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U6 月 27 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。 

2016 年 6 月 27 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。 

 

１．2016 年 6 月 27 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 6 月 28 日 

 

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（メキシコペソコース）毎月分配型 7,274円 -807円 -10.0%

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 7,956円 -881円 -10.0%

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 5,766円 -635円 -9.9%

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 6,750円 -743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 7,011円 -717円 -9.3%

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 6,514円 -665円 -9.3%

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 8,956円 -900円 -9.1%

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型 9,256円 -926円 -9.1%

野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 9,419円 -942円 -9.1%

野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型 9,475円 -946円 -9.1%

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 10,015円 -940円 -8.6%

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 11,041円 -1,035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 10,643円 -985円 -8.5%

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 10,162円 -939円 -8.5%

野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型 18,284円 -1,689円 -8.5%

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 12,080円 -1,114円 -8.4%

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 10,392円 -942円 -8.3%

野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型 11,393円 -1,031円 -8.3%

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 10,730円 -950円 -8.1%

野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型 10,992円 -969円 -8.1%

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 12,483円 -1,086円 -8.0%

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 7,234円 -629円 -8.0%

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 14,984円 -1,301円 -8.0%

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 7,605円 -659円 -8.0%

野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 11,102円 -961円 -8.0%

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 8,115円 -696円 -7.9%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 5,144円 -440円 -7.9%

野村北米REIT投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 15,511円 -1,326円 -7.9%

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 9,455円 -801円 -7.8%

野村金先物投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 8,799円 -714円 -7.5%

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型 9,500円 -765円 -7.5%

野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,316円 -750円 -7.5%

野村金先物投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 5,328円 -427円 -7.4%

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 13,257円 -1,054円 -7.4%

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 7,745円 -615円 -7.4%

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）年2回決算型 8,843円 -699円 -7.3%

野村北米REIT投信（メキシコペソコース）毎月分配型 8,095円 -637円 -7.3%

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 13,027円 -1,017円 -7.2%

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 6,617円 -516円 -7.2%

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 11,370円 -884円 -7.2%

野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 7,362円 -571円 -7.2%

  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）、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株 8,449円 -642円 -7.1%

マイストーリー・日本株100 10,898円 -825円 -7.0%

野村ファンドラップ日本株 8,778円 -659円 -7.0%

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 14,131円 -1,032円 -6.8%

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 4,477円 -325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）毎月分配型 5,894円 -422円 -6.7%

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 12,330円 -871円 -6.6%

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 3,974円 -274円 -6.5%

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 12,302円 -844円 -6.4%

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 17,445円 -1,176円 -6.3%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 4,690円 -310円 -6.2%

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 4,233円 -279円 -6.2%

ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 7,210円 -475円 -6.2%

野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 14,021円 -915円 -6.1%

野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型 15,223円 -992円 -6.1%

野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型 12,989円 -829円 -6.0%

野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 11,362円 -724円 -6.0%

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 7,109円 -449円 -5.9%

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 6,207円 -392円 -5.9%

ノムラ THE EUROPE　Bコース 11,173円 -703円 -5.9%

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 6,975円 -432円 -5.8%

野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） 10,960円 -678円 -5.8%

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 8,249円 -509円 -5.8%

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 9,982円 -612円 -5.8%

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 5,877円 -359円 -5.8%

ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 8,232円 -502円 -5.7%

野村北米REIT投信（豪ドルコース）毎月分配型 8,915円 -535円 -5.7%

野村北米REIT投信（豪ドルコース）年2回決算型 21,637円 -1,293円 -5.6%

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 7,004円 -416円 -5.6%

野村金先物投信（豪ドルコース）年2回決算型 12,209円 -722円 -5.6%

野村金先物投信（豪ドルコース）毎月分配型 7,319円 -431円 -5.6%

ノムラファンドマスターズ日本小型株 13,441円 -773円 -5.4%

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 17,073円 -974円 -5.4%

野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 9,655円 -546円 -5.4%

ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年2回決算型 8,568円 -480円 -5.3%

ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 6,557円 -366円 -5.3%

野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 18,617円 -1,027円 -5.2%

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 12,871円 -710円 -5.2%

野村北米REIT投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 6,828円 -376円 -5.2%

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 6,928円 -380円 -5.2%

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 9,663円 -530円 -5.2%

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 16,165円 -885円 -5.2%

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 4,523円 -247円 -5.2%

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 24,549円 -1,338円 -5.2%

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 10,047円 -547円 -5.2%

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 5,961円 -324円 -5.2%

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年2回決算型 15,093円 -810円 -5.1%

野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 7,768円 -414円 -5.1%

野村ワールドスター オープン 7,711円 -407円 -5.0%

  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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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＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 日（現地時間）の英国の国民投票で EU（欧州連合）からの離脱票が過半数を占めたことで、世界の金融

市場のボラティリティが高まっています。市場では残留見通しが多かったため、開票が進むにつれ離脱優位が

明らかになると、投資家のリスク回避姿勢が強まり、安全資産とされる円が買われ各通貨は対円で下落しまし

た。 

また、今回の結果を受けて世界経済の成長に対する懸念が高まったことなどから、リスク資産が全般的に売

られ、日本株式や欧州株式などが大きく下落しました。 

以上 

6月21日 6月22日 6月23日 6月24日
21日から22日

の騰落率
22日から23日

の騰落率
23日から24日

の騰落率

日経平均株価 16,169.11 16,065.72 16,238.35 14,952.02 -0.6% 1.1% -7.9%

TOPIX（東証株価指数） 1,293.90 1,284.61 1,298.71 1,204.48 -0.7% 1.1% -7.3%

BofA・メリルリンチ 米国ハイ・イールド債券指数 360.71 361.58 362.79 358.82 0.2% 0.3% -1.1%

FTSE NAREIT エクイティ リート インデックス 668.18 666.82 670.44 664.21 -0.2% 0.5% -0.9%

COMEX金先物（米ドル/トロイオンス） 1,272.50 1,270.00 1,263.10 1,322.40 -0.2% -0.5% 4.7%

BofA・メリルリンチ 欧州ハイ・イールド債券指数 318.79 319.12 319.69 314.85 0.1% 0.2% -1.5%

DNBハイ・イールド・ノルウェー・トータルリターンインデックス 105.83 105.68 105.29 105.71 -0.1% -0.4% 0.4%

JPモルガン新興国社債指数（米ドル建て） 305.22 305.71 305.91 305.45 0.2% 0.1% -0.2%

ストックス・ヨーロッパ600指数 340.04 341.32 346.34 321.98 0.4% 1.5% -7.0%

MSCI World Index (米ドル建て) 1,668.78 1,667.91 1,691.76 1,608.79 -0.1% 1.4% -4.9%

シティ世界国債インデックス（米ドル建て） 954.69 954.76 954.32 957.35 0.0% -0.0% 0.3%

（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）

6月22日 6月23日 6月24日 6月27日
22日から23日

の騰落率
23日から24日

の騰落率
24日から27日

の騰落率

メキシコペソ（円/メキシコペソ） 5.61 5.70 5.48 5.38 1.6% -3.9% -1.8%

ロシアルーブル（円/ロシアルーブル） 1.64 1.63 1.54 1.56 -0.6% -5.5% 1.3%

豪ドル（円/豪ドル） 77.86 78.81 74.22 75.78 1.2% -5.8% 2.1%

ユーロ（円/ユーロ） 117.51 118.72 111.48 112.51 1.0% -6.1% 0.9%

インドネシアルピア（円/100イ ンドネシアルピア） 0.79 0.79 0.76 0.77 0.0% -3.8% 1.3%

インドルピー（円/イ ンドルピー） 1.56 1.57 1.51 1.52 0.6% -3.8% 0.7%

人民元（円/人民元） 15.87 15.93 15.33 15.44 0.4% -3.8% 0.7%

南アフリカランド（円/南アフリカ ラ ンド） 7.08 7.19 6.51 6.69 1.6% -9.5% 2.8%

トルコリラ（円/トルコリラ ） 35.88 36.26 35.18 34.67 1.1% -3.0% -1.4%

米ドル（円/米ドル） 104.58 104.79 100.76 102.18 0.2% -3.8% 1.4%

ブラジルレアル（円/ブラ ジルレアル） 30.64 31.02 30.22 30.28 1.2% -2.6% 0.2%

ニュージーランドドル（円/ニュージーラ ンドドル） 74.50 75.12 70.67 72.28 0.8% -5.9% 2.3%

ノルウェークローネ（円/ノルウェ ークローネ） 12.57 12.70 11.81 11.89 1.0% -7.0% 0.7%

英ポンド（円/英ポンド） 153.40 155.25 138.95 136.84 1.2% -10.5% -1.5%

  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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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                         2016 年 6 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。

  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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