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マンスリーレポート

投資信託組入配分と月間騰落率 2015年7月31日 現在

投資信託 主要投資対象純資産比運用会社 純資産比

コール・その他

合計 合計100.0% 100.0%
1.1% 1.1%コール・その他-

各組入投資信託の騰落率は、ハッピーライフファンドの騰落率の計算に合わせるため、原則、1営業日前の基準価額を基に計算しています。

月間騰落率

-

-

運用実績 2015年7月31日 現在

・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）
●信託設定日  2006年9月25日
●信託期間　   無期限
●決算日        原則　8月29日
 （同日が休業日の場合は翌営業日）純資産総額 11.1億円

基準価額※ 12,757 円

※分配金控除後
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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

-0.9%

5.7%

11.4%

51.1%

騰落率

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

-0.8%

5.4%

11.4%

47.3%

30.0%設定来 設定来累計 215 円26.9%

設定来＝2006年9月25日以降
※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。

35.1%国内株式

外国株式 16.0%

国内債券
および

外国債券
47.8%

ストラテジック・バリュー・オープンF
リサーチ・アクティブ・オープンF
SMAM・ニューαファンドF
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F
シュローダー日本ファンドF
野村RAFI®日本株投信F
ノムラ・ジャパン・オープンF

7.6%
6.8%
6.7%
4.9%
3.7%
3.3%
1.1%
1.1%

野村アセットマネジメント
野村アセットマネジメント
三井住友アセットマネジメント
キャピタル・インターナショナル
アライアンス・バーンスタイン
シュローダー・インベストメント・マネジメント
野村アセットマネジメント
野村アセットマネジメント

ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF
野村海外株式ファンドF
ノムラ－コロンビア米国株バリュー・ファンドF
MFS 欧州株ファンドF
ノムラ－ジャナス・インテック海外株式ファンドF

3.9%
3.1%
2.5%
1.7%
1.6%

LM・米国債券コア・プラスF

ノムラ－インサイト欧州債券ファンドF
ノムラ海外債券ファンドF
メロン米国コア・プラス債券ファンドF
ノムラ日本債券オープンF
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF

9.6%
8.2%
7.3%
6.4%
4.4%
3.2%

野村アセットマネジメント
野村アセットマネジメント
BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン
野村アセットマネジメント
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
野村アセットマネジメント
野村アセットマネジメント

野村アセットマネジメント
MFSインベストメント・マネジメント

東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF 1.6%東京海上アセットマネジメント
NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド－米国株FC 0.6%野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー

シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC
パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル（除く日本）総合債券FC 2.9%

2.1%
パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッド
シュローダー・インベストメント・マネジメント

0.0%
0.5%
1.4%

-1.6%
-0.4%
0.2%
1.7%

-0.3%
0.0%
0.5%

-0.2%
0.7%
1.3%

1.7%
1.2%
0.7%
0.1%
1.6%
0.9%

-0.1%
1.4%

0.7%
0.5%

シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF 0.5%シュローダー・インベストメント・マネジメント -0.0%
UBS海外株式ファンドF 0.4%ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント -1.1%

ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ（ケイマン） － 海外債券ファンド F 2.0%ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 1.0%

追加型投信／内外／資産複合

◆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 0.5% 1.0%

NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC 1.7%ブラックロック・ジャパン 1.5%



● ハッピーライフファンドは、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応できるよう、リスク水準が異なると考えられる
3本のファンドから構成されています。

◆株25、株50
安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。

◆株100
信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

● ハッピーライフファンドは、投資家のリスク選好度の違いやライフ・スタイルの変化に対応できるよう、リスク水準が異なると考えられる
3本のファンドから構成されています。

◆株25、株50
安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。

◆株100
信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

ファンドの特色

マンスリーレポート
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ハッピーライフファンド
（ライフプラン積立て向け）

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。

追加型投信

◆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 「東証株価指数（TOPIX）」とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指数化し、株価の変動を表わすものであり、昭和43年1月4日を基準時とし、その基準時の時価総額を
100として昭和44年7月から株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）が公表しています。東証株価指数（TOPIX）は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公
表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標
の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。
※2 「MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国) (円ヘッジベース)」は、MSCI KOKUSAI Index (MSCI World Index ex Japan )（現地通貨ベース）をもとに、委託会社（運用の権限委託先を含みます。以下
この欄において同じ。）が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI KOKUSAI Index (MSCI World Index ex Japan )に関する著作権、およびその他知的所有権はMSCIに帰属しております。また、
MSCIは、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。
※3 「バークレイズ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）」は、「バークレイズ・グローバル総合インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。「バークレイズ・グローバル総
合インデックス」は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社（バークレイズ）が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、世界の投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデッ
クスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
（注）資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託者において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行ないます。

株25

株50

株100
国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券、世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券
を主要投資対象とします。

国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券、世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証
券、国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券および世界の債券を実質的な投資対象とする投資
信託証券を主要投資対象とします。

資産クラス 指数

国内株式 東証株価指数（TOPIX）※1

外国株式 MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)※2

国内債券および
外国債券

バークレイズ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）※3

● ファンドは、複数の投資信託証券（ファンド）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

● 「ハッピーライフファンド」を構成するファンド間でスイッチングができます。
● 原則、毎年8月29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、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。

● ファンドが投資対象とする投資信託証券および実質的に投資する資産クラス別の基準配分比率（純資産に対する比率）は以下の通りです。

・ 長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づ

き、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
・ 図中のリスク・リターンの関係を表す点（ 印）は、一般的

なリスクとリターンのトレード・オフ関係（リスクの低いポートフ
ォリオの場合は高いリターンは期待できない、逆に期待リター
ンが高いポートフォリオは、リスクも高い。）を示したイメージ図
であり、ハッピーライフファンドを構成するファンド間のリターン
やリスクの順位関係等を保証するものではありません。

・ 長期的な資産クラス間のリターン・リスク関係の変化に基づ

き、国内株式と外国株式の比率を見直すことがあります。
・ 図中のリスク・リターンの関係を表す点（ 印）は、一般的

なリスクとリターンのトレード・オフ関係（リスクの低いポートフ
ォリオの場合は高いリターンは期待できない、逆に期待リター
ンが高いポートフォリオは、リスクも高い。）を示したイメージ図
であり、ハッピーライフファンドを構成するファンド間のリターン
やリスクの順位関係等を保証するものではありません。

● 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社（NFR&T）に、運用の指図に関する権限の一部を委託し＊、NFR＆Tが優れていると判断した指
定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券
については適宜見直しを行ないます。

＊NFR&Tおよび野村アセットマネジメントの組織再編について
NFR&Tは、平成27年10月1日(予定)にリテール運用関連事業を分割し、野村アセットマネジメント株式会社が当該事業を承継します。これに伴い、同日以降は、運用の指図に関する権限の
一部の委託は行ないません。同日以降は、NFR&Tが投資信託証券の評価等をし、運用に関する助言を行ない、それに基づき、野村アセットマネジメント株式会社が運用を行ないます。
また、組織再編に関し、ファンドの投資方針には何ら変更はありません。

● 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

● 資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。
◆資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ファンドは基準配分比率に、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターンを掛け合わせたものをベンチマーク

とします。
・ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、基準配分比率から各々「程度」をとった比率とします。
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＜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/

マンスリーレポート

ハッピーライフファンド
（ライフプラン積立て向け）

投資リスク

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。

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券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、金利変動等による当該債券の価格下落や、当該株式の発行会社および当
該債券の発行体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

◆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

≪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。

【当ファンドに係る費用】

ハッピーライフファンド・株25 ハッピーライフファンド・株50 ハッピーライフファンド・株100

（ライフプラン積立て向け） （ライフプラン積立て向け） （ライフプラン積立て向け）

ありません。

＜スイッチング時＞ありません。

年1.25％±年0.10％程度（税込） 年1.35％±年0.15％程度（税込） 年1.70％±年0.15％程度（税込）

◆信託財産留保額
（ご換金時、スイッチングを含む）

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。

【お申込メモ】

ハッピーライフファンド・株25 ハッピーライフファンド・株50 ハッピーライフファンド・株100

（ライフプラン積立て向け） （ライフプラン積立て向け） （ライフプラン積立て向け）

●信託期間 無期限（平成18年9月25日設定）

●決算日および収益分配 年1回の決算時（原則8月29日。休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。

●ご購入価額 ご購入申込日の翌々営業日の基準価額

●ご購入単位 1万円以上10万円以下で1円単位（当初元本1口=1円）　　　　　　　※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。

●ご換金価額 ご換金申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額

●スイッチング 「ハッピーライフファンド」を構成するファンド間で１円以上１円単位でスイッチングが可能です。

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（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。

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。

※ご購入のお申込者の制限：販売会社との間で、ファンドについて1回あたりの払込金額を指定し、その払込金額をもって、定期的にファンドを買付ける契約により積立てを行なう
投資者等に限るものとします。

※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

◆その他の費用・手数料

●課税関係

１万口につき基準価額に0.25％の率を乗じて得た額

◆ご購入時手数料

○実質的にご負担いただく信託報酬率◆運用管理費用

　　（信託報酬）

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、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がお客様の保有

期間中、その都度かかります。

ファンドの純資産総額に年0.7236％(税抜年0.67％）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応

じてかかります。

ファンドの純資産総額に年0.8856％(税抜年0.82％）の率を

乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

※ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について、NFR&Tが算出したものです。こ

の値は、平成27年5月22日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。



◆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

（月次改訂）
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先月の市場動向

 2015年8月

注）野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーによるコメント

マンスリーレポート

ハッピーライフファンド・株50
（ライフプラン積立て向け）

先月の運用経過（注1）               （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 (2015年7月31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。）

（注1）資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託者において、原則としてファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行ないます。＜　＞内はベンチマー
ク。
国内株式 ＜東証株価指数（TOPIX）＞月間の騰落率は、前月の 終営業日の前営業日から、当月の 終営業日の前営業日までの期間について計測をしています。
外国株式  ＜MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)＞月間の騰落率は、前月の 終営業日の前々営業日から、当月の 終営業日の前々営業日までの
期間について計測をしています。
世界債券  ＜バークレイズ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）＞月間の騰落率は、前月の 終営業日の前々営業日から、当月の 終営業日の前々営業日までの期間につ
いて計測をしています。（ただし日本債券の部分のみは前月の 終営業日の前営業日から、当月の 終営業日の前営業日までの期間について計測をしています。）
(注2)　ここでいう「リスク特性」とは、株式ファンドなら投資する株式の割安度や規模の分布（投資スタイルとも言われます）や業種の配分など、債券ファンドなら金利変動に対する感応度
や信用格付の分布など、各ファンドの値動きに影響を与える特徴的な要因をいいます。

○月間のファンドの騰落率は+0.54％となり、ベンチマークを0.43ポイント下回りました。ベンチマークに対する超過収益を
資産クラス別にみると、外国株式、世界債券がプラスに寄与した一方、国内株式はマイナス要因となりました。
○投資信託証券のフルインベストメント（高位組入）を維持し、月末にかけて基準配分比率に近づけるよう、リバランス（資産
配分の修正）を行ないました。

○国内株式：　ポートフォリオ全体のリスク特性がベンチマークからかい離しないようにすることを意識し、ポートフォリオ全
体に大きな変更は行ないませんでした。ベンチマークに対する超過収益では、「キャピタル・インターナショナル・ジャパン・
エクイティ・ファンドF」が主なマイナス要因となりました。

○外国株式：　ポートフォリオ全体のリスク特性がベンチマークからかい離しないようにすることを意識し、ポートフォリオ全
体に大きな変更は行ないませんでした。ベンチマークに対する超過収益では、「ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファン
ドF」が主なプラス要因となりました。

○世界債券：　ポートフォリオ全体のリスク特性がベンチマークからかい離しないようにすることを意識し、ポートフォリオ全
体に大きな変更は行ないませんでした。ベンチマークに対する超過収益では、「ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF」が主
なプラス要因となりました。

以下のように、定性的に高く評価した複数のファンドを中心に、リスク分散を考慮して投資することで、多くの運用者の資産
運用スキルを効率よく活用することを目指します。
１）  各投資対象ファンドについて「ファンドの運用目標を中長期的に安定して達成する可能性」を定性的に評価します。
２）  各投資対象ファンドの「リスク特性」（注2）を定量的に分析します。
３）  定性的に高く評価したファンドを中心に組み入れ、かつポートフォリオ全体としてのリスク特性がベンチマークと大きくか
け離れないよう、組入ファンドの投資比率の調整を行ないます。

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。

追加型投信／内外／資産複合

○国内株式市場は、ギリシャのユーロ離脱懸念が高まったことや、中国株式市場が急落したことなどを背景に、投資家のリ
スク回避姿勢が強まったことから、上旬、軟調に推移しました。その後は、ギリシャ議会が財政改革法を可決したことや、為
替が米ドルに対し円安基調で推移したことを背景に、企業業績の改善期待が高まったことなどから上昇し、月間では値上
がりとなりました。

○外国株式市場は、ギリシャが国民投票で財政緊縮策を拒否したことを受け、同国のユーロ離脱懸念が高まったことなど
から、上旬、軟調に推移しました。その後は、ギリシャ議会が金融支援確保とユーロ圏への残留を目指し財政改革法を可
決したことなどから上昇しましたが、月間では値下がりとなりました。

○世界債券市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げが先送りされるとの見通しが強まったことなどから月初よ
り堅調に推移しました。その後は、ギリシャ情勢に対する楽観や中国株の上昇から逃避需要が弱まり、売られる場面もあり
ましたが、原油価格の下落などからインフレ見通しが後退し、月間では値上がりとなりました。



2015年7月31日 現在

国内株式 グレード

ファンド名 ： レーティング 定性コメント

ノムラ・ジャパン・オープンＦ Ａ：☆☆☆☆

野村アセットマネジメント

リサーチ・アクティブ・オープンＦ Ａ：☆☆☆☆

野村アセットマネジメント

ストラテジック・バリュー・オープンF Ａ：☆☆☆☆

野村アセットマネジメント

野村ＲＡＦＩ®日本株投信F Ａ：☆☆☆☆

野村アセットマネジメント

シュローダー日本ファンドF (Ａ:☆☆☆☆)

シュローダー・インベストメント・マネジメント

アライアンス・バーンスタイン・
日本バリュー株投信Ｆ

Ａ：☆☆☆☆

アライアンス・バーンスタイン

SMAM・ニューαファンドF  設定後
６ヵ月未満

三井住友アセットマネジメント

キャピタル・インターナショナル・
ジャパン・エクイティ・ファンドF

Ａ：☆☆☆☆

キャピタル・インターナショナル

様々な業界で市場シェアや競争力等が高いと判断される銘柄に投資。2015年6月に主運用者交代の影
響を精査するためウォッチ付与。追加調査の結果、新主運用者は10年超に亘る豊富な日本株の調査・
運用経験を有している点、ポートフォリオを構築するプロセスは明確で経済合理性も高いと考えられる点
等を確認し、一定の品質を有していると判断、2015年7月にウォッチを解除した。

高い資本効率性の中長期的な維持・向上が期待される中大型株を中心に投資。ここ数年、運用体制が
安定・強化されチームとしての質が高まってきていると考えられる点、成長株銘柄委員会を中心とした組
織的な調査・検討手法の信頼性が向上したと判断される点をプラス評価。一方、リサーチの更なる差別
化推進や運用者自身の裁量に基づく投資判断の精度向上は引き続き課題と考えられる。

資産・収益の信頼性や潜在力が高い割安銘柄に分散投資する。主運用者は20年超の豊富な運用経験
を有している点、社内の充実した調査情報を効率よく活用しつつ、独自の判断基準で銘柄選択するプロ
セスが確立し、その信頼性が高い点をプラス評価。ただし、同種ファンドを合算した運用資産は大きく増
加しており、流動性の制約に伴うポートフォリオ特性等への影響を注視する必要がある。

割安度と成長性を評価して付加価値獲得を狙う。主運用者が15年超の日本株運用経験年数を有してい
る点や、独自の観点で情報収集や分析を行なう能力が高い点に加え、これまで講じてきた種々の運用改
善策により、主運用者に対するサポート体制に厚みが増してきている点をプラス評価。一方、ポートフォリ
オ構築時に必ずしも流動性リスクを十分に考慮していると言い難い点をマイナス評価。

リサーチ・アフィリエイツ社が提唱するファンダメンタル・インデックス手法に基づき運用する。同社とのコ
ワーク体制が確立している点や、同手法に基づく運用は再現性・透明性が高く、個別銘柄のウェイト決定
に株価指標を用いないなど独自性も高い点をプラス評価。一方、当ファンドの運用経験が短いチームメ
ンバーも多く、運用者の負担がやや重いと考えられる点をマイナス評価。

3名の運用者とアナリスト各々の独自裁量によりポートフォリオを構築するマルチ・マネージャー運用。
チームメンバーが豊富な調査・運用経験を有する点、多角的な投資アイデアを生むためにグローバルに
議論を行なう仕組みが整備されている点をプラス評価。一方、2014年に入り運用資産は急増、今後更に
増加した際にポートフォリオ特性の変化や運用成果へ影響がないか十分に注意が必要。

グローバル共通のバリュースタイルに基づき銘柄選択を行なう。独自のバリュー投資哲学に則った規律
ある運用プロセスが確立し一貫性・再現性が高いと思われる点、企業の長期的な潜在収益力に着目した
分析手法により、多面的で質の高い調査が期待できる点をプラス評価。一方、長期の評価を重視するあ
まり企業の短期的な業績動向等への対応が必ずしも十分とは言い難い点をマイナス評価。

企業の外部環境変化への対応力等に着目して幅広い銘柄に投資。主運用者は割安型や絶対収益型
等の戦略を含む約18年にわたる豊富な運用経験を有している点、意図せざるリスクを抑え、多くの投資
アイデアをきめ細かくポートフォリオに反映する運用手法が確立していると考えられる点をプラス評価。一
方、投資判断は主運用者の裁量が高く、キーマンリスクが非常に高い点をマイナス評価。

◆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

[　野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの投資対象ファンドの定性評価について　]
各投資対象ファンドの「中長期に安定してファンドの運用目標を達成する可能性」を判定しています。 ● 評価手法……①体制、②プロセス、③情報開示の３つの側面から多面的に
分析を行い、複数のファンドアナリストにより評価を行います。 ● グレード・レーティング……10段階（☆☆☆☆☆＋～☆）でレーティングを行います。星が多いほどまた同じ星の数で
あればプラスが付与されているファンドほど定性評価が高いことを示します。更に、対象ファンドの将来性に対するＮＦＲ＆Ｔの見通しを表すため、レーティングに合わせて６段階のグ
レード（高い方から順に、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆ）を付与します。また、評価の方向性を示す補助レーティングとしてポジティブ・ウォッチ／ネガティブ・ウォッチ／ウォッチを付与する場合があり
ます。（将来的にレーティング引き上げの可能性があるが、一部確認すべき事項が残されている場合にはポジティブ・ウォッチ、将来的にレーティング引き下げの可能性がある場合には
ネガティブ・ウォッチ、大きなイベント等により現在の評価に重大な影響が見込まれるものの、詳細不明で評価困難な場合にはウォッチをそれぞれ付与します。）設定後６ヵ月以上経過し
たファンドについてグレード・レーティングを付与します。６ヵ月を経過していないファンドについては、当該ファンドと共通のマザーファンドに投資をする別のファンドのグレード・レーティン
グを参考までに（カッコ）付きで表示します。 ● 定性コメント……各ファンドについての、ファンドアナリストによる定性評価コメントを記載しています。コメントの構成は、基本的に、①

ファンドの特色、②定性評価上のプラス点、③同マイナス点の順序で記載しています。

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーによるファンド評価一覧表

ご参考資料

（月次改訂）

ハッピーライフファンド
（ライフプラン積立て向け）

5/7

（出所）野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー

2015年8月

追加型投信

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7月31日 現在

グレード

： レーティング 定性コメント

Ａ：☆☆☆☆

Ａ:☆☆☆☆

Ａ：☆☆☆☆

Ａ:☆☆☆☆

Ａ:☆☆☆☆

Ａ：☆☆☆☆

Ｂ:☆☆☆＋

Ａ：☆☆☆☆

副投資顧問会社 グレード /
レーティング

定性コメント

Ａ：☆☆☆☆

(ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ･ｳｫｯﾁ)

米国株式を主要投資対象とする。多様なバックグラウンドを持つ経験豊富なアナリストが調査を行なう点、
規律ある運用プロセスが構築されている点をプラス評価。一方、2015年4月に行なわれた体制変更後の運
用状況を確認したところ、投資判断の迅速化は確認されるものの、新体制が期待通りに機能するかは引き
続き疑問が残ることから、2015年6月にネガティブ・ウォッチを付与。

Manning & Napier Advisors,
Inc.

主に欧州地域の株式へ投資。運用の外部委託先であるスレッドニードル社に関して、①主要運用チーム
メンバーの10年超の豊富な運用経験、②マクロビューの決定においては多面的な角度からの議論がチー
ム横断的に行なわれており、プロセスの信頼性が高い点をプラス評価。一方、チームメンバーの3割程度
は過去数年内に加入しており、今後チームに定着するのか慎重に見る必要がある。

自社開発計量モデルによる米国株運用。当ファンドの運用を担当するチームでは、計量運用やデータ解
析等の専門人材を多数擁している点や、近年のモデル改良がスピード感を持って積極的かつ継続的に
行なわれており、他社との差別化要素が高いと思われる点をプラスに評価。一方、パフォーマンス分析に
関して、モデルで捉えきれない市場要因の影響が小さいとは言えず、改善の余地がある。

東京海上・スレッドニードル欧州株式
ファンドF

MFS欧州株ファンドF

ＭＦＳインベストメント・マネジメント

東京海上アセットマネジメント

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント

 NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド
－米国株FC

UBS海外株式ファンドF

豪州、香港、シンガポール、ニュージーランドの株式を中心に投資。運用者及びチームメンバーが10年を
超す調査・運用経験を有している点や、複数の情報を活用することで多面的な銘柄評価が行なわれてい
る点をプラス評価。一方、国やセクターの配分比率に関して、ベンチマークに対するかい離にリスク管理
上の制約を設けているものの、管理の基準や運営方法に甘さが残る点をマイナス評価。

日本を除く世界の株式を投資対象とする。2名の共同運用者の20年近くの豊富な運用経験、社内のグ
ローバルに配置されたアナリストをチームが活用可能な点をプラスに評価。一方、重点調査銘柄を絞り込
んで銘柄選択するチーム・メンバーによる調査・分析プロセスの信頼性に懸念が出てきた点をマイナスに
評価。2015年3月に定性評価をＡ（☆☆☆☆）からＢ（☆☆☆＋）へ引き下げた。

シュローダー・アジア・パシフィック
株式ファンドＦ
シュローダー・インベストメント・マネジメント

ゴールドマン・サックス・アメリカン・
オープンＦ
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

野村アセットマネジメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資する。運用の外部委託先であるウエリントン社に関し、社内リ
ソースを効率的に活用した調査手法を構築し、市場動向に対し柔軟性の高い運用を心掛けている点をプ
ラスに評価。一方、運用者に不測の事態が生じた場合のバックアップ体制が不安材料である点をマイナス
に評価。

米国株式を主要投資対象とする。運用の外部委託先であるコロンビア社では、50名強の社内アナリストに
よる豊富な調査情報を活用できる体制が構築されている点、現在のチーム体制へ移行後は運用体制の
安定感が増してきている点をプラス評価。一方、キーマンリスクが高い点、新たな投資機会の発掘という観
点では改善の余地がある点をマイナス評価。

日本を除く世界の株式を投資対象とし、計量モデルによる銘柄選択とそのリバランスで超過収益を狙う。
運用の外部委託先であるインテック社は、経営資源を一つの運用モデルに集中できる体制となっている
点、数学的手法を用いた運用モデルは他社との差別性が高い点はプラス。一方、モデルが十分な成果を
出すのに必要される期間がかなり長期である点は懸念。

（注）ファンドは、マネージャー・オブ・マネージャーズ形式で運用を行ないます。ＮＦＲ＆Ｔでは、マネージャー・オブ・マネー
ジャーズ形式で運用を行なうファンドについても、他の投資対象ファンドと同様の選定基準（当ページ上部ご参照）に基づき、
副投資顧問会社毎に定性評価を行ないます。下記の副投資顧問会社は、資料作成時現在のものであり、投資顧問会社の投
資判断その他の理由により、適宜増減および入替が行なわれる可能性があります。

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー

主として欧州の証券取引所に上場されている株式に投資。アナリストのモチベーションを高める仕組みが
構築されている点や個別銘柄の分析・評価結果に対して、様々な角度からのチェックによって確信度を高
める工夫がされている点をプラスに評価。一方で、リサーチ・ユニバースを350銘柄程度まで絞り込むプロ
セスが明瞭とは言えない点をマイナスに評価。

外国株式
ファンド名

野村海外株式ファンドF

野村アセットマネジメント

ノムラージャナス・インテック
海外株式ファンドF
野村アセットマネジメント

ノムラ－コロンビア米国株
バリュー・ファンドＦ

◆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

（出所）野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー

[　野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの投資対象ファンドの定性評価について　]
各投資対象ファンドの「中長期に安定してファンドの運用目標を達成する可能性」を判定しています。 ● 評価手法……①体制、②プロセス、③情報開示の３つの側面から多面的に分
析を行い、複数のファンドアナリストにより評価を行います。 ● グレード・レーティング……10段階（☆☆☆☆☆＋～☆）でレーティングを行います。星が多いほどまた同じ星の数であ
ればプラスが付与されているファンドほど定性評価が高いことを示します。更に、対象ファンドの将来性に対するＮＦＲ＆Ｔの見通しを表すため、レーティングに合わせて６段階のグレード
（高い方から順に、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆ）を付与します。また、評価の方向性を示す補助レーティングとしてポジティブ・ウォッチ／ネガティブ・ウォッチ／ウォッチを付与する場合があります。
（将来的にレーティング引き上げの可能性があるが、一部確認すべき事項が残されている場合にはポジティブ・ウォッチ、将来的にレーティング引き下げの可能性がある場合にはネガ
ティブ・ウォッチ、大きなイベント等により現在の評価に重大な影響が見込まれるものの、詳細不明で評価困難な場合にはウォッチをそれぞれ付与します。）設定後６ヵ月以上経過した
ファンドについてグレード・レーティングを付与します。６ヵ月を経過していないファンドについては、当該ファンドと共通のマザーファンドに投資をする別のファンドのグレード・レーティング
を参考までに（カッコ）付きで表示します。 ● 定性コメント……各ファンドについての、ファンドアナリストによる定性評価コメントを記載しています。コメントの構成は、基本的に、①ファ

ンドの特色、②定性評価上のプラス点、③同マイナス点の順序で記載しています。

野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーによるファンド評価一覧表

6/7

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。

ご参考資料

ハッピーライフファンド
（ライフプラン積立て向け）

追加型投信

（月次改訂）

2015年8月



2015年7月31日 現在

国内債券および外国債券 グレード

ファンド名 ： レーティング 定性コメント

ノムラ海外債券ファンドＦ Ｂ:☆☆☆＋

野村アセットマネジメント

ノムラーインサイト欧州債券ファンドF Ａ：☆☆☆☆

野村アセットマネジメント

ノムラ日本債券オープンＦ Ｂ:☆☆☆＋

野村アセットマネジメント

ゴールドマン・サックス・世界債券
オープンF

Ａ：☆☆☆☆

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント (ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ･ｳｫｯﾁ)

NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファン
ドFC

 設定後
６ヵ月未満

ブラックロック・ジャパン

ＬＭ・米国債券コア・プラスＦ Ｂ：☆☆☆＋

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

メロン米国コア・プラス債券ファンドF Ａ：☆☆☆☆

ＢＮＹメロン･アセット･マネジメント･ジャパン

 ｳｴﾘﾝﾄﾝ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
(ｹｲﾏﾝ)-海外債券ﾌｧﾝﾄﾞF

Ａ：☆☆☆☆

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル
ピー

シュローダー・グローバルボンド・ファン
ドFC

 設定後
６ヵ月未満

シュローダー・インベストメント・マネジメント

ﾊﾟｲｵﾆｱ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ(除く日本)総合債券FC

 設定後
６ヵ月未満

パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミテッド

米国の公社債を主要投資対象とする。運用の外部委託先であるスタンディッシュ・メロン社の米国債券市
場を幅広くカバーする充実した運用体制、高い銘柄選択能力、バランスの取れた総合的な戦略策定能
力等をプラスに評価している。なお、金利戦略において使用する定量モデルを現在改良中であり、改良
の着眼点は明確になっているものの、その動向を注視している。

世界の投資適格債を主要投資対象とする。グローバルな運用体制及び多面的なリサーチや相対価値分
析に基づく投資手法をプラス評価。一方、 近では一部の戦略にリスクが偏り、損失の要因になるなど、
戦略策定及びリスク配分手法に対する信頼性低下が懸念されると判断し、2015年2月に「ネガティブ・
ウォッチ」を付与して今後の動向を注視する。

米国の公社債を主要投資対象とする。外部委託先であるウエスタン社において投資対象セクターごとに
充実した人員配置が行なわれている点、ポートフォリオ全体のリスク水準に配慮しつつ、クレジットリスクの
取り方において市場環境に応じた柔軟性が一層向上してきている点をプラスに評価。一方で、市場流動
性リスクを管理するインフラの活用方法等に改善の余地が残る点をマイナスに評価。

欧州諸国の現地通貨建債券を主要投資対象とする。実質的な運用を行なうブラックロック社の運用チー
ムメンバーが経験豊富で安定している点、常に新たな投資機会を見出す努力を行ない、実際に付加価
値獲得に結び付けている点をプラス評価。一方、運用チームリーダーが退社した場合に、同等の投資判
断の質が維持できるかどうか疑問が残る点はマイナス評価。

世界各国の投資適格債券を主要投資対象とする。運用者の豊富な運用経験をきめ細かく反映した定量
モデルが構築されていることや、各投資機会に対して効率的に資金配分する工夫がなされている点をプ
ラスに評価。一方で、 近の金融規制を受けて市場の流動性が全般的に低下する中、モデルの主要部
分である逆張り戦略の収益変動が高まる懸念があると思われる点をマイナスに評価。

世界各国の債券を主要投資対象とする。主運用者のマクロ戦略を中心とした豊富な運用経験に加え、
同社のセクターチームからの情報が活用できること、またポジションの構築に際してきめ細かなリスク管理
を行なっている点をプラスに評価。一方で、投資判断の決定は主運用者の裁量が大きいため、キーマン
リスクが存在すること、また、チームとしての活動年数がまだ短い点をマイナスに評価。

世界各国の債券を主要投資対象とする。個別アルファ戦略とベースポートフォリオを分離することで、責
任の所在が明確になっている点、きめ細かなポジション管理が行なわれ、戦略毎にロスカット水準を設け
るなど、損失の拡大を防ぐ工夫が行なわれている点をプラスに評価。一方、現在の運用体制やプロセス
を構築したリーダーの影響力は大きく、キーマンリスクが存在する点をマイナス評価。

欧州諸国の現地通貨建債券を主要投資対象とする。運用の外部委託先であるインサイト社の運用担当
チームの主要メンバーが経験豊富で安定している点、幅広い超過収益獲得手段を有し、市場の局面に
合わせて柔軟な投資判断が行なわれている点をプラス評価。一方、運用担当チームリーダーが退社した
場合に、同等の投資判断の質が維持できるかどうか疑問が残る点はマイナス評価。

日本の公社債を主要投資対象とする。金利戦略を担当する主運用者の豊富な経験に裏打ちされた明確
な投資戦略をプラス評価。一方、主運用者のバックアップ体制に懸念が残ることに加え、クレジットアナリ
ストの減員が継続しており、調査対象銘柄数並びに調査件数の減少が懸念される点をマイナス評価。

世界各国の投資適格債券を主要投資対象とする。社内エコノミストや海外拠点運用スタッフからの情報
提供など、豊富な社内リソースを活用できる運用体制が構築されている点をプラスに評価。一方、基本戦
略を策定する委員会のメンバーやクレジット戦略策定チームの責任者及びその他メンバーが交代するな
ど運用体制変更が相次いでいる点はマイナス評価。

◆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

[　野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーの投資対象ファンドの定性評価について　]
各投資対象ファンドの「中長期に安定してファンドの運用目標を達成する可能性」を判定しています。 ● 評価手法……①体制、②プロセス、③情報開示の３つの側面から多面的に
分析を行い、複数のファンドアナリストにより評価を行います。 ● グレード・レーティング……10段階（☆☆☆☆☆＋～☆）でレーティングを行います。星が多いほどまた同じ星の数で
あればプラスが付与されているファンドほど定性評価が高いことを示します。更に、対象ファンドの将来性に対するＮＦＲ＆Ｔの見通しを表すため、レーティングに合わせて６段階のグ
レード（高い方から順に、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆ）を付与します。また、評価の方向性を示す補助レーティングとしてポジティブ・ウォッチ／ネガティブ・ウォッチ／ウォッチを付与する場合があり
ます。（将来的にレーティング引き上げの可能性があるが、一部確認すべき事項が残されている場合にはポジティブ・ウォッチ、将来的にレーティング引き下げの可能性がある場合には
ネガティブ・ウォッチ、大きなイベント等により現在の評価に重大な影響が見込まれるものの、詳細不明で評価困難な場合にはウォッチをそれぞれ付与します。）設定後６ヵ月以上経過し
たファンドについてグレード・レーティングを付与します。６ヵ月を経過していないファンドについては、当該ファンドと共通のマザーファンドに投資をする別のファンドのグレード・レーティン
グを参考までに（カッコ）付きで表示します。 ● 定性コメント……各ファンドについての、ファンドアナリストによる定性評価コメントを記載しています。コメントの構成は、基本的に、①

ファンドの特色、②定性評価上のプラス点、③同マイナス点の順序で記載しています。
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（出所）野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー

追加型投信

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。


