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(月次改訂)

2015年7月31日

追加型投信／海外／株式

（アジアブランド株式 Aコース）

ノムラ・アジア・コレクション

資産内容 2015年7月31日 現在

中国 21.8%

韓国 15.0%

インド 11.4%

香港 10.8%

台湾 9.3%

その他の国・地域 25.7%

その他の資産 6.0%

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。

運用実績 2015年7月31日 現在

通貨別配分（為替ヘッジ前）

・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。

資本財 14.3%

銀行 9.1%

自動車・自動車部品 8.0%

食品・飲料・タバコ 5.6%

その他の業種 51.7%

その他の資産 6.0%

合計 100.0%

純資産比業種

業種別配分

消費者サービス 5.2%

銘柄 業種

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 運輸 2.5%

HDFC BANK LIMITED 銀行 2.4%

HYUNDAI GREENFOOD CO LTD 食品・生活必需品小売り 2.3%

KANGWON LAND INC 消費者サービス 2.2%

SHENG SIONG GROUP LTD 食品・生活必需品小売り 2.2%

S-1 CORPORATION 商業・専門サービス 2.2%

MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・自動車部品 2.1%

HENGAN INTL GROUP CO LTD 家庭用品・パーソナル用品 2.0%

AIA GROUP LTD 保険 2.0%

WASION GROUP HOLDINGS LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.0%

21.7%

純資産比

組入銘柄数  ： 89 銘柄

国・地域

香港

インド

韓国

韓国

シンガポール

韓国

インド

中国

香港

ケイマン諸島（英領）

・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

香港・ドル 36.2%

韓国・ウォン 15.1%

インド・ルピー 11.1%

台湾・ドル 9.6%

シンガポール・ドル 7.2%

その他の通貨 20.8%

純資産比通貨

米ドル売り円買い
為替ヘッジ比率

98.4%

マンスリーレポート

・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：日次）

34.0%設定来

2015年6月

2015年3月

2014年12月

2014年9月

2014年6月

190 円

160 円

160 円

250 円

190 円

設定来累計 2,170 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

-9.6%

-0.9%

-1.7%

27.4%

騰落率

設定来＝2011年12月16日以降

純資産総額 7.2億円

基準価額※ 11,105 円

※分配金控除後

●信託設定日 2011年12月16日
●信託期間 　 2021年12月7日まで
●決算日　原則3、6、9、12月の各7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。

1ヵ月 -3.2%
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(月次改訂)

2015年7月31日

（アジアブランド株式 Bコース）

ノムラ・アジア・コレクション

資産内容 2015年7月31日 現在

中国 21.8%

韓国 15.0%

インド 11.4%

香港 10.8%

台湾 9.3%

その他の国・地域 25.7%

その他の資産 6.0%

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。

運用実績

香港・ドル 36.2%

韓国・ウォン 15.1%

インド・ルピー 11.1%

台湾・ドル 9.6%

シンガポール・ドル 7.2%

その他の通貨 20.8%

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。

資本財 14.3%

銀行 9.1%

自動車・自動車部品 8.0%

食品・飲料・タバコ 5.6%

その他の業種 51.7%

その他の資産 6.0%

合計 100.0%

純資産比業種

業種別配分

消費者サービス 5.2%

銘柄 業種

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 運輸 2.5%

HDFC BANK LIMITED 銀行 2.4%

HYUNDAI GREENFOOD CO LTD 食品・生活必需品小売り 2.3%

KANGWON LAND INC 消費者サービス 2.2%

SHENG SIONG GROUP LTD 食品・生活必需品小売り 2.2%

S-1 CORPORATION 商業・専門サービス 2.2%

MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・自動車部品 2.1%

HENGAN INTL GROUP CO LTD 家庭用品・パーソナル用品 2.0%

AIA GROUP LTD 保険 2.0%

WASION GROUP HOLDINGS LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.0%

合計 21.7%

純資産比

組入銘柄数： 89 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

香港

インド

韓国

韓国

シンガポール

韓国

インド

中国

香港

ケイマン諸島（英領）

追加型投信／海外／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

マンスリーレポート

・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：日次）

115.7%設定来

2015年6月

2015年3月

2014年12月

2014年9月

2014年6月

600 円

600 円

600 円

530 円

440 円

設定来累計 5,470 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

-5.9%

4.0%

18.5%

102.9%

騰落率

設定来＝2011年12月16日以降

純資産総額 145.9億円

基準価額※ 14,671 円

※分配金控除後

●信託設定日 2011年12月16日
●信託期間 　 2021年12月7日まで
●決算日　原則3、6、9、12月の各7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。

1ヵ月 -2.0%
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(月次改訂)

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。

◆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

マンスリーレポート
追加型投信／海外／株式

（アジアブランド株式 Aコース／Bコース）

ノムラ・アジア・コレクション

3/9

2015年8月

先月の投資環境

○ 先月のMSCI AC アジア（除く日本）指数（税引後配当込み、現地通貨ベース）※の月間騰落率は-4.49％となりました。

○ アジアの株式市場は、月初、上昇して始まったものの、ギリシャのユーロ離脱観測が浮上したことや、中国本土株が同国の景
気減速懸念や信用取引の規制強化に伴う需給悪化懸念などから急落したことを受けて、下落となりました。その後、中国政府に
よる株価下支え策が相次いで発表されたことや、米国の利上げ先送り観測の広がり、ユーロ圏首脳がギリシャ金融支援で基本合
意したことなどが好感され反発したものの、利益確定の売りや欧米株の下落を受けて上値の重い展開となりました。月末にかけて
は、中国株の再調整を受けて下落し、月間でも下落となりました。

○ 国・地域別では、景気の減速懸念や本土株の調整が嫌気された中国や、干ばつなどによる国内景気の鈍化懸念が高まった
タイを中心に下落しました。

○ セクター別では、エネルギー、素材セクターなどが下落しました。

○ 為替市場では、対円では、香港ドル、インドネシア・ルピア、インド・ルピー、フィリピン・ペソ、マレーシア・リンギットが上昇（円
安）、それ以外の投資対象通貨が下落（円高）となりました。対米ドルでは、香港ドルがほぼ変わらず、それ以外の投資対象通貨
は下落（米ドル高）しました。

※MSCI AC アジア（除く日本）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。

○ 保有銘柄のうち、中国の自動車・自動車部品株やタイのエネルギー株の下落がマイナスに影響しました。

○ 月間の主な売買:　良好な業績が見込まれる台湾の小売株や中国の医薬品株を買い付けた一方、利ざやの縮小が懸念され
たインドネシアの銀行株や割高感が強まりつつあった韓国の商業・専門サービス株の売却を行ないました。

○ 各コースの基準価額（分配金再投資）の月間騰落率は次の通りとなりました。
【Aコース】　　-3.17％
【Bコース】　　-1.99％

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  （2015年8月3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。）

○ 投資環境
　米国を中心とした世界経済の緩やかな回復が見込まれる中で、米国では2015年の利上げ時期が注視されております。一方、
日本や欧州では当面金融緩和政策の継続が予想されることから、世界的な長期金利上昇は限定的なものに留まると想定されま
す。
　アジアの一部の国では景気の減速傾向が見られますが、アジア諸国の内需は、中期的には所得水準の向上を背景に堅調さを
維持すると見込んでおります。中国では、経済成長のペースは鈍化傾向にありますが、中国人民銀行（中央銀行）による利下げ
や不動産抑制策の見直しなどを通じて、景気の下支えを図ると共に、国有企業改革などの構造改革を通じた中長期的な競争力
の強化を図っております。韓国では人口高齢化や円安・ウォン高に伴う輸出競争力の低下が経済におよぼす悪影響が懸念され
る一方で、増配等による株主重視の資本政策への転換を受けて株式評価見直しの動きが注目されます。インドでは、足元企業
収益の鈍化が確認されておりますが、中長期的にはモディ政権による構造改革や金利低下等による回復が期待されます。
　アジア企業の一株当たり利益成長率は2015年で7％程度の増益と見込まれます（市場予想ベース、7月末時点）。一方、アジア
株式のバリュエーション（投資価値評価）は、MSCI AC アジア（除く日本）指数（7月末時点）で見て実績PBR（株価純資産倍率）
が約1.5倍、実績PER（株価収益率）が約12.7倍と、過去5年平均と比べるとやや割安な水準にあり、中長期的には株価の上昇余
地が大きいと見ています。

○ 運用方針
　アジアにビジネス基盤を置き、高い競争力を背景にアジアの成長をけん引・享受する企業の株式に投資します。「商品・サービ
ス力」、「コスト管理力」、「事業展開力」の観点で競争力を評価すると共に、マクロ環境や個別企業の収益環境、株価のバリュ
エーションなどについても考慮し、組入銘柄を選定し、投資することを基本とします。



(月次改訂)

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。

◆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

マンスリーレポート
追加型投信／海外／株式

（アジアブランド株式 Aコース／Bコース）

ノムラ・アジア・コレクション

4/9

（出所）Bloombergの情報を基に野村アセットマネジメントが作成。
（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。

組入上位10銘柄の解説 2015年7月31日現在

2015年8月

1
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
エス・アイ・ティー・シー・インターナショナ
ル・　ホールディングス

海運サービス会社。コンテナ船輸送、貨物輸送、通関業務、船舶代理店、船舶仲介な
どのサービスを提供。アジアで事業を展開する。

2
HDFC BANK LIMITED
HDFC銀行

商業銀行。グローバルな企業に金融サービスを提供｡ コーポレートバンキングおよびカ
ストディ業務を行うほか、トレジャリー、キャピタルマーケット部門における業務にも注
力。アドバイザリー業務ならびに､国際預託証書 (GDR)､ユーロ建て融資、ユーロ建て
債券などのマネーマーケット商品の販売も手掛ける。

3
HYUNDAI GREENFOOD CO LTD
現代グリーンフード

小売・卸売り業者。旅行サービス、不動産リースも提供。子会社を通じて、物流、ホテル
経営を手掛ける。

4
KANGWON LAND INC
カンウォン・ランド

カジノ、ホテルを運営。廃坑開発、ゲーム・娯楽施設建設も手掛ける。ライセンスに基づ
き、ゲームテーブルやスロットマシーンを国内外の顧客向けに提供。

5
SHENG SIONG GROUP LTD
シェン・ション・グループ

小売販売会社。シンガポールで食料品チェーンを運営。冷蔵生鮮食品、シーフード、
肉、野菜、加工・包装済・保存食品のほか、化粧品、生活用品などの雑貨も提供。

6
S-1 CORPORATION
エスワン

セキュリティシステムサービス会社。家庭・ビジネス・金融機関・自動車用セキュリティー
システムの設置、メンテナンス、販売に従事。警備、システム統合、構造安全性分析
サービスも手掛ける。

7
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
マルチ・スズキ・インディア

自動車メーカー。インド国内の平均所得層をターゲットとした自動車をスズキ（日本）と
共同で製造、販売。

8
HENGAN INTL GROUP CO LTD
ハンアン・インターナショナル

生理用品、乳児用紙おむつなどの家庭向け衛生用品メーカー。子会社を通じて中国
で製品を製造、販売。ブランド名はAnerle。

9
AIA GROUP LTD
AIAグループ

生命保険および金融サービス会社。個人・企業向け生命保険、傷害疾病保険、年金プ
ランならびに健康管理サービスを提供。

10
WASION GROUP HOLDINGS LTD
ワション・グループ・ホールディングス

電力計メーカー。電子電力計やデータ収集端末を製造する。発電所、電力会社および
エンドユーザー間の電力伝送測定に使用される三相・単相電力計を製造。電力管理ソ
フトウェアの開発も手掛ける。

銘柄 組入銘柄解説



(月次改訂)

2015年7月31日
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ノムラ・アジア・コレクション
（短期アジア現地通貨建て債券 Aコース）

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／海外／債券

運用実績 2015年7月31日 現在

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。

2015年6月

2015年3月

2014年12月

2014年9月

2014年6月

75 円

75 円

75 円

75 円

75 円

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

設定来累計 1,050 円-7.1%設定来

設定来＝2011年12月16日以降

純資産総額 2.0 億円

基準価額※ 8,319円

※分配金控除後

・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。

期間

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

ファンド

-1.5%

-4.7%

-5.0%

騰落率

1年 -9.5%

3年 -7.9%

資産内容 2015年7月31日 現在

国・地域別配分

純資産比

インド

韓国

タイ

フィリピン

インドネシア

国・地域

その他の国・地域

その他の資産

合計

23.0%

15.8%

10.5%

3.5%

31.2%

0.0%

16.0%

100.0%

通貨別配分（為替ヘッジ前）

インドルピー

韓国ウォン

米ドル

タイバーツ

フィリピンペソ

インドネシアルピア

その他の通貨

通貨

31.2%

23.0%

15.9%

15.8%

10.5%

3.9%

-0.3%

純資産比

・ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債
券等(現金を含む）の各特性値（ 終利回り、
直利、デュレーション）を、その組入比率で加
重平均したもの。現地通貨建。また格付の場
合は、現金等を除く債券部分について、ランク
毎に数値化したものを加重平均しています。
・デュレーション：金利がある一定割合で変動
した場合、債券価格がどの程度変化するかを
示す指標。
・格付はS&P社、ムーディーズ社などの格付
機関の高い方の格付によります。
・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産
が保有している有価証券に係る信用格付を
加重平均したものであり、当該投資信託受益
証券に係る信用格付ではありません。

「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」の資産内容「ノムラ・アジア・コレクション
（短期アジア現地通貨建て債券
Aコース）」の組入配分 ポートフォリオ特性値

4.4%

2.1年

3.8%

平均デュレーション

平均直利

平均 終利回り

平均格付 A-

組入銘柄数 14 銘柄

運用実績の推移

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

11/12 12/06 12/12 13/06 13/12 14/06 14/12 15/06

0

25

50

75

100

基準価額(分配金再投資)

基準価額

（億円）

純資産
（右軸）

（左軸）

（ 設定日前日＝10,000として指数化：日次）

◆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。

銘柄 償還日 純資産比

INDIA GOVERNMENT BOND 2016/4/12

THAILAND GOVERNMENT BOND 2019/6/13

KOREA TREASURY BOND 2017/3/10

KOREA TREASURY BOND 2017/9/10

POWER FINANCE CORP LTD 2019/12/9

17.3%

13.0%

12.0%

11.0%

7.5%

60.8%合計

クーポン

7.590%

3.875%

3.500%

2.750%

8.520%

「組入上位銘柄」

・国・地域は原則発行国・地域で区分して
おります。

マンスリーレポート

●信託設定日 2011年12月16日
●信託期間 　 2016年12月7日まで
●決算日　原則3、6、9、12月の各7日
　（同日が休業日の場合は翌営業日）

格付

BBB-

A-

AA-

AA-

BBB-

米ドル売り円買い
為替ヘッジ比率

102.0%

組入配分

ノムラ・カレンシー・ファンド－
アジアン・ボンド・ファンド

野村マネー　マザーファンド

その他の資産

合計

ファンド

98.5%

0.5%

1.0%

100.0%

純資産比



(月次改訂)

2015年7月31日
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ノムラ・アジア・コレクション
（短期アジア現地通貨建て債券 Bコース）

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／海外／債券

運用実績 2015年7月31日 現在

・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。

資産内容 2015年7月31日 現在

国・地域別配分

純資産比

インド

韓国

タイ

フィリピン

インドネシア

国・地域

その他の国・地域

その他の資産

合計

23.0%

15.8%

10.5%

3.5%

31.2%

0.0%

16.0%

100.0%

通貨別配分

インドルピー

韓国ウォン

米ドル

タイバーツ

フィリピンペソ

インドネシアルピア

その他の通貨

通貨

31.2%

23.0%

15.9%

15.8%

10.5%

3.9%

-0.3%

実質通貨比率

・ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債
券等(現金を含む）の各特性値（ 終利回り、
直利、デュレーション）を、その組入比率で加
重平均したもの。現地通貨建。また格付の場
合は、現金等を除く債券部分について、ランク
毎に数値化したものを加重平均しています。
・デュレーション：金利がある一定割合で変動
した場合、債券価格がどの程度変化するかを
示す指標。
・格付はS&P社、ムーディーズ社などの格付
機関の高い方の格付によります。
・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産
が保有している有価証券に係る信用格付を
加重平均したものであり、当該投資信託受益
証券に係る信用格付ではありません。

「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」の資産内容

ポートフォリオ特性値

4.4%

2.1年

3.8%

平均デュレーション

平均直利

平均 終利回り

平均格付 A-

組入銘柄数 14 銘柄

◆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

「ノムラ・アジア・コレクション
（短期アジア現地通貨建て債券
Bコース）」の組入配分

純資産比

17.3%

13.0%

12.0%

11.0%

7.5%

60.8%

「組入上位銘柄」

・国・地域は原則発行国・地域で区分して
おります。

マンスリーレポート

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。

2015年6月

2015年3月

2014年12月

2014年9月

2014年6月

75 円

75 円

75 円

75 円

75 円

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

設定来累計 1,050 円45.9%設定来

設定来＝2011年12月16日以降

純資産総額 0.7 億円

基準価額※ 13,360円

※分配金控除後

・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。

期間

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

ファンド

-0.5%

-0.7%

0.2%

騰落率

1年 9.3%

3年 43.4%

運用実績の推移

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

11/12 12/06 12/12 13/06 13/12 14/06 14/12 15/06

0

10

20

30

40

基準価額(分配金再投資)

基準価額

（億円）

純資産
（右軸）

（左軸）

（ 設定日前日＝10,000として指数化：日次）

※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。

●信託設定日 2011年12月16日
●信託期間 　 2016年12月7日まで
●決算日　原則3、6、9、12月の各7日
　（同日が休業日の場合は翌営業日）

銘柄 償還日

INDIA GOVERNMENT BOND 2016/4/12

THAILAND GOVERNMENT BOND 2019/6/13

KOREA TREASURY BOND 2017/3/10

KOREA TREASURY BOND 2017/9/10

POWER FINANCE CORP LTD 2019/12/9

合計

クーポン

7.590%

3.875%

3.500%

2.750%

8.520%

格付

BBB-

A-

AA-

AA-

BBB-

組入配分

ノムラ・カレンシー・ファンド－
アジアン・ボンド・ファンド

野村マネー　マザーファンド

その他の資産

合計

ファンド

98.7%

0.2%

1.2%

100.0%

純資産比



○Aコースの月末の基準価額は、前月末比129円下落し、8,319円となりました。
（主なマイナス要因）保有する韓国ウォンが対米ドルで下落したこと

○Bコースの月末の基準価額は、前月末比68円下落し、13,360円となりました。
（主なマイナス要因）保有する韓国ウォンが対円で下落したこと

※Aコースについては、投資通貨の対米ドルでの為替変動、および米ドル売り・円買いの為替ヘッジコスト等の影響を受けます。Bコースにつ
いては、投資通貨の対円での為替変動の影響を受けます。

(月次改訂)

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。

◆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

マンスリーレポート
追加型投信／海外／債券

2015年8月

当面は、債券価格、為替ともに変動性の高い状態が続く可能性が高いと考えており、特に米国市場との連動性が高いシ
ンガポールや香港は注視しています。低金利環境の長期化観測、グローバル経済成長率の鈍化、流動性を勘案しつつ、
慎重に投資を行ないます。

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。）

ノムラ・アジア・コレクション
（短期アジア現地通貨建て債券 Aコース／Bコース）

7/9

(2015年7月31日　現在)

先月の投資環境

○短期アジアソブリン・準ソブリン債市場(日本を除く)は、現地通貨ベースで概ね下落しました。中国株式市場の続落、ギ
リシャ情勢の先行き不透明感および商品価格安などから市場ではリスク回避姿勢が強まりました。

○アジア通貨（日本円を除く）は対米ドルで概ね下落しました。FRB（米連邦準備制度理事会）のイエレン議長が講演で、
年内の利上げを示唆したことなどを背景とした米ドルの上昇に伴い、アジア通貨は概ね下落しました。

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。）
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ノムラ・アジア・コレクション

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

マンスリーレポート

● 「ノムラ・アジア・コレクション」は、アジアの資産に投資する4本のファンドで構成されています。

●アジアブランド株式 Aコース/Bコース（「アジアブランド株式」といいます。）
◆中長期的な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。
※ファンド名にある「アジアブランド株式」とは、アジアにビジネスの基盤を置き、高い競争力を背景にアジアの成長を牽引・享受する企業の株式を指します。

◆日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式（DR（預託証書）※1を含みます。）等を実質的な主要投資対象※2とします。
※1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替と

して海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「アジアブランド株式 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。

◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性等の観点から、定量的に銘柄群の絞込みを行なった後、商品・サービス力、
コスト管理力、事業展開力等の観点から各企業がもつ競争力について定性判断を行なうことにより、組入銘柄を選別します。

◆ポートフォリオの構築にあたっては、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向、バリュエーション等を総合的に勘案
します。

・株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有する
リンク債等に投資する場合があります。

◆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。
・投資対象市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。

◆Aコースは原則として米ドル売り円ヘッジを行ない、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、2011年11月の当初届出時におけるアジア諸国・地域の通貨の取引にかかる規制や為替ヘッジにかかるコスト、各アジア諸国・地域の通貨と
米ドルとの連動性等を勘案し、米ドル売り円買いの為替予約取引等を行なうことで、対円での為替ヘッジ効果を狙います。

◆マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに、運用の指図に関する権限の
一部を委託します。

◆ファンドは「アジアブランド株式 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。
◆原則、毎年3月、6月、9月および12月の7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、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。

●短期アジア現地通貨建て債券 Aコース/Bコース（「短期アジア現地通貨建て債券」といいます。）
◆インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
◆日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債およびアジア現地通貨建ての国際機関債を

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、外国投資信託や「野村マネー 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。

◆円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザー
ファンド」を投資対象とします。

・投資する外国投資信託において、Aコースは原則として米ドル売り円ヘッジを行ない、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、2011年11月の当初届出時におけるアジア諸国・地域の通貨の取引にかかる規制や為替ヘッジにかかるコスト、各アジア諸国・地域の通貨と
米ドルとの連動性等を勘案し、米ドル売り円買いの為替予約取引等を行なうことで、対円での為替ヘッジ効果を狙います。

◆通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」への投資を中心とします※が、投資比率
には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。

※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。

◆ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
◆原則、毎年3月、6月、9月および12月の7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、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、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。

●「アジアブランド株式」の「Aコース」「Bコース」間、「短期アジア現地通貨建て債券」の「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが
できます。

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 為替ヘッジ手法

Aコース※

（米ドル売り円ヘッジ）

実質組入資産の通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産の純資産総額を米ドル換算

した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。

Bコース

（為替ヘッジなし）
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド 為替ヘッジ手法

Aコース※

（米ドル売り円ヘッジ）

ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度

の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。

Bコース

（為替ヘッジなし）
原則として為替ヘッジを行ないません。

● 「ノムラ・アジア・コレクション」は、アジアの資産に投資する4本のファンドで構成されています。

●アジアブランド株式 Aコース/Bコース（「アジアブランド株式」といいます。）
◆中長期的な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。
※ファンド名にある「アジアブランド株式」とは、アジアにビジネスの基盤を置き、高い競争力を背景にアジアの成長を牽引・享受する企業の株式を指します。

◆日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式（DR（預託証書）※1を含みます。）等を実質的な主要投資対象※2とします。
※1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替と

して海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「アジアブランド株式 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。

◆株式への投資にあたっては、収益性、成長性等の観点から、定量的に銘柄群の絞込みを行なった後、商品・サービス力、
コスト管理力、事業展開力等の観点から各企業がもつ競争力について定性判断を行なうことにより、組入銘柄を選別します。

◆ポートフォリオの構築にあたっては、事業環境、市場環境、流動性、企業収益動向、バリュエーション等を総合的に勘案
します。

・株式や株価指数に係るオプションを表示する証券または証書、投資信託証券および償還金額等が株式の価格や株価指数に連動する効果を有する
リンク債等に投資する場合があります。

◆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。
・投資対象市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の実質組入比率を引き下げる場合があります。

◆Aコースは原則として米ドル売り円ヘッジを行ない、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、2011年11月の当初届出時におけるアジア諸国・地域の通貨の取引にかかる規制や為替ヘッジにかかるコスト、各アジア諸国・地域の通貨と
米ドルとの連動性等を勘案し、米ドル売り円買いの為替予約取引等を行なうことで、対円での為替ヘッジ効果を狙います。

◆マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに、運用の指図に関する権限の
一部を委託します。

◆ファンドは「アジアブランド株式 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。
◆原則、毎年3月、6月、9月および12月の7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、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。

●短期アジア現地通貨建て債券 Aコース/Bコース（「短期アジア現地通貨建て債券」といいます。）
◆インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。
◆日本を除くアジア諸国・地域の現地通貨建ての国債、ソブリン債、準ソブリン債およびアジア現地通貨建ての国際機関債を

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、外国投資信託や「野村マネー 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。

◆円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザー
ファンド」を投資対象とします。

・投資する外国投資信託において、Aコースは原則として米ドル売り円ヘッジを行ない、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、2011年11月の当初届出時におけるアジア諸国・地域の通貨の取引にかかる規制や為替ヘッジにかかるコスト、各アジア諸国・地域の通貨と
米ドルとの連動性等を勘案し、米ドル売り円買いの為替予約取引等を行なうことで、対円での為替ヘッジ効果を狙います。

◆通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」への投資を中心とします※が、投資比率
には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。

※通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド－アジアン・ボンド・ファンド」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。

◆ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
◆原則、毎年3月、6月、9月および12月の7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、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、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。

●「アジアブランド株式」の「Aコース」「Bコース」間、「短期アジア現地通貨建て債券」の「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが
できます。

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 為替ヘッジ手法

Aコース※

（米ドル売り円ヘッジ）

実質組入資産の通貨配分にかかわらず、実質組入外貨建資産の純資産総額を米ドル換算

した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。

Bコース

（為替ヘッジなし）
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド 為替ヘッジ手法

Aコース※

（米ドル売り円ヘッジ）

ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度

の米ドル売り円買いの為替予約取引等を行ないます。

Bコース

（為替ヘッジなし）
原則として為替ヘッジを行ないません。



9/9

　　＜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/

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

「アジアブランド株式」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。
「短期アジア現地通貨建て債券」は、投資信託証券への投資を通じて、債券等に実質的に投資する効果
を有しますので、金利変動等による当該債券の価格下落や、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。

◆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

(月次改訂)

2015年7月31日ノムラ・アジア・コレクション

追加型投信マンスリーレポート

≪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 ・アジアブランド株式 ◆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

  平成33年12月7日まで （平成23年12月16日設定） 定める率を乗じて得た額

・短期アジア現地通貨建て債券 ＜スイッチング時＞

  平成28年12月7日まで（平成23年12月16日設定） 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

●決算日および 年4回の決算時（原則、3月、6月、9月および12月の7日。 ＊詳しくは販売会社にご確認下さい。

　 収益分配 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。 ◆運用管理費用（信託報酬） 【アジアブランド株式】

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 　ファンドの純資産総額に年1.89％（税抜年1.75％）の率を

●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） 　乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

または1万円以上1円単位 【短期アジア現地通貨建て債券】

自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 　ファンドの純資産総額に年0.6264％（税抜年0.58％）の率を
※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。 　乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

●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 　○実質的にご負担いただく信託報酬率　年1.2064％程度（税込）

差し引いた価額 　（注）ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を

●スイッチング 「アジアブランド株式」の「Aコース」「Bコース」間、「短期アジア 　　　　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

現地通貨建て債券」の「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが 　　　　算出したものです。

可能です。 ◆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、
※販売会社によっては、一部または全部のスイ ッチングのお取扱いを行なわない 外貨建資産の保管等に要する費用（アジアブランド株式のみ）、
　場合があります。 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

●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、下記に該当する場合には、 租税等がお客様の保有期間中、その都度かかります。

原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。 ※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

料率・上限額等を示すことができません。

◆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

（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。

●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

（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。

短期アジア
現地通貨建て債券

○申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日
の場合または12月24日である場合
・ニューヨークの銀行 ・ルクセンブルグの銀行
・シンガポールの銀行

アジアブランド株式

○申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日
の場合
・香港取引決済所 ・シンガポール証券取引所
・韓国証券取引所


