を縮小しました。月間では、シンガポールドル・円は小幅に下落（円高）、香港ドル・円
は上昇（円安）しました。

アジアREITマザーファンドを高位に組み入れ、高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運
用を行ないます。

【アジアREITマザーファンド】
米中対立やロシアによるウクライナへの軍事侵攻といった地政学的リスク、米国の金融政策の動向などへの懸念はあり

ますが、香港、シンガポール共にアジアの経済拠点としての優位性を確立しており、不動産市況は底堅く推移することが
期待されます。当面は、配当成長が見込まれる銘柄に着目しつつ、保有不動産の賃料水準や立地、新規の物件取得状
況などを考慮し、銘柄選択を行なう予定です。

〔金融商品仲介業者〕

日本郵便株式会社

関東財務局長（金仲）第325号

◆設定・運用は◆お申込みは

※当ファンドはインターネット専用商品です。ゆうちょ銀行・郵便局（投資信託取扱局）の店頭では、販売・購入に係るお取り扱いを行っておりません。

2/5



金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

ファンドは、REIT（不動産投資信託証券）等を実質的な投資対象としますので、組入REITの価格下落や、
組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建
資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金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。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの特色

マンスリーレポート

投資リスク

追加型投信／海外／不動産投信

アジア・リートオープン
（毎月決算型）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報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資料です。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、投資信託をお申込み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。

2023年4月28日

（月次改訂）

〔登録金融機関(販売取扱会社)〕

株式会社ゆうちょ銀行

関東財務局長（登金）第611号

〔 加入協会 〕日本証券業協会

〔金融商品仲介業者〕

日本郵便株式会社

関東財務局長（金仲）第325号

◆設定・運用は◆お申込みは

●高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

●日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているREIT（不動産投資信託証券）を
実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「アジアREITマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

●REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性等の調査や割安
分析等により投資銘柄を選別します。

●REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

●ファンドは「アジアREITマザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

●原則、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行います。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行うことを基本
とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等に
よっては、分配金額が大きく変動する場合があります。

＊委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を行うファンドに該当します。

当ファンドが実質的に投資対象とする日本を除くアジア諸国・地域のREIT市場の中には、寄与度（市場の時価総額に占める割合）が10％を超える、もしくは超える可能性が高い

銘柄（支配的な銘柄）が存在すると考えられます。

実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生

することがあります。

※当ファンドはインターネット専用商品です。ゆうちょ銀行・郵便局（投資信託取扱局）の店頭では、販売・購入に係るお取り扱いを行っておりません。
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ありません。

＊購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。　純資産総額に年1.705％（税抜年1.55％）の率を乗じて得た額

＊ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。

その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中に、その都度かかります。（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。）

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料　　　・外貨建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係る費用　　　・ファンドに関する租税    等

ありません。

1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

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。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

信託財産留保額（ご換金時）

ご購入時手数料

運用管理費用（信託報酬）

ご換金時手数料

【ご留意事項】
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。

・投資信託は預金保険の対象ではありません。

・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

当ファンドに係る費用

マンスリーレポート

＜委託会社＞ 野村アセットマネジメント株式会社

［ファンドの運用の指図を行う者］

＜受託会社＞ 三菱UFJ信託銀行株式会社

［ファンドの財産の保管および管理を行う者]

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時

☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/

追加型投信／海外／不動産投信

アジア・リートオープン
（毎月決算型）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報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資料です。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、投資信託をお申込み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。

2023年4月28日

（月次改訂）

〔登録金融機関(販売取扱会社)〕

株式会社ゆうちょ銀行

関東財務局長（登金）第611号

〔 加入協会 〕日本証券業協会

お申込みメモ

●投資信託は、預金・貯金ではありません。また、投資信託は、元本および利回りの保証がない商品です。

●当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

●投資信託の申し込みにあたっては、リスクや手数料等を含む商品内容が記載された重要情報シートならびに投資信託説明書

（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

●ゆうちょ銀行各店または投資信託取扱局の窓口での申し込みに際しては、重要情報シートならびに投資信託説明書（交付目論見書）

および一体となっている目論見書補完書面を、書面交付または電子交付しております。インターネットでの申し込みに際しては、

投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を電子交付しております。

●日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融商品仲介行為）を行います。

日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭

もしくは有価証券をお預かりしません。

〔金融商品仲介業者〕

日本郵便株式会社

関東財務局長（金仲）第325号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

◆設定・運用は◆お申込みは

●信託期間 2024年8月22日まで （2014年9月29日設定） ●お申込み不可日 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日には、
●決算日および 年12回の毎決算時（原則、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）） 原則、ご購入、ご換金の各お申込みができません。
   収益分配 に分配の方針に基づき分配します。 ・お申込日当日または翌営業日が、シンガポールの銀行もしくは
●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 香港の銀行のいずれかの休業日、またはシンガポール証券取引所
●ご購入単位 販売会社が定める単位 もしくは香港取引決済所のいずれかの休業日と同日の場合。
●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を ・香港またはシンガポールの連休等で、ご購入、ご換金の

差し引いた価額 申込みの受付を行わないものとして委託者が指定する日の場合。
●ご換金代金 原則、ご換金申込日から起算して7営業日目から販売会社で ●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時

お支払いします。 および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額
●ご換金制限 1日1件1億円を超えるご換金は行えません。なお、別途換金 投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。なお、

制限を設ける場合があります。 税法が改正された場合などには、内容が変更になる場合が
あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

※当ファンドはインターネット専用商品です。ゆうちょ銀行・郵便局（投資信託取扱局）の店頭では、販売・購入に係るお取り扱いを行っておりません。

投資信託に関する注意事項
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分配金に関する留意点

マンスリーレポート
追加型投信／海外／不動産投信

アジア・リートオープン
（毎月決算型）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報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資料です。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、投資信託をお申込み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。

2023年4月28日

（月次改訂）

〔登録金融機関(販売取扱会社)〕

株式会社ゆうちょ銀行

関東財務局長（登金）第611号

〔 加入協会 〕日本証券業協会

〔金融商品仲介業者〕

日本郵便株式会社

関東財務局長（金仲）第325号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

◆設定・運用は◆お申込みは

※当ファンドはインターネット専用商品です。ゆうちょ銀行・郵便局（投資信託取扱局）の店頭では、販売・購入に係るお取り扱いを行っておりません。
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