
1/6

追加型投信／海外／株式

（月次改訂）

2015年7月31日
ノムラ　THE　EUROPE

Aコース

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示し
ておりません。

実質外貨比率 2.3%

16.5%

15.1%

14.0%

13.7%

13.1%

24.7%

2.9%

100.0%

純資産比

一般消費財・サービス

金融

ヘルスケア

情報技術

資本財・サービス

その他の業種

その他の資産

合計

業種

業種別配分

株式 97.1%

株式先物 -

株式計 97.1%

その他の資産 2.9%

合計（※） 100.0%

純資産比資産

資産別配分

資産内容 2015年7月31日 現在

・実質外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、投資する外国投資信託の純資産比と当ファンドが保有する外国
投資信託の組入比率から算出しております。

組入上位10銘柄 2015年7月31日 現在

銘柄

NOVO NORDISK A/S-B

AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS

SYNGENTA AG VON NOVARTIS

INGENICO GROUP SA

LUXOTTICA GROUP SPA

INMARSAT PLC

DEUTSCHE BOERSE AG

FRESENIUS SE & CO.KGAA

EXPERIAN PLC

RELX NV

業種

ヘルスケア

情報技術

素材

情報技術

一般消費財・サービス

電気通信サービス

金融

ヘルスケア

資本財・サービス

一般消費財・サービス

合計

4.6%

4.2%

2.9%

2.7%

2.7%

2.6%

2.5%

2.5%

2.4%

2.4%

29.4%

純資産比

組入銘柄数 ：

マンスリーレポート

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：日次）
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運用実績 2015年7月31日 現在

純資産総額 85.6億円

基準価額※ 13,205円

※分配金控除後

●信託設定日  2013年9月18日
●信託期間 　  2024年8月26日まで
●決算日　　　 原則2月、8月の各26日
   （同日が休業日の場合は翌営業日）

32.4%設定来 設定来累計 30 円

2015年2月

2014年8月

2014年2月

-

-

10 円

10 円

10 円

-

-

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

設定来＝2013年9月18日以降

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。

◆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

ファンド

4.0%

1.8%

11.6%

25.0%

騰落率

期間

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年 -

・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、投資する外国投資信託の
純資産比と当ファンドが保有する外国投資
信託の組入比率から算出しております。

200銘柄

・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。

国・地域

デンマーク

スペイン

スイス

フランス

イタリア

イギリス

ドイツ

ドイツ

アイルランド

イギリス

国・地域別配分

イギリス

ドイツ

デンマーク

スイス

フランス

国・地域

その他の国・地域

その他の資産

合計（※）

30.5%

15.8%

9.9%

8.5%

8.1%

純資産比

24.3%

2.9%

100.0%
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（月次改訂）

2015年7月31日
ノムラ　THE　EUROPE

Bコース

資産内容 2015年7月31日 現在

組入上位10銘柄 2015年7月31日 現在

マンスリーレポート

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：日次）
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運用実績 2015年7月31日 現在

設定来累計 30 円

2015年2月

2014年8月

2014年2月

-

-

10 円

10 円

10 円

-

-

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

設定来＝2013年9月18日以降

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。

純資産総額 46.9億円

基準価額※ 14,428円

※分配金控除後

●信託設定日  2013年9月18日
●信託期間 　  2024年8月26日まで
●決算日　　　 原則2月、8月の各26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。

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

ファンド

3.9%

7.1%

16.5%

31.3%

騰落率

期間

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年 -

44.7%設定来

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表示して
おりません。

実質外貨比率 99.2%

16.6%

15.1%

14.1%

13.8%

13.1%

24.8%

2.5%

100.0%

純資産比

一般消費財・サービス

金融

ヘルスケア

情報技術

資本財・サービス

その他の業種

その他の資産

合計

業種

業種別配分

株式 97.5%

株式先物 -
株式計 97.5%

その他の資産 2.5%

合計（※） 100.0%

純資産比資産

資産別配分

・実質外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、投資する外国投資信託の純資産比と当ファンドが保有する外国
投資信託の組入比率から算出しております。

国・地域別配分

イギリス

ドイツ

デンマーク

スイス

フランス

国・地域

その他の国・地域

その他の資産

合計（※）

30.7%

15.9%

9.9%

8.5%

8.1%

純資産比

24.4%

2.5%

100.0%
・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。

銘柄

NOVO NORDISK A/S-B

AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS

SYNGENTA AG VON NOVARTIS

INGENICO GROUP SA

LUXOTTICA GROUP SPA

INMARSAT PLC

DEUTSCHE BOERSE AG

FRESENIUS SE & CO.KGAA

EXPERIAN PLC

RELX NV

業種

ヘルスケア

情報技術

素材

情報技術

一般消費財・サービス

電気通信サービス

金融

ヘルスケア

資本財・サービス

一般消費財・サービス

合計

4.6%

4.2%

2.9%

2.7%

2.7%

2.6%

2.5%

2.5%

2.4%

2.4%

29.6%

純資産比

組入銘柄数 ： 200銘柄

国・地域

デンマーク

スペイン

スイス

フランス

イタリア

イギリス

ドイツ

ドイツ

アイルランド

イギリス

・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、投資する外国投資信託の
純資産比と当ファンドが保有する外国投資
信託の組入比率から算出しております。



◆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

マンスリーレポート

(月次改訂)
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2015年8月

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。）

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。

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。）

ノムラ　THE　EUROPE
Aコース／Bコース

追加型投信／海外／株式

○中国株式市場が不安定な動きとなっていることや、原油を中心に商品価格の下落が続いていることなどから、欧州株式
市場は短期的には値動きの荒い展開となる可能性があります。一方で、ECB（欧州中央銀行）が国債購入を含む大規模な
追加金融緩和策を実施していることや、ユーロ安による企業収益の底上げ効果が期待されることは、欧州市場にとってプラ
ス材料だと考えます。

○当ファンドでは、欧州株式の中でも、サイズ（規模）別に見た場合、中小型に分類される株式を主な投資対象としていく方
針です。欧州経済は、もともと巨大な経済圏を有しており、欧州株式市場を取り巻く経済・政治の不透明感についても緩や
かに改善が期待されます。欧州域内にとどまらず、グローバルな視点で世界市場を取り込む大型株に投資する一方、欧州
経済との関係性が相対的に強い中小型株に投資をすることにより、欧州経済全体の回復を効率的に捉えることを目指して
参ります。

○当ファンドは、欧州の株式へ投資することにより、信託財産の成長を図ることを目指し積極的な運用を行ないます。
（注）投資対象とする外国投資信託の各副投資顧問会社からの情報提供に基づき、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロ
ジーが作成しています。

○基準価額はAコース（為替ヘッジあり）、Bコース（為替ヘッジなし）とも上昇しました。ファンドが投資対象とする外国投資
信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」の株式等組入比率は、月末現在で98.3％とな
りました。

○業種別配分は、一般消費財・サービス、金融、ヘルスケアなどの比率が高めとなりました。国別配分では、イギリス、ドイ
ツ、デンマークなどの比率が高めとなりました。業種別・国別配分などの観点から分散されたポートフォリオの構築を行ない
ました。

○当ファンドでは、力強く業績成長を続け、バリュエーション（投資価値評価）の観点から割安な水準にある銘柄に着目し、
運用を行ないました。

○上位保有銘柄のうち、アマデウスITホールディングなどの値上がりがプラスに寄与し、インマルサットの値下がりがマイナ
スに影響しました。

○欧州株式市場は、ギリシャのユーロ離脱懸念が高まったことなどを背景に、月初は軟調に推移する局面もありましたが、
中旬にかけては、ギリシャ議会が金融支援確保とユーロ残留を目指し財政改革法を可決したことなどを好感し上昇しまし
た。その後は、中国株式市場の急落が嫌気され一時的に下落する場面もありましたが、月間では値上がりとなりました。

○業種別では、ヘルスケア、電気通信サービス、生活必需品を中心に値上がりしました。

○スタイル別では、グロース（成長）株がバリュー（割安）株よりも値上がりしました。

○国別では、デンマーク、オランダ、アイルランドを中心に値上がりしました。



◆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

(月次改訂)
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2015年8月

組入上位10銘柄の解説 2015年7月31日現在

1
Novo Nordisk A/S
ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ

医薬品メーカー。糖尿病のケアに注力し、インシュリンの送達システムとその
他糖尿病治療薬を提供する。止血管理、成長障害、代替ホルモン治療など
の分野も手掛ける。教育・トレーニング資料も提供する。世界で事業を展開す
る。

2
Amadeus IT Holding SA
ｱﾏﾃﾞｳｽITﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

旅行・観光関連企業向けのトランザクション処理会社。航空会社やホテル、鉄
道、クルーズ、フェリー、レンタカー、ツアーオペレーター用のトランザクション
処理業務を手掛ける。

3
Syngenta AG
ｼﾝｼﾞｪﾝﾀ

作物保護製品や種子のメーカー。除草剤、殺虫剤、殺菌剤のほか、穀物、野
菜および花の種子を製造。

4
Ingenico Group SA
ｲﾝｼﾞｪﾆｺ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ

電子決済用ソリューションを提供。販売時点情報管理（POS）やモバイル、オ
ンラインなど、あらゆるチャネルを通じてハードウエア、ソフトウエア、サービス
を手掛ける。スマート端末、決済サービス、モバイル・ ソリューションの3部門を
通じて事業を展開。

5
Luxottica Group SpA
ﾙｸｿﾃｨｶ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

子会社と共に伝統的および意匠物な眼鏡フレームとサングラスの設計、製
造、販売に従事。北米で｢LensCrafter｣名の小売り眼鏡店舗チェーンを運営
する。販売は全世界にわたる。サングラスは｢Sunglass Hut｣名の小売り店舗
チェーンを通じて販売。

6
Inmarsat PLC
ｲﾝﾏﾙｻｯﾄ

通信会社。同社のグローバル・コミュニケーション・サテライト・システムは、全
世界で音声、高速データ・サービスを提供する。顧客は、海運、メディア、石
油、ガス、建設、航空宇宙などの大手企業のほか、政府や援助機関。

7
Deutsche Boerse AG
ﾄﾞｲﾂ証券取引所

機関および個人投資家に対し、取引所のさまざまな情報の提供、および実際
の取引・運営サービスに従事。欧州各取引所での証券の売買に電子取引シ
ステムを提供する。DAX、MDAX、SDAX、XTFなどの指数に加え、先物・オプ
ション取引も提供。

8
Fresenius SE & Co KGaA
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ

グローバル・ヘルスケア・グループ。病院および在宅患者の人工透析関連の
製品とサービスを提供する。製品は、透析、注射、輸血、診断用の機器およ
びシステムのほか、血液分離器、プラズマ・血液用フィルター、栄養補給液、
固形・液状医薬品など。

9
Experian PLC
ｴｸｽﾍﾟﾘｱﾝ

クレジット・マーケティング・サービス会社。大型データベースを運用してクレ
ジットの供与・モニターをするほか、不正行為やクレジットリスクの 小化を支
援する。クレジットスコア、リスク管理、事務処理用アプリケーションなどに関す
る専門家による分析とソリューションの提供、小切手・クレジットカードの事務処
理サービス、消費者向けのクレジット・リポートとスコアの作成などを手掛る。

10
RELX NV
RELX[ﾚﾚｯｸｽ]

メディア持株会社。出版会社および情報提供社を保有する。子会社を通し
て、科学、医学、法律、企業間取引（B to B）業種の専門職を対象に情報誌を
出版する。

組入銘柄 組入銘柄解説

  

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）上位の各組入銘柄に関する「組入銘柄解説」は、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）の情報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。

ノムラ　THE　EUROPE
Aコース／Bコース

追加型投信／海外／株式
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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／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

・出所：NFR&Tの情報に基づき野村アセットマネジメント作成
・上記の各副投資顧問会社は、　　　　　　　　　　　  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。

2015年7月31日

副投資顧問会社
Allianz Global Investors GmbH
Jupiter Asset Management Limited
MFS International (UK) Limited

名称

ファンドの特色

※MSCIオール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、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。

● 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。

● 欧州の株式※1（DR（預託証書）※2を含みます。）を実質的な主要投資対象※3とします。
※1 欧州の株式とは、欧州各国の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外（日本を除き、新興国を含みます。）の企業の株式を指します。

※2 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。

※3 「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。

● ファンドは投資する外国投資信託において、為替ヘッジを行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。

● 各々以下の円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」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。

● 通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」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
決定することを基本とします。

※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。

● 運用にあたっては、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。

・投資顧問会社が、欧州の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州の株式の運用において優れていると

判断した運用会社を選定します。なお、一部の副投資顧問会社において、買い建てによるロング・ポジションだけでなく、売り建てによる
ショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう場合があります。

・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する
信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。

■外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ（クラスA、クラスB)」の主な投資方針について■

・欧州の株式※1（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、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。

※1 欧州の株式とは、欧州各国※2 の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外（日本を除き、新興国を

含みます。）の企業の株式を指します。

※2 当面は、MSCI オール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス構成国とします。

・投資対象資産の通貨には、ユーロおよび欧州先進国通貨のほか、欧州域外の先進国通貨（日本円を除く）、新興国通貨が含まれます。なお、

新興国通貨建ての外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売りユーロを買う為替取引を行ないます。

・クラスA は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

・クラスB は、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行ないません。

ファン ド 投 資 対 象

Aコース
（為替ヘッジあり）

（外国投資信託）ノムラ・マルチ・マネージャーズ ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ－クラスA
（国内投資信託）野村マネー マザーファンド

Bコース
（為替ヘッジなし）

（外国投資信託）ノムラ・マルチ・マネージャーズ ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ－クラスB
（国内投資信託）野村マネー マザーファンド

● 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。

● 欧州の株式※1（DR（預託証書）※2を含みます。）を実質的な主要投資対象※3とします。
※1 欧州の株式とは、欧州各国の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外（日本を除き、新興国を含みます。）の企業の株式を指します。

※2 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。

※3 「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。

● ファンドは投資する外国投資信託において、為替ヘッジを行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。

● 各々以下の円建ての外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」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。

● 通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」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
決定することを基本とします。

※通常の状況においては、「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。

● 運用にあたっては、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。

・投資顧問会社が、欧州の株式の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の定性評価を重視し、欧州の株式の運用において優れていると

判断した運用会社を選定します。なお、一部の副投資顧問会社において、買い建てによるロング・ポジションだけでなく、売り建てによる
ショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう場合があります。

・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の状況を絶えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する
信託財産の配分比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。

■外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ（クラスA、クラスB)」の主な投資方針について■

・欧州の株式※1（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、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。

※1 欧州の株式とは、欧州各国※2 の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外（日本を除き、新興国を

含みます。）の企業の株式を指します。

※2 当面は、MSCI オール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス構成国とします。

・投資対象資産の通貨には、ユーロおよび欧州先進国通貨のほか、欧州域外の先進国通貨（日本円を除く）、新興国通貨が含まれます。なお、

新興国通貨建ての外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売りユーロを買う為替取引を行ないます。

・クラスA は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

・クラスB は、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行ないません。

■外国投資信託「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ（クラスA、クラスB)」の主な投資方針について■

・欧州の株式※1（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、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。

※1 欧州の株式とは、欧州各国※2 の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外（日本を除き、新興国を

含みます。）の企業の株式を指します。

※2 当面は、MSCI オール・カントリー・ヨーロッパ・インデックス構成国とします。

・投資対象資産の通貨には、ユーロおよび欧州先進国通貨のほか、欧州域外の先進国通貨（日本円を除く）、新興国通貨が含まれます。なお、

新興国通貨建ての外貨建資産に投資を行なった場合は、原則として当該資産にかかる通貨を売りユーロを買う為替取引を行ないます。

・クラスA は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

・クラスB は、組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行ないません。

ファン ド 投 資 対 象

Aコース
（為替ヘッジあり）

（外国投資信託）ノムラ・マルチ・マネージャーズ ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ－クラスA
（国内投資信託）野村マネー マザーファンド

Bコース
（為替ヘッジなし）

（外国投資信託）ノムラ・マルチ・マネージャーズ ・ファンドⅢ－ヨーロピアン・エクイティ－クラスB
（国内投資信託）野村マネー マザーファンド
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ファンドの特色

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/

＜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]

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
株式の価格下落や、当該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。
※ファンドの基準価額の変動要因には、この他にも、債券価格変動リスクなどがあります。
※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／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

● ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

● 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングができます。

● 原則、毎年2月および8月の26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、原則として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。

≪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36年8月26日まで（平成25年9月18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
●決算日および 年2回の決算時（原則、2月および8月の26日。休業日の場合は 独自に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0.864％（税抜年0.80％）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。 ○実質的にご負担いただく信託報酬率　　

●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 　　　　　　　　年1.964％程度（税込）
差し引いた価額 ＊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 「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。 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
※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。 算出したものです。

●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 ◆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、
休業日に該当する場合または12月24日である場合には、原則、 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
ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。 関する租税等がお客様の保有期間中、
・ロンドン証券取引所　　　・ロンドンの銀行 その都度かかります。
・フランクフルト証券取引所　　・フランクフルトの銀行 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、
・ルクセンブルグの銀行 事前に料率・上限額等を示すことができません。

●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 ◆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

（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 （ご換金時、スイッチングを含む）

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 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

課税されません。なお、税法が改正された場合などには、内容が 応じて異なりますので、表示することができません。

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 ※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。

ください。


