
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。

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）  2023年4月28日

マンスリーレポート （月次改訂） 

受賞情報

追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

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

Morningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものでは

ありません。また、モーニングスター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）が信頼できると判断したデータにより

評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利

はモーニングスター株式会社※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）並びに Morningstar,Inc. に帰属し、許可なく複製、転

載、引用することを禁じます。

当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2021年において各部門別に総

合的に優秀であるとモーニングスター※（現：ウエルスアドバイザー株式会社）が判断したものです。ESG型 部門は、2021年

12月末において当該部門に属するファンド203本の中から選考されました。

※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしまし

た。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
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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。

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） 2023年4月28日

マンスリーレポート （月次改訂） 
追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

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

個別銘柄の紹介

アンシス

米国のソフトウエア会社。

【社会的課題へのソリューション】

同社が有する世界有数のCAE（コンピューター支援設計）技術により、より高度

なシミュレーションが行なわれ、「省エネルギー」、「省資源」、「環境保全」など

の環境に配慮した製品開発が可能となります。

【同社の強み／評価ポイント】

多くの自動車メーカーが同社の製品を活用しており、脱炭素化に向けEV（電

気自動車）へのシフトが進むなかで、効率的な自動車づくりに欠かせない技術

となっています。また、機械や電子機器など、多くのモノづくりでデジタル・シ

ミュレーションが導入されていることも追い風です。

上記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。

（出所）BNPパリバ・アセットマネジメントからの情報提供に基づき野村アセットマネジメントが作成しています。

（注）当資料はファンドの組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

(2023年4月28日 現在)

画像はイメージです
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運用実績の推移

※分配金控除後

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。

運用実績の推移

※分配金控除後

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。

設定来＝2020年10月26日以降

・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。

※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なわない場合もあります。

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。

3年 - 2021年4月 10 円

設定来 39.9% 設定来累計 50 円

6ヵ月 3.3% 2022年4月 10 円

1年 8.8% 2021年10月 10 円

1ヵ月 0.4% 2023年4月 10 円

3ヵ月 3.2% 2022年10月 10 円

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

 Bコース（為替ヘッジなし）

 運用実績 2023年4月28日 現在

（設定日前日＝10,000として指数化：日次） 基準価額※ 13,938 円

純資産総額 863.2億円

騰落率

期間 ファンド

・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。

※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なわない場合もあります。

1年 -0.3% 2021年10月 10 円

3年 - 2021年4月 10 円

設定来 8.9% 設定来累計 40 円

設定来＝2020年10月26日以降

3ヵ月 -0.9% 2022年10月 0 円

6ヵ月 7.0% 2022年4月 10 円

騰落率

期間 ファンド 分配金（1万口当たり、課税前）の推移

1ヵ月 -1.1% 2023年4月 10 円

純資産総額 594.4億円

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし）  2023年4月28日

マンスリーレポート （月次改訂） 

 Aコース（為替ヘッジあり）

 運用実績 2023年4月28日 現在

（設定日前日＝10,000として指数化：日次） 基準価額※ 10,855 円

追加型投信／内外／株式
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◆設定・運用は

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

●信託設定日 2020年10月26日

●信託期間 2030年10月11日まで

●決算日 原則、4月、10月の各11日

（同日が休業日の場合は翌営業日）
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（同日が休業日の場合は翌営業日）
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※各分野の概要は以下の通りです。

・分野別区分はインパックス・アセットマネジメントの分類によります。

＊当資料は、BNPパリバ・アセットマネジメントの情報提供等を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

合計 33.1%

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。

ウォーターズ 米国 ヘルスケア 2.7%

ＤＳＭ－Ｆｉｒｍｅｎｉｃｈ　ＡＧ オランダ 素材 2.6%

・国・地域は原則発行国・地域で
区分しております。

・セクター分類はGICSによります。

米国 情報技術 3.0%

ウ゛ェオリア・エンバイロメント フランス 公益事業 2.7%

シュナイダーエレクトリック フランス 資本財・サービス 3.3%

エア・リキード フランス 素材 3.1%

アンシス

リパブリック・サービシズ 米国 資本財・サービス 3.6% 組入銘柄数  47 銘柄

アジレント・テクノロジー 米国 ヘルスケア 3.5%

リンデ 米国 素材 4.4%

ウエイスト・マネジメント 米国 資本財・サービス 4.2%

組入上位10銘柄 2023年4月28日 現在

銘柄 国・地域 セクター 純資産比

電気自動車や先進航空機、鉄道などの公共交通等、またそれらに関連する技術
によって環境への負荷を減らすことに貢献する企業

循環経済

農業における効率化および食品の機能性・安全性向上技術の提供により、持続
可能な方法で食糧問題の解決に貢献する企業

スマート環境ソリューション

水道や水処理などの水インフラや、高度な節水技術などを提供することで、限りあ
る資源である水の保全に貢献する企業

・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。

・セクター分類はGICSによります。

分野別配分

脱炭素技術

再生可能・代替エネルギー関連技術の提供やエネルギー効率を高める製品・
サービスの提供により、温室効果ガス削減に貢献する企業

環境配慮型輸送

・規模別分類の定義は以下の通りです。
大型株：100億米ドル以上
中型株：20億米ドル以上100億米ドル未満
小型株：20億米ドル未満
（時価総額ベース）

その他の資産 1.3% その他の資産 1.3%

合計(※） 100.0% 合計 100.0%

その他の国・地域 13.3% その他のセクター 5.2% その他の通貨 4.7%
・Aコースでは外貨建資産に投資を行なった場
合は、原則として組入外貨建資産にかかる通
貨を売り、日本円を買う為替ヘッジを行ないま
す。

その他の資産 1.3%

ドイツ 4.6% 公益事業 7.6% デンマーク・クローネ 4.1% 合計 100.0%

台湾 4.8% ヘルスケア 9.8% 台湾ドル 4.8%

英国 5.5% 素材 16.5% 英ポンド 5.5% 小型 0.0%

フランス 11.5% 情報技術 23.1% ユーロ 21.0%

59.0% 資本財・サービス 36.6% 米ドル 60.0% 大型 91.7%

中型 7.1%

持続可能な食/農業

水資源の保全

適切な廃棄物処理、製品のリサイクル技術、資源の再利用や効率的利用を実現
する素材の開発などにより、限りある資源を循環利用することに貢献する企業

省エネルギーを実現するクラウドコンピューティングのようなデジタル・インフラに
加えて、環境検査や環境コンサルティングのような環境サービスを通じて、様々な
面から環境の保全に貢献する企業

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） 2023年4月28日

マンスリーレポート （月次改訂） 

BNPパリバ・ファンズ－グローバル・エンバイロメントの資産内容と組入上位10銘柄

資産内容 2023年4月28日 現在

国・地域別配分 セクター別配分 通貨別配分（為替ヘッジ前） 規模別配分

国・地域 純資産比 セクター 純資産比 通貨 通貨比率 規模 純資産比

米国

追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

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

スマート

環境ソ

リュー

ション

29.6%

脱炭素

技術

21.3%

水資源

の保全

16.7%

持続可

能な食／

農業

15.0%

循環経

済 11.2%

環境配

慮型輸

送 4.9%

その他の

資産

1.3%

4/9



　

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。

 先月の投資環境

 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。）

 今後の運用方針  (2023年4月28日　現在) （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。）

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） 2023年5月

マンスリーレポート （月次改訂） 

◆設定・運用は

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

追加型投信／内外／株式

○各国の金融政策やインフレの動向には注視が必要ですが、環境関連企業の業績は各国の環境への取り組み強化や消

費者行動の変化、急速な技術進歩、自然災害や気候変動の被害額増加などを背景に長期的な成長が見込まれ、株価を

支えることが期待されます。米国でのインフレ抑制法等の設立は持続可能な経済への移行を加速させると考えています。

持続的なインフレ、金融政策の動向、地政学的リスクの高まりや景気減速などを背景に引き続き不安定な株式市場となるこ

とが考えられますが、それぞれの市場で確固たる地位を確立しており、強い価格決定力を有する優良企業に注目していま

す。

〇当ファンドは環境関連企業の株式を主要投資対象とし、中期的な資産価値の成長を目指して運用を行ないます。投資

対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー、エネルギー効率、水インフラ、汚染防止、廃棄物管理、環境サポー

トサービス、持続可能な食品関連企業などが含まれますが、これらのテーマに限定されることなく、環境関連企業に幅広く

投資を行ないます。

○月間の基準価額（分配金再投資）は、Aコースは下落、Bコースは上昇となりました。Bコースは為替が円安・ドル高になっ

たことなどがプラス寄与しました。

○組入上位銘柄のうち株価下落率が大きかった主な銘柄は、アンシス（情報技術)でした。コンピューターサービス関連の

株式が下落する中、同株式についても下落となりました。

○当ファンドは6つの「環境インパクト投資テーマ」（「脱炭素技術」、「環境配慮型輸送」、「持続可能な食/農業」、「水資源

の保全」、「循環経済」、「スマート環境ソリューション」）をもとに、社会的課題の解決に貢献する製品やサービスを提供する

優良企業に投資を行ないました。

〇米国株式市場は上旬、3月のISM製造業景況指数などが市場予想を下回るなど、米景気減速への懸念が高まる一方、

FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ長期化懸念が和らぎ、概ね横ばいで推移しました。中旬は、3月のPPI（生産者物

価指数）上昇率（前月比）が市場予想を下回るなど、インフレ率の鈍化傾向が見られたことから利上げ打ち止め期待が高ま

り、株式市場は上昇しました。下旬は、米地銀を巡る信用不安が再燃した一方で、市場予想を上回った大手IT企業の1-3

月期決算内容が好感されるなど、株式市場は値動きの激しい展開となり、月間では上昇となりました。

〇欧州株式市場は上旬から中旬、3月のユーロ圏CPI（消費者物価指数）速報値および3月の独PPIの上昇率（前月比）が

市場予想を下回ったことなどから、インフレに対する過度な懸念が和らいだことに加え、米国の利上げ打ち止め期待が高

まり、上昇基調で推移しました。下旬は、主要企業の1-3月期決算内容を個別に確認しつつも、欧州各国中央銀行の金融

引き締めによる景気の先行き懸念が高まり、株式市場は下落したものの、月間では上昇となりました。

○環境市場においては、4月22日のアースデイ（地球の日。地球環境について考え行動する日とされている）に、世界中で

環境にまつわるイベントが開催されました。地球温暖化、海洋汚染、土壌汚染などの環境問題が深刻化するなか、近年

アースデイへの注目がより高まっており、2023年は「私たちの地球への投資」をテーマに、環境問題に取り組むために時

間、資源、エネルギーを割くことの重要性が訴えられています。
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（出所）「組入銘柄解説/ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由」は、BNPパリバ・アセットマネジメントからの情報提供等に基づき野村アセットマネジメントが作成して
います。
（注）当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。
※各分野の概要については、BNPパリバ・ファンズ－グローバル・エンバイロメントの資産内容をご参照ください。
・分野別区分はインパックス・アセットマネジメントによります。

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。

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） 2023年5月

マンスリーレポート （月次改訂） 

組入上位10銘柄の解説 2023年4月28日現在

◆設定・運用は

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

追加型投信／内外／株式

産業ガスの分野における世界大手。

産業ガスは自動車、医療、エネルギーや半導体など多種多様な分野で利用され、取引先の製造拠点にガ
ス貯蔵施設が設けられるため、競合他社の参入障壁が高い。産業ガスは作業の効率化や廃水処理などの
分野で活用され、顧客の二酸化炭素排出削減や清潔な水の保全に貢献、水素生成技術とともに同社を支
える中核事業として長期的な成長が期待される。

北米のゴミ収集・廃棄物処理大手。

ゴミ収集、埋立地管理、中間処理施設運営、リサイクル、その他の5つの事業セグメントで構成、規模の優位
性が強み。北米の廃棄物処理最大手として、効率的に廃棄物の回収・分別やリサイクルを行なうことで北米
の廃棄物問題に対処し、さらにはゴミ収集車燃料の天然ガスへの移行、ゴミから得られるメタンガスによる再
生可能エネルギーの生成など、世界を変える企業として世界的に注目されている。

米国の一般廃棄物処理会社。

住宅、自治体、商業や工業施設の廃棄物処理や、埋立地での再生可能エネルギー生成と供給を行なう。
回収する都市ゴミの30％以上を既にリサイクルしており、足元もリサイクルに強みを持つ廃棄物処理会社の
統合を積極的に進めている同社は、今後、サーキュラー・エコノミー（循環経済）で米国をけん引する企業と
なることが期待される。

電子計測機器メーカー。

環境、食品、ライフサイエンスなどの分野に向けて検査・分析機器やソフトウェアの開発・製造・販売・サ
ポートを行なう。アジア地域では環境測定ニーズの増加により、同社の製品の需要が高まっている。飲料水
の有機化合物の検査、室内空気品質の測定、廃水に含まれる汚染物質の分析など、同社が提供する技術
は顧客の製品開発段階から品質管理の段階まで必要とされ、また新たな化学汚染物質が発見された際に
も毒性の研究に活用されるなど、今後も継続的な需要が期待される。

フランスの省エネルギー関連メーカー。

オートメーションやソフトウェア等を組み合わせ、住宅、ビル、データセンター、インフラおよび各種産業向け
の統合ソリューションを提供し、取引先の省エネルギーや省コストを実現。独自のIoT（モノのインターネット）
プラットフォームを用いて産業オートメーション、商業ビル管理、スマートホームやデータセンターなど多様な
施設での大幅なエネルギーの効率化と二酸化炭素排出の削減を促進、ネットゼロ社会の実現に向けた最
も重要なソリューションの一つであると考える。

フランスの産業ガス大手。

産業・医療用ガスの製造販売を手掛ける一方、水素エネルギーの分野にも進出。グローバルに水素ステー
ション事業を展開しており、世界の水素ビジネスをけん引。各国政府は水素を有力な脱炭素エネルギーと
位置づけており、水素ビジネスにおいて世界最大手の同社にとっては追い風であるとともに、日本でも伊藤
忠商事と水素ステーションを全国展開することを計画するなど、今後も水素燃料において中心的存在となっ
ていくと考える。

幅広い産業の製品開発に携わるエンジニアや設計者のためのシミュレーションソフトウェア企業。

様々な製品の生産において、市場投入時間の短縮、コスト削減、工学プロセスの改善、製品の品質と安全
性の向上を支援。製品設計時の検討段階に、コンピューター上でシミュレーション、分析することで、製造工
程における二酸化炭素排出量や水使用量を予想し、設計の早い段階での改善を可能にする。

フランスの水ビジネス世界最大手。

水の他、廃棄物、エネルギー管理ソリューションを提供。また、3つの事業活動を通じて、資源利用の最適
化、再生およびリサイクルにも従事。急成長する水ビジネス市場において水源から水道の蛇口までの水を維
持管理するシステムをグローバルに展開する数少ない企業の一つであり、規模を生かしたさらなるシェアの
拡大が期待される。

米国の分析機器メーカー。

創薬事業や病気治療方法の研究開発、環境汚染のモニタリングおよび管理、食料および飲料水供給の安
全性・品質保証などの分野で活用される。世界中で環境汚染、水や食の安全や品質への規制強化が進む
中、より素早い測定を可能とする高性能液体色層分析（クロマトグラフィー）機器の世界大手の同社は、今
後も世界的な需要の増加が期待される。

栄養、健康、美容向け香料および原料メーカー。オランダの化学企業コーニンクレッカDSMとスイスの香料
メーカー、フィルメニッヒの合併で誕生。

人々に不可欠な栄養素や風味、香料の製造・開発を行なう。自然由来の飼料の提供、高品質かつ安全性
の高い食品の提供、開発途上国における食料不足など、急速に進む消費者行動の変化を捉え、食料に関
する課題の解決に貢献していることを高く評価。

銘柄 組入銘柄解説/ESGへの取り組みが企業価値向上に資する理由分野

1
LINDE PLC
リンデ

水資源の保全

2
WASTE MANAGEMENT INC
ウエイスト・マネジメント

循環経済

3
REPUBLIC SERVICES INC
リパブリック・サービシズ

循環経済

4
AGILENT TECHNOLOGIES INC
アジレント・テクノロジー

スマート環境ソリューション

SCHNEIDER ELECTRIC SE
シュナイダーエレクトリック

5

6
AIR LIQUIDE SA
エア・リキード

脱炭素技術

脱炭素技術

ANSYS INC
アンシス

7

8
VEOLIA ENVIRONNEMENT
ヴェオリア・エンバイロメント

水資源の保全

スマート環境ソリューション

WATERS CORP
ウォーターズ

9

10
DSM-FIRMENICH AG
DSM-フィルメニッヒ

持続可能な食／農業

スマート環境ソリューション
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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。

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） 2023年4月28日

マンスリーレポート （月次改訂） 

 ファンドの特色

 プロセスチャート

追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

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
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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。

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース（為替ヘッジあり）/Bコース（為替ヘッジなし） 2023年4月28日

マンスリーレポート （月次改訂） 

投資リスク

追加型投信／内外／株式

各ファンドは、外国投資証券等への投資を通じて、株式等に実質的に投資する効果を有しますので、当
該株式の価格下落や、当該株式の発行会社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。

＜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なう者］

＜受託会社＞ 野村信託銀行株式会社

［ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

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/

◆設定・運用は

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

【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】

●信託期間 2030年10月11日まで（2020年10月26日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.3％（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に

●決算日および 年2回の決算時（原則、4月および10月の11日。休業日の場合は翌営業日） 定める率を乗じて得た額

　 収益分配 に分配の方針に基づき分配します。 ＜スイッチング時＞

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

●ご購入単位 1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円） または1万円以上1円単位 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。

（ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.10％（税抜年1.00％）の率を

分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

原則、ご購入後にご購入コースの変更はできません。） ○実質的にご負担いただく信託報酬率（注）

※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 年1.86％程度（税込）

●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額 （注）ファンドが投資対象とする外国投資証券の信託報酬を

●スイッチング 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。 加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について

※販売会社によっては、スイ ッチングのお取扱いを行なわない場合があります。　　 算出したものです。

●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、

該当する場合、あるいは申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業 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

日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込み 関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。

ができません。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に

・ニューヨークの銀行　　　　 ・ロンドンの銀行　　　　 ・ルクセンブルグの銀行 料率・上限額等を示すことができません。

・ニューヨーク証券取引所    ・ロンドン証券取引所 ◆信託財産留保額 ありません。

●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 （ご換金時、スイッチングを含む）

（スイッチングを含む）および償還時の譲渡益に対して課税されます。 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

ただし、少額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。 応じて異なりますので、表示することができません。

なお、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、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。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

≪分配金に関する留意点≫
●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、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの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唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
決算日の基準価額と比べて下落することになります。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に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。

【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。
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村環境リーダーズ戦略ファンド
Aコース／Bコース

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○
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