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(月次改訂)

2015年7月31日

追加型投信／内外／株式

Aコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド

マンスリーレポート

資産内容 2015年7月31日 現在

アメリカ 48.8%

フランス 20.2%

ドイツ 8.7%

スイス 8.6%

イギリス 8.4%

その他の国・地域 4.7%

その他の資産 0.5%

合計(※) 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分

・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。

組入上位10銘柄 2015年7月31日 現在

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。

・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。

運用実績の推移 （設定日前日＝10,000として指数化：月次）

運用実績 2015年7月31日 現在

91.4%設定来

2015年2月

2014年8月

2014年2月

2013年8月

2013年2月

400 円

350 円

500 円

520 円

350 円

設定来累計 3,080 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。

分配金（1万口当たり、課税前）の推移
期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

-0.2%

1.2%

9.0%

42.1%

騰落率

設定来＝2006年8月28日以降

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08

0

50

100

150

200

250

基準価額(分配金再投資）

基準価額

（億円）

（左軸）

純資産
（右軸）

純資産総額 15.4億円

基準価額※ 15,375 円

※分配金控除後

●信託設定日 2006年8月28日
●信託期間 　 2021年8月23日まで
●決算日　　   原則2月、8月の各22日
　（同日が休業日の場合は翌営業日）

※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。

日本・円 97.9%

その他の通貨 2.1%

実質通貨比率通貨

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。

・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。

耐久消費財・アパレル 37.5%

小売 18.9%

消費者サービス 10.1%

自動車・自動車部品 9.7%

その他の業種 15.3%

その他の資産 0.5%

合計 100.0%

純資産比業種

業種別配分

食品・飲料・タバコ 8.0%

銘柄 業種

NIKE INC-B 耐久消費財・アパレル 6.8%

CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 耐久消費財・アパレル 6.5%

CHRISTIAN DIOR SE 耐久消費財・アパレル 5.4%

DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 5.3%

WILLIAMS SONOMA INC 小売 4.8%

DAIMLER AG 自動車・自動車部品 4.4%

LOREAL-ORD 家庭用品・パーソナル用品 4.2%

HERMES INTERNATIONAL 耐久消費財・アパレル 4.1%

TIFFANY & CO 小売 4.0%

STARWOOD HOTELS & RESORTS 消費者サービス 3.9%

49.5%

純資産比

組入銘柄数  ： 35 銘柄

国・地域

アメリカ

スイス

フランス

イギリス

アメリカ

ドイツ

フランス

フランス

アメリカ

アメリカ

・国・地域は原則発行国・地域で区分してお
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。

合計

◆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

◆お申込みは

1ヵ月 1.5%



2/5

(月次改訂)

2015年7月31日

Bコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド

マンスリーレポート

資産内容 2015年7月31日 現在

アメリカ 48.4%

フランス 20.1%

ドイツ 8.6%

スイス 8.5%

イギリス 8.3%

その他の国・地域 4.7%

その他の資産 1.3%

合計(※) 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分

・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。

組入上位10銘柄 2015年7月31日 現在

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。

・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。

運用実績の推移 （設定日前日＝10,000として指数化：月次）

運用実績 2015年7月31日 現在

104.1%設定来

2015年2月

2014年8月

2014年2月

2013年8月

2013年2月

500 円

350 円

520 円

490 円

250 円

設定来累計 2,320 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。

分配金（1万口当たり、課税前）の推移
期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

3.2%

4.8%

20.6%

112.6%

騰落率

設定来＝2006年8月28日以降

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

基準価額(分配金再投資）
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純資産
（右軸）

（左軸）

純資産総額 77.4億円

基準価額※ 17,471 円

※分配金控除後

●信託設定日 2006年8月28日
●信託期間 　 2021年8月23日まで
●決算日　　   原則2月、8月の各22日
　（同日が休業日の場合は翌営業日）

※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。

アメリカ・ドル 49.0%

ユーロ 33.7%

スイス・フラン 8.5%

イギリス・ポンド 8.4%

日本・円 0.4%

その他の通貨 0.0%

実質通貨比率通貨

通貨別配分

・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。

・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。

耐久消費財・アパレル 37.2%

小売 18.7%

消費者サービス 10.0%

自動車・自動車部品 9.6%

その他の業種 15.2%

その他の資産 1.3%

合計 100.0%

純資産比業種

業種別配分

食品・飲料・タバコ 7.9%

銘柄 業種

NIKE INC-B 耐久消費財・アパレル 6.7%

CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 耐久消費財・アパレル 6.5%

CHRISTIAN DIOR SE 耐久消費財・アパレル 5.4%

DIAGEO PLC 食品・飲料・タバコ 5.3%

WILLIAMS SONOMA INC 小売 4.8%

DAIMLER AG 自動車・自動車部品 4.4%

LOREAL-ORD 家庭用品・パーソナル用品 4.2%

HERMES INTERNATIONAL 耐久消費財・アパレル 4.1%

TIFFANY & CO 小売 3.9%

STARWOOD HOTELS & RESORTS 消費者サービス 3.9%

合計 49.1%

純資産比

組入銘柄数： 35 銘柄

・国・地域は原則発行国･地域で区分してお
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。

国・地域

アメリカ

スイス

フランス

イギリス

アメリカ

ドイツ

フランス

フランス

アメリカ

アメリカ

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

◆お申込みは

1ヵ月 1.6%
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Aコース／Bコース
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド

　　＜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＞       三井住友信託銀行株式会社
　　　　　　　　　　　       ［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/

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。

投資リスク

各ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社
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。

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

◆お申込みは

● 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
● 世界のプレミアム・ブランド企業の株式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、「野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド 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。

● ボトムアップ・アプローチによる銘柄選別を行ないます。

● 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
● 「Aコース」は原則として為替ヘッジを行ない、「Bコース」は原則として為替ヘッジを行ないません。
● ファンドは「野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド 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。
● 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができます。

● マザーファンドの運用にあたっては、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよび
ピクテ投信投資顧問株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

● 原則、毎年2月および8月の22日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

＊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。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。

プレミアム・ブランド企業とは
プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや 高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる

商品・サービス（プレミアム・ブランド商品・サービス）を提供している企業を指します。

プレミアム・ブランドは、選ばれた企業のみが有するブランド力であり、一般的にプレミアム・ブランド商品・サービスは高価格でも消費者に受け入れられています。

● 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
● 世界のプレミアム・ブランド企業の株式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、「野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド 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。

● ボトムアップ・アプローチによる銘柄選別を行ないます。

● 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
● 「Aコース」は原則として為替ヘッジを行ない、「Bコース」は原則として為替ヘッジを行ないません。
● ファンドは「野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド 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。
● 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができます。

● マザーファンドの運用にあたっては、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよび
ピクテ投信投資顧問株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。

● 原則、毎年2月および8月の22日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

＊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。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。

プレミアム・ブランド企業とは
プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや 高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる

商品・サービス（プレミアム・ブランド商品・サービス）を提供している企業を指します。

プレミアム・ブランドは、選ばれた企業のみが有するブランド力であり、一般的にプレミアム・ブランド商品・サービスは高価格でも消費者に受け入れられています。

≪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。

【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】
●信託期間 平成33年8月23日まで（平成18年8月28日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.24％（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2月および8月の22日。休業日の場合は 定める率を乗じて得た額
　 収益分配 翌営業日）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 一般コース：1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円） ＊詳しくは販売会社にご確認ください。

　　　　　 　　 または1万円以上1円単位 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.836％（税抜年1.70％）の率を
自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
※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。 ◆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、

●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 外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う
差し引いた価額 ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が

●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。 お客様の保有期間中、その都度かかります。
※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。 ※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

●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 料率・上限額等を示すことができません。
休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチング ◆信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
の各お申込みができません。 （ご換金時、スイッチングを含む）
・ロンドン証券取引所　・ジュネーブの銀行 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

●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 応じて異なりますので、表示することができません。
（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 ※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。
ます。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。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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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 　　　　　　　　　　　　　一般社団法人投資信託協会会員
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○消費関連株式市場は、MSCI世界株式指数・一般消費財・サービスセクター（現地通貨ベース、配当含まず）
※

で
2.95％の上昇となりました。

○米国株式市場は上旬、ギリシャ国民投票で緊縮財政への反対が多数となり、先行き不透明感から一時下落しました
が、ギリシャ政府が財政改革等に取り組む姿勢に転じ、持ち直しました。さらに中旬には、ギリシャがEU（欧州連合）と金
融支援の再開で基本合意に達したことなどから堅調な推移となりました。下旬に入ると、一部米国企業の低調な4-6月
期決算などを背景に下落基調となりましたが、月末にかけてはFOMC(米連邦公開市場委員会)声明で慎重な利上げ姿
勢などが示されたことなどから再び上昇し、月間で上昇となりました。
欧州株式市場は上旬、EUが求める緊縮策受け入れの是非を問うギリシャ国民投票で反対派が賛成派を上回ったことな
どから下落する場面がありましたが、ギリシャが一転して財政改革案をEU側に提出し、持ち直しました。また中旬には、
ギリシャがEUと金融支援の再開で基本合意し、財政改革法案を同国議会で成立させたことなどから続伸しました。下旬
には、一部米欧企業の決算が市場予想を下回り、軟調となりましたが、月末にかけてはM&A（企業の合併・買収）の発表
などを受け再び上昇し、月間で上昇となりました。

○プレミアム・ブランド企業の決算動向では、旅行かばん・時計・宝石類の製造・販売を手掛けるフランスのコングロマ
リット（複合企業）が市場予想を上回る4-6月期決算を発表しました。一方、米自然食品スーパーマーケットチェーンは市
場予想を下回る4-6月期決算を発表しました。

※MSCI世界株式指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を
変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○基準価額は、Aコースは1.52％の上昇、Bコースは1.63％の上昇となりました。

○株価が上昇した主な銘柄は、ナイキやフィナンシエール･リシュモンなどでした。一方で、株価が下落した主な銘柄は
スターウッド・ホテル・アンド・リゾート・ワールドワイドやダイムラーなどでした。

○主な売買では、米自然食品スーパーマーケットチェーンなどの株式を一部売却しました。一方で、米パフォーマンス・
アパレルメーカーや旅行かばん・時計・宝石類の製造・販売を手掛けるフランスのコングロマリットなどの株式を買い増し
しました。

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。 ）
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野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド

○引き続き、プレミアム・ブランドとしての認知度が非常に高く、高品質かつ時代に左右されることのない、プレミアム・ブ
ランド商品やサービスを提供する企業の中から、より高い売上・利益成長力や収益性、強固な財務基盤を有し、経営方
針が明確であり、困難な環境の中でも市場シェアを拡大できる企業に注目していきます。中長期的には、新興国を中心
に旺盛な需要が続くと考えており、新興国での販売を拡大している点に注目して銘柄選別を行なってまいります。

○更に、今後高い成長の可能性を秘め、市場のシェア拡大が見込まれるような、小型のブランド企業へも注目していき
ます。また、M&Aの可能性がある企業にも着目していきます。

○今後も引き続き、新興国市場がプレミアム・ブランド企業の業績を大きくけん引していくものと考えます。また、米国を
はじめとする先進国の景気回復もプレミアム・ブランド企業の業績にプラスになると考えられることから、プレミアム・ブラン
ド企業は相対的に高い成長性と収益性が維持されるものとみています。

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。

2015年8月

(2015年7月31日 現在)

追加型投信／内外／株式

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。）



　

(月次改訂)
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1
Nike Inc-B
ナイキ

アメリカ 耐久消費財・アパレル
運動靴を中心とするスポーツ用品会社。男性、女性、子供向けに、スポーツ用の靴、衣料、
機器、アクセサリーのデザイン、開発、販売を手掛ける。

2
Cie Financiere Richemont-BR A
フィナンシエール･リシュモン

スイス 耐久消費財・アパレル
持株会社であり、子会社を通して高級な宝石類、腕時計、皮製品、筆記具、男女衣料品の
製造･販売を手掛ける。

3
Christian Dior SA
クリスチャン･ディオール

フランス 耐久消費財・アパレル
高級品メーカー。製品は、高級衣服、シャンペン、ワイン、コニャック、蒸留酒、かばん、皮革
製品、香水、化粧品、宝石など。世界各国で製品を販売する。

4
Diageo Plc
ディアジオ

イギリス 食品・飲料・タバコ
アルコール飲料メーカー。ウォッカ、ウイスキー、テキーラ、ジン、ビールなど、幅広いブランド
飲料を販売する。

5
Williams-Sonoma　Inc
ウィリアムズ・ソノマ

アメリカ 小売
台所・家庭用品の小売販売に従事。料理関連用品、家具、家庭用装飾品などを小売店舗、
カタログおよびインターネットで販売する。

6
Daimler AG
ダイムラー

ドイツ 自動車・自動車部品
世界的自動車メーカー。乗用車、トラック、バン、バスなど広範囲にわたる自動車の開発、製
造、販売を手掛ける。

7
L'Oreal‐ORD
ロレアル

フランス
家庭用品・パーソナル
用品

フランスに本拠地を置く世界的な化粧品メーカー。高級ラインではランコム、ヘレナ・ルビンス
タイン等のブランドを有する。

8
Hermes International
エルメス･インターナショナル

フランス 耐久消費財・アパレル
エルメスブランドで、高級ハンドバック、アクセサリー、衣料品のデザイン、製造、販売を手掛
ける。

9
Tiffany & Co
ティファニー

アメリカ 小売 宝石および専門店経営のほか、子会社を通じて商品のデザイン・製造も手がける。

10
Starwood Hotels & Resorts
スターウッド･ホテル･アンド･リゾート･
ワールドワイド

アメリカ 消費者サービス ホテル経営会社で、世界各国で高級ホテルの所有、経営、フランチャイズを展開する。

銘柄 組入銘柄解説国 業種

組入上位10銘柄の解説

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。

（出所）組入上位10銘柄の解説は、ブルームバーグの情報ないしピクテ投信投資顧問株式会社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。

2015年8月

(2015年7月31日 現在)
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