
 
 

 

【ご参考資料】 

 
 

U8 月 25 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。 

2015 年 8 月 25 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。 

 

１．2015 年 8 月 25 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 8 月 26 日 

 

ファンド名 基準価額 前日比
前日比

騰落率

野村中国Ａ株投信 12,754円 -1,702円 -11.8%

野村新中国Ａ株投信 13,625円 -1,580円 -10.4%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス） 16,938円 -1,906円 -10.1%

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 8,446円 -940円 -10.0%

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 18,653円 -2,061円 -9.9%

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 11,395円 -1,258円 -9.9%

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 10,769円 -1,152円 -9.7%

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 10,276円 -1,095円 -9.6%

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 7,887円 -839円 -9.6%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・フィリピン・フォーカス） 21,558円 -2,244円 -9.4%

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 19,386円 -2,006円 -9.4%

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 8,257円 -849円 -9.3%

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 15,079円 -1,544円 -9.3%

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 10,414円 -1,062円 -9.3%

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 16,471円 -1,674円 -9.2%

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 9,087円 -918円 -9.2%

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 16,041円 -1,620円 -9.2%

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）毎月分配型 8,545円 -861円 -9.2%

野村インド株投資 20,744円 -2,084円 -9.1%

野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型 20,965円 -2,008円 -8.7%

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型 10,443円 -998円 -8.7%

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 19,736円 -1,886円 -8.7%

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 18,605円 -1,765円 -8.7%

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 12,019円 -1,136円 -8.6%

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 12,760円 -1,205円 -8.6%

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 15,133円 -1,428円 -8.6%

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型 24,700円 -2,326円 -8.6%

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 13,073円 -1,229円 -8.6%

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 15,213円 -1,426円 -8.6%

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 17,055円 -1,597円 -8.6%

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 9,384円 -878円 -8.6%

野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 16,424円 -1,517円 -8.5%

野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 7,133円 -655円 -8.4%

野村新中国株投資 14,916円 -1,338円 -8.2%

野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 5,150円 -458円 -8.2%

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 11,240円 -992円 -8.1%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・台湾・フォーカス） 14,079円 -1,234円 -8.1%

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 12,463円 -1,092円 -8.1%

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型 9,630円 -841円 -8.0%

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 12,797円 -1,116円 -8.0%

  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。 
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ファンド名 基準価額 前日比
前日比

騰落率

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 11,251円 -979円 -8.0%

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,092円 -789円 -8.0%

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 14,904円 -1,279円 -7.9%

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 16,903円 -1,438円 -7.8%

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型 13,146円 -1,114円 -7.8%

野村中国株ファンドBコース 28,147円 -2,372円 -7.8%

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 12,965円 -1,090円 -7.8%

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 13,023円 -1,073円 -7.6%

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 8,783円 -723円 -7.6%

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）毎月分配型 8,345円 -686円 -7.6%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・インドネシア・フォーカス） 10,159円 -833円 -7.6%

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 15,443円 -1,266円 -7.6%

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 13,862円 -1,134円 -7.6%

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 9,491円 -774円 -7.5%

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 12,941円 -1,031円 -7.4%

野村ワールドリート通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 11,230円 -890円 -7.3%

ノムラ THE ASIA　Bコース（為替ヘッジなし） 7,963円 -622円 -7.2%

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 14,431円 -1,125円 -7.2%

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 6,684円 -517円 -7.2%

ノムラ・アジア・コレクション（アジアブランド株式　Bコース） 12,289円 -940円 -7.1%

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 15,205円 -1,148円 -7.0%

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型 16,148円 -1,217円 -7.0%

野村北米REIT投信（米ドルコース）年2回決算型 12,108円 -912円 -7.0%

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 14,407円 -1,082円 -7.0%

野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 11,186円 -840円 -7.0%

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型 13,455円 -1,009円 -7.0%

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 5,671円 -425円 -7.0%

野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資） 10,110円 -749円 -6.9%

野村北米REIT投信（米ドルコース）毎月分配型 12,029円 -887円 -6.9%

フラトンV‐ASEANファンド 9,466円 -698円 -6.9%

野村インデックスファンド・新興国株式 10,889円 -793円 -6.8%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・豪州・フォーカス） 12,562円 -912円 -6.8%

野村ワールドリート通貨選択型ファンド（米ドルコース） 16,497円 -1,191円 -6.7%

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 15,696円 -1,131円 -6.7%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・タイ・フォーカス） 12,978円 -935円 -6.7%

野村ブラジル・インフラ関連株投信 4,544円 -327円 -6.7%

りそなブラジル株式ファンド 5,399円 -388円 -6.7%

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型 15,961円 -1,145円 -6.7%

野村インデックスファンド・外国REIT 21,791円 -1,562円 -6.7%

グローイング・ブラジル株式ファンド 7,027円 -501円 -6.7%

野村新興国消費関連株投信 11,632円 -828円 -6.6%

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 9,841円 -695円 -6.6%

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 14,127円 -993円 -6.6%

オーロラⅡ（東欧投資ファンド） 12,991円 -912円 -6.6%

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 13,949円 -977円 -6.5%

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 10,792円 -753円 -6.5%

野村ファンドラップ世界REIT　Bコース 7,858円 -541円 -6.4%

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 17,949円 -1,235円 -6.4%

野村世界REITインデックス（野村SMA・EW向け） 8,924円 -612円 -6.4%

野村世界REITインデックス（野村投資一任口座向け） 10,505円 -720円 -6.4%

  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。 
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ファンド名 基準価額 前日比
前日比

騰落率

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 9,546円 -653円 -6.4%

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 33,509円 -2,284円 -6.4%

アジア・プラス（アジア通貨戦略コース） 8,360円 -568円 -6.4%

ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・アセアン・フォーカス） 13,011円 -878円 -6.3%

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 18,515円 -1,249円 -6.3%

野村世界REITファンドBコース（野村SMA向け） 18,077円 -1,216円 -6.3%

野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 13,362円 -895円 -6.3%

野村世界不動産投信（毎月分配型） 6,144円 -410円 -6.3%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型 24,928円 -1,663円 -6.3%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型 10,560円 -702円 -6.2%

野村世界REITファンド　Bコース（野村SMA・EW向け） 8,985円 -595円 -6.2%

アジア好配当株投信 10,250円 -672円 -6.2%

野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け） 13,632円 -882円 -6.1%

野村外国株インデックス（野村SMA・EW向け） 9,093円 -588円 -6.1%

野村インデックスファンド・外国株式 20,359円 -1,316円 -6.1%

野村外国株式インデックスファンド 22,992円 -1,486円 -6.1%

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 15,673円 -1,003円 -6.0%

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 5,570円 -356円 -6.0%

野村ピクテ・ジェネリック＆ゲノム・ファンド 27,581円 -1,761円 -6.0%

米国NASDAQオープンBコース 10,353円 -660円 -6.0%

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） 14,303円 -911円 -6.0%

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 10,552円 -669円 -6.0%

野村SNS関連株投資 Bコース 14,236円 -899円 -5.9%

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 8,003円 -505円 -5.9%

ノムラ日米REITファンド（毎月分配型） 7,814円 -493円 -5.9%

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 12,928円 -814円 -5.9%

野村ファンドラップ日本株 10,359円 -648円 -5.9%

マイストーリー・日本株100 13,337円 -833円 -5.9%

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 10,409円 -649円 -5.9%

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 6,703円 -417円 -5.9%

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 10,341円 -642円 -5.8%

野村グローバル・コントラリアン・ファンド　Bコース 10,964円 -679円 -5.8%

ノムラファンドマスターズ日本株 10,590円 -654円 -5.8%

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 20,380円 -1,255円 -5.8%

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 11,186円 -686円 -5.8%

グローバル 公益・インフラ株ファンド 10,310円 -631円 -5.8%

グローバルREITオープン（資産成長型） 11,333円 -693円 -5.8%

グローバル・インフラ公共株・ファンド（毎月分配型） 10,289円 -629円 -5.8%

グローバルREITオープン 5,269円 -322円 -5.8%

野村グローバルSRI 100 14,381円 -873円 -5.7%

ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 19,547円 -1,183円 -5.7%

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型 17,910円 -1,076円 -5.7%

野村アクア投資 Bコース 10,895円 -654円 -5.7%

グローバル・バリュー・オープン 12,446円 -746円 -5.7%

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 16,569円 -993円 -5.7%

野村世界業種別投資シリーズ（世界ヘルスケア株投資） 24,522円 -1,469円 -5.7%

世界好配当株投信（年4回決算型） 11,028円 -660円 -5.6%

世界好配当株投信（野村SMA向け） 16,098円 -963円 -5.6%

世界好配当株投信（毎月分配型） 7,896円 -472円 -5.6%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 5,782円 -345円 -5.6%

  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。 
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・ 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）、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 基準価額 前日比
前日比

騰落率

ノムラファンドマスターズ日本小型株 15,145円 -901円 -5.6%

チャイナ オープン 18,564円 -1,104円 -5.6%

ノムラ THE USA　Bコース 13,476円 -800円 -5.6%

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 8,969円 -531円 -5.6%

世界好配当株投信（野村SMA・EW向け） 9,063円 -535円 -5.6%

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） 8,412円 -494円 -5.5%

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 12,308円 -720円 -5.5%

野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型 12,387円 -723円 -5.5%

野村中国株ファンドAコース 26,084円 -1,521円 -5.5%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 11,250円 -653円 -5.5%

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 18,349円 -1,064円 -5.5%

グローバル・コモディティ・オープン（毎月分配型） 3,094円 -179円 -5.5%

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 12,695円 -734円 -5.5%

オーロラファンド（香港投資ファンド） 12,696円 -724円 -5.4%

オーロラⅡ（トルコ投資ファンド） 12,528円 -713円 -5.4%

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 8,651円 -492円 -5.4%

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 5,151円 -292円 -5.4%

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 6,341円 -356円 -5.3%

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 7,971円 -446円 -5.3%

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 14,745円 -825円 -5.3%

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 13,245円 -738円 -5.3%

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 14,904円 -826円 -5.3%

野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型 15,867円 -878円 -5.2%

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 9,313円 -513円 -5.2%

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド　Bコース 14,922円 -818円 -5.2%

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 14,270円 -781円 -5.2%

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 11,349円 -617円 -5.2%

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 13,130円 -713円 -5.2%

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 14,537円 -789円 -5.1%

オーロラファンド（韓国投資ファンド） 20,775円 -1,123円 -5.1%

野村インデックスファンド・海外５資産バランス 11,978円 -643円 -5.1%

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 7,982円 -428円 -5.1%

ノムラ THE ASIA　Aコース（米ドル売り円買い） 8,105円 -433円 -5.1%

アジア オープン 12,331円 -658円 -5.1%

  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
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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
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8月21日 8月24日
21日から24日の

騰落率

■株価指数・MLP

中国上海A株指数 3,674.72 3,362.83 -8.5%

中国深センA株指数 2,133.72 1,969.46 -7.7%

香港ハンセン指数 22,409.62 21,251.57 -5.2%

日経平均株価 19,435.83 18,540.68 -4.6%

TOPIX（東証株価指数） 1,573.01 1,480.87 -5.9%

ナスダック総合指数 4,706.04 4,526.25 -3.8%

S&P500株価指数 1,970.89 1,893.21 -3.9%

ストックス・ヨーロッパ600 361.28 342.01 -5.3%

インドS&P/BSE SENSEX 27,366.07 25,741.56 -5.9%

ジャカルタ総合指数 4,335.95 4,163.73 -4.0%

7,278.98 6,791.01 -6.7%
(20日の値） （20日から24日の騰落率）

韓国総合株価指数 1,876.07 1,829.81 -2.5%

タイSET指数 1,365.61 1,301.06 -4.7%

台湾加権指数 7,786.92 7,410.34 -4.8%

豪州S&P/ASX200指数 5,214.60 5,001.28 -4.1%

ブラジル ボベスパ指数 45,719.64 44,336.47 -3.0%

ロシア MICEX指数 1,663.31 1,634.14 -1.8%

トルコ イスタンブール・ナショナル100種指数 73,797.77 71,341.95 -3.3%

DJB世界高配当インフラ株指数 2,666.47 2,572.52 -3.5%

アレリアンMLP指数 343.12 330.03 -3.8%

■商品・リート・債券

ロイター/ジェフ・リーズCRB商品価格指数 191.34 186.22 -2.7%

S&P先進国リート指数 244.36 233.84 -4.3%

FTSE NAREIT エクイティ リート インデックス 603.44 574.84 -4.7%

東証リート指数 1,719.48 1,645.66 -4.3%

JPモルガン新興国債券指数（米ドル建て） 665.03 658.64 -1.0%

米国ハイ・イールド債券指数 345.59 342.78 -0.8%

欧州ハイ・イールド債券指数 309.08 307.14 -0.6%

（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）

8月21日 8月24日 8月25日
21日から24日

の騰落率
24日から25日

の騰落率

米ドル（円/米ドル） 123.49 121.72 118.90 -1.4% -2.3%

ユーロ（円/ユーロ） 138.78 138.49 137.66 -0.2% -0.6%

人民元（円/人民元） 19.34 19.06 18.56 -1.4% -2.6%

香港ドル（円/香港ドル） 15.93 15.70 15.34 -1.4% -2.3%

インドルピー（円/イ ンドルピー） 1.90 1.86 1.79 -2.1% -3.8%

インドネシアルピア（円/100イ ンドネシアルピア） 0.89 0.88 0.85 -1.1% -3.4%

ブラジルレアル（円/ブラ ジルレアル） 35.70 34.79 33.45 -2.5% -3.9%

豪ドル（円/豪ドル） 90.53 88.33 85.45 -2.4% -3.3%

南アフリカランド（円/南アフリカ ラ ンド） 9.55 9.14 9.00 -4.3% -1.5%

ニュージーランドドル（円/ニュージーラ ンドドル） 81.84 80.62 77.04 -1.5% -4.4%

トルコリラ（円/トルコリラ ） 42.24 41.26 40.33 -2.3% -2.3%

メキシコペソ（円/メキシコペソ） 7.36 7.14 6.93 -3.0% -2.9%

ロシアルーブル（円/ロシアルーブル） 1.82 1.76 1.68 -3.3% -4.5%

フィリピン総合指数

 

２．基準価額の下落要因となった主な市場環境について 

＜市場環境＞   
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24日の中国株式市場は、市場の一部が期待していた中国人民銀行（中央銀行）による追加金融緩和策が打

ち出されなかったことから失望売りが更なる売りを招き、続落しました。 

中国の景気減速懸念をきっかけに、世界経済に対する不透明感が高まり、世界の金融市場で投資家が運

用リスクを回避する動きを強めています。 

また、為替市場でも、世界的なリスク回避の動きから安全資産とされる円が買われ、新興国通貨を中心に対

円で下落しました。 

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  

【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                         2015 年 8 月現在 

 
ご購入時手数料

《上限4.32％（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2.1816％（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。
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