
投資者の皆さまへ Monthly Fund Report

信託期間 ： 平成18年11月28日　から　無期限 基　準　日 ：
決算日 ： 毎年5月15日および11月15日（休業日の場合翌営業日） 回次コード ：

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫

当初設定日（2006年11月28日）～2015年7月31日

期間別騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。

（1万口当たり、税引前）

資産クラス別構成

合計

追加型投信／内外／資産複合

コモディティ(12/05) 10円

8.0%

(13/11)
第13期

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リス
クもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書
（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

10円(11/05)

10円

第15期
10円

10円

10円

国内債券

分配金合計額

(12/11)
第11期

コール・ローン、その他

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決
定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの
ではありません。分配金が支払われない場合もあります。

600円

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）

(13/05)

国内リート

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

第6期

第10期 (11/11)

第12期

1

10円
14 100.0%

10.8%
(09/11) 10円 国内株式 3

1 5.0%

27.8%

(10/11) 10円

分配金

440円
資産クラス ファンド数 比率

外国株式 4 41.9%

ファンド
+0.4 % 

外国債券

+104.8 % 
+4.2 % 

+29.6 % 

+7.6 % 
+17.9 % 

+107.8 % 

決算期（年/月）

3.0%
2.8%

+1.4 % 

2015年7月31日
4723

2015年7月31日現在

基準価額 10,774 円
純資産総額 91億円

第1～5期 合計：

第7期 (10/05) 10円

1外国リート

3
第8期
第9期

第17期 800円
設定来： 1,940円

(15/05)

第14期

1

第16期 (14/11)
(14/05) 0.8%
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≪7月の資産クラス別騰落率≫

出所：大和ファンド・コンサルティング

組入ファンド

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

8.0%

1.9% -4.5% 

-0.6% -0.6% +0.2% 東京海上日本債ファンドＭ東京海上アセットマネジメント8.0%
+1.2% +0.6% 

-3.7% 
+2.0% +7.9% 

ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド +0.0% +1.8% +11.8% 
ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド -1.1% 

-3.8% 

国内リート

参考指標：NOMURA-BPI総合 0.2%

2.0%

8.3%
海外株式

+3.5% 

41.9%

+11.7% 
ラザード・エマージング・マーケッツ・エクィティ・ファンド*

MFSインベストメント・マネジメント MFS外国株コア・ファンド +0.6% 

-5.0% ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

ラザード・アセット・マネージメントLLC
ニッセイアセットマネジメント

-8.3% 
28.0%

国内債券
ファンド

参考指標２：JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド

0.2%

-2.0%

海外債券
ファンド 0.7%
参考指標１：シティ世界国債インデックス（除く日本）

資産クラス

海外株式

騰落率

国内株式
ファンド 1.8%

1.4%参考指標：TOPIX（配当込み）

ファンド 6.1%
参考指標：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み） 5.2%

-0.0%ファンド
参考指標１：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み） 0.3%
参考指標２：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み） -6.8%

0.8%
ファンド

コモディティ
ファンド -8.2%
参考指標：ロジャーズ国際コモディティ指数

®
（RICI®

） -8.1%

参考指標：東証REIT指数（配当込み） -1.8%

海外リート

※参考指標１は先進国、2は新興国を対象とした指標です。資産クラス別騰落率は、組入ファンドの基準価額・組入比率を基に計算した概算値となります。
※MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）、シティ世界国債インデックス（除く日本）については、国別指数（現地通貨ベース）、為替レート、国別構成比を基に、MSCIエ
マージング・マーケット・インデックス（配当込み）、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）、ロジャーズ国際コモ

ディティ指数® （RICI® ）については、米ドルベース指数と為替レートを基に大和ファンド・コンサルティングが独自に計算しています。

資産クラス 比率 運用会社名 投資信託証券（ファンド名）
騰落率

1カ月間 3カ月間 6カ月間

+4.0% +12.3% 国内株式 27.8%
10.4% JPモルガン・アセット・マネジメント

10.9% 大和証券投資信託委託

6.4% シンプレクス・アセット・マネジメント J Flag スモールキャップ・ファンド +4.8% +5.9% +13.8% 

ＧＩＭ日本株･ファンド +1.4% +1.3% +16.9% 
ダイワ好配当日本株投信Ｑ +0.5% 

3.0% 大和住銀投信投資顧問 Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ +0.2% 

3.7% ニッセイアセットマネジメント

3.0% ベアリング投信投資顧問 ベアリング外国債券ファンドＭ +2.0% 
+1.0% +6.1% 

4.8% ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

5.0% 大和証券投資信託委託

ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ* -0.0% 
-2.0% 

+1.9% 

3.0% 大和証券投資信託委託 +3.0% -0.2% 
国内リート 5.0%

ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド +6.1% 

※各組入ファンドの組入比率、騰落率は、ライフハーモニー（成長型）における組入資産の評価時点の数値です。

※マザーファンド以外のファンドは「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」ないし「（適格機関投資家専用）」を省略しています。Mは毎月決算、Qは四半期決算。

※上記*のファンド騰落率は、ライフハーモニー（成長型）の基準価額の算出方法に合わせて、円ベースに換算した数値です。

-5.4% -0.2% コモディティ 2.8% 2.8% ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド ダイワ“RICI”ファンド*

国内債券

海外債券 10.8%

-8.2% 

+5.9% 

海外リート 3.0%
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≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

出所：大和ファンド・コンサルティング

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

※資産クラスごとの参考指数の騰落率の計算に当たっては、ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせて計算を行います。（*１）国内株式・債券、海外リート：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しています。（*２）海外株式・債券、コモディティ：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しています。（*３）国内リート:前月の 終営業日から、当月の 終営業日までの期間について
計測しています。

【市況概況】
（国内株式）

7月のTOPIX（東証株価指数、配当込み）は、1.4％の上昇となりました（*1）。
国内株式市場は、月初は6月の日銀短観が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇して始まったものの、ギリシャの

国民投票で緊縮策の受け入れが拒否されたことや中国株式市場の急落などを受けたリスク回避姿勢の高まりから大きく
下落しました。月半ばになると、ギリシャ支援策が基本合意に至ったことや中国株式市場が落ち着きを取り戻したこ
と、国内企業の4-6月期決算発表への期待などから上昇に転じました。月後半には、中国の景気減速に対する警戒感など
を背景に軟調な展開となりましたが、月末には鉱工業生産が市場予想を上回ったことなどを受けて反発しました。
業種別では、空運業、電気・ガス業、食料品などで上昇した一方、鉄鋼、電気機器、機械などは下落しました。

（海外株式）
7月のMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、現地通貨建）はほぼ横ばい、MSCIエマージング・マーケット・イン

デックス（配当込み、現地通貨建）は5.7％の下落となりました（円建ではそれぞれ、0.3％上昇、6.8％下落）（*2）。
先進国株式市場は、月前半は、ギリシャの支援協議が決裂したことや中国株式市場の急落などを受けて下落して始ま

りましたが、ギリシャ支援の合意や中国株式市場がいったん落ち着きを示したことから上昇しました。月後半は、米国
主要企業の決算発表が低調であったことなどから下落しましたが、月末にかけては、米国の早期利上げ観測が後退した
ことなどを受けて値を戻しました。
新興国株式市場は、景気減速への懸念が高まった中国や、格下げ観測が強まったブラジルなどを中心に下落しまし

た。

（国内債券）
7月のNOMURA-BPI総合は、0.2％の上昇となりました（*1）。
国内債券市場は、月初の日銀短観で企業の景況感の改善が確認され、長期金利は上昇（価格は下落）して始まりまし

た。しかし、ギリシャ債務問題への懸念や中国株式市場の急落に伴い投資家がリスクを回避する動きを強めたため、長
期金利は低下（価格は上昇）に転じました。その後、長期金利は、ギリシャ支援に関する合意や中国株式市場の下げ止
まりを受けて一時的に上昇しましたが、国内の景気回復が緩慢であることや原油安によるインフレの沈静化を反映し
て、再び低下に向かいました。期末にかけても良好な需給環境が続き、長期金利は低水準で推移しました。

（海外債券）
7月のシティ世界国債インデックス（除く日本）（現地通貨建）は1.6％の上昇、JPモルガンEMBIグローバル・ダイ

バーシファイド（米ドル建）は0.1％の下落となりました（円建ではそれぞれ、2.0％上昇、0.8％上昇）（*2）。

先進国債券市場は、米国では月初の雇用統計が市場予想を下回ったことに加え、ギリシャ債務問題や中国株式市場の

急落もあり、長期金利は低下（価格は上昇）して始まりました。その後、ギリシャ支援に関する合意や中国株式市場の

下げ止まりを受けて、長期金利は上昇（価格は下落）しました。FRB（米国連邦準備制度理事会）議長が早期利上げを示

唆したことも、長期金利を押し上げました。しかし月後半は、商品市況の下落に伴うインフレ率の落ち着きから、利上

げが先送りされるとの観測が広がり、長期金利は緩やかに低下しました。欧州においても、月末にかけて、長期金利は

緩やかに低下しました。

米ドル建て新興国債券市場は、月前半は、一進一退で推移しました。月後半は、商品市況の下落が続いたことなどを

嫌気して一時急落しました。月末には持ち直し、小幅の下落にとどまりました。

（国内リート）
7月の東証REIT指数（配当込み）は、1.8％の下落となりました（*3）。

国内リート市場は、ギリシャ債務問題や中国株式市場の急落を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、月初より下

落しました。月半ばには、ギリシャが金融支援で債権団と合意したこと、当局の株価対策で中国株式市場が下げ止まっ

たことを受け、上昇に転じました。しかし戻り一巡後は、公募増資や新規上場に加え、外国人の売り越しによる需給関

係の悪化が懸念され、上値を抑えられる展開のまま月末を迎えました。
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≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

出所：大和ファンド・コンサルティング

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

※資産クラスごとの参考指数の騰落率の計算に当たっては、ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせて計算を行います。（*１）国内株式・債券、海外リート：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しています。（*２）海外株式・債券、コモディティ：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しています。

【運用コメント】
月間騰落率：+0.4％

資産配分について、基本資産配分比率に対して以下の変更を行いました。
国内資産では、前月の方針を継続しました。
外国資産では、期待リターンの観点から海外株式を引き上げ、海外債券を引き下げました。
ファンド配分については、投資効率改善のため、海外株式、海外債券において、組入ファンドの比率調整を行いまし

た。

7月のマーケットは、国内株式は4-6月期決算への期待から上昇しました。また、海外債券は商品市況の下落に伴うイ

ンフレ率の落ち着きから、上昇しました。外国為替市場では、対円で米ドルが上昇（円安）し、ユーロが下落（円高）

しました。ライフハーモニー成長型は、純資産総額の約28％を占める国内株式や約3％を占める海外リートなどが上昇

し、基準価額が上昇しました。

国内株式に投資するファンドでは、「J Flag スモールキャップ・ファンド」は、情報・通信業、小売業のオーバーウ
エートに加え、情報・通信業や電気機器などの銘柄選択がプラス寄与し、好調なパフォーマンスとなりました。一方、
「ダイワ好配当日本株投信Q」は、小売業のアンダーウエート、機械のオーバーウエートなどがマイナス寄与し、市場平
均に比べて上げ幅が小さくなりました。

【今後の運用方針】
引き続き成長性を重視した資産配分、組入ファンドの配分を行います。

【市況概況】
（海外リート）

7月のS&P先進国REIT指数（除く日本）（配当込み、米ドル建）は、3.8％の上昇となりました（円建では、5.2％の上

昇）（*1）。

海外リート市場は、米国を中心に上昇しました。米国では、長期金利の低下や住宅関連経済指標の改善などが好感さ

れ、上昇基調が続きました。主要都市のオフィス賃料の上昇など、不動産市況の回復も支援材料となりました。欧州で

は、月初にギリシャ債務問題が嫌気され下落しましたが、支援策で合意した後は上昇に転じました。アジア・太平洋圏

では、前半は中国株式市場の下落が嫌気され軟調でしたが、後半に中国株式市場が落ち着きを取り戻すと反発しまし

た。

（コモディティ）
7月のロジャーズ国際コモディティ指数®（RICI®）（米ドル建）は、9.3％の下落となりました (円建では、8.1％の下

落）（*2）。

商品市況は、原油や金をはじめ、広範な品目にわたって下落しました。原油は、OPEC（石油輸出国機構）が高水準の

生産を維持する中で、中国経済の減速に伴う需要減退が懸念されました。イラン核協議の合意で、供給過剰がさらに進

むとの見方も売り材料となりました。金は、ギリシャへの支援合意で安全資産としての魅力が薄れ、約5年ぶりの安値ま

で売られました。コーンや小麦など穀物は、主要産地での天候回復予想を受け下落しました。

（為替）
7月の外国為替市場は、対円で米ドルは上昇（円安）、ユーロは下落（円高）しました。

米ドルは、月初の米国雇用統計が市場予想を下回り早期利上げ観測が後退すると、売られて始まりました。その後、

ギリシャ支援協議が合意に至り投資家のリスク回避の動きが和らいだことや、FRBにより年内利上げの姿勢が示されたこ

とを受けて、買われる展開となりました。
ユーロは、月初にドイツ長期金利の低下を背景にユーロ安が進行しました。その後、ギリシャ支援協議の合意を受け

て値を戻しましたが、景況感や物価を示す経済指標が市場予想を下回ったため、上値を抑えられる展開となりました。
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≪ベンチマークについて≫

※上記の「ベンチマークについて」は、平成27年1月現在の投資信託証券（指定投資信託証券）のベンチマークについて記載しています。

大和ファンド・コンサルティングによるファンドの評価一覧

出所：大和ファンド・コンサルティング

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

大和ファンド・コンサルティングによるファンド評価

●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。
●MSCI コクサイ・インデックス、MSCI ヨーロッパ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.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 Inc.に帰属します。またMSCI Inc.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。
●NOMURA-BPIとは、野村證券が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-
BPIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績等に関し、一切責任ありません。
●シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCが開発したインデックスです。同指数に対する著作権、知的所有権その他一
切の権利は同社に帰属します。
●JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（JPモルガンEMBIグローバル・ダイ
バーシファイド）とは、JPモルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利
はJPモルガン社に帰属します。
●バークレイズ・US・コーポレート・ハイ・イールド・インデックスは、米国大手証券会社であるバークレイズ社の算出する債券ベンチ
マークで、米ドル建てハイ・イールド債市場のパフォーマンスをあらわすものです。
●S&P先進国REIT指数（除く日本、円換算）の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。
S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

●Daiwa “RICI” Fund（ダイワ“RICI” ファンド）についての注記

「Daiwa “RICI” Fund」はJames Beeland Rogers、 Jim Rogers
®
またはBeeland Interests, Inc.（以下、当注記において、総称して

「Beeland」といいます。）により提供、保証、販売または販売促進されるものではありません。Beelandはファンド購入者、すべての潜
在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対して、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示

的にも、表明または保証するものではありません。BeelandはRogers International Commodity Index
®
の決定、構成、算出において

大和証券投資信託委託株式会社およびその関連会社、またはファンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。Beelandはファ
ンドが発行される時期、価格もしくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に使用さ
れる算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。Beelandはファンドの管理、運営、販売、取引に関して義務また

は責任を負いません。「Jim Rogers
®
」、「Rogers International Commodity Index

®
」および「RICI

®
」は、James Beeland Rogers、Jim

Rogers
®
または Beeland Interests, Inc.のトレードマークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。

シンプレクス・アセット・マネジメント

ダイワ好配当日本株投信Ｑ（*1）

運用会社名

■ ボトムアップ調査の徹底により、一貫して企業の中長期的な成長を探ること
で適切な投資機会を捉えている。
■豊富な経験、知識、運用ノウハウを持つ運用担当者により、多様な投資アイ
デアをもとにベンチマークに捉われず、トータルリターンの獲得が期待でき
る。

■明瞭（めいりょう）な運用プロセスの下、配当等収益の確保に加えて割安度
を重視した銘柄選択を行うための経験、組織体制および対応力を有している。

大和証券投資信託委託

国内株式

ＧＩＭ日本株･ファンド

J Flag スモールキャップ・ファンド

■独自の深い調査による長期業績予想をもとに、豊富な運用経験を持つ運用責
任者と運用チームが合理的な投資判断を行っている。
■厳しい運用環境でも揺らぐことのない運用哲学の下で、投資判断の基軸が保
持されている。JPモルガン・アセット・マネジメント

資産クラス
投資信託証券（ファンド名）

※ファンド名に「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」ないし「（適格機関投資家専用）」が含まれる場合は、省略して表記しています。Mは毎月決算、Qは四半期決算。
*1 このファンドでは、安定的な分配金の実現能力を重視した評価を行っています。
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大和ファンド・コンサルティングによるファンドの評価一覧

出所：大和ファンド・コンサルティング

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

MFSインベストメント・マネジメント

ラザード・エマージング・マーケッツ・エクィティ・ファンド ■豊富な運用経験を持つ運用責任者をはじめとした運用チームでは、新興国の
個別銘柄に影響を与える様々な要素を明確に認識した上で、一貫した運用哲学
に基づく合理的な投資判断が実践されている。これにより、個別銘柄の魅力度
の的確な認識を通じた超過収益の実現が期待される。

国内債券

東京海上日本債ファンドＭ
■明瞭（めいりょう）な投資哲学の下、独自開発の分析モデルを活用したきめ
細かい定量分析と豊富な運用経験を活かした定性分析をバランス良く組み合わ
せた、規律ある運用が実践されている。

東京海上アセットマネジメント

資産クラス
投資信託証券（ファンド名）

大和ファンド・コンサルティングによるファンド評価
運用会社名

MFS外国株コア・ファンド ■一貫した投資哲学により、市場環境に大きく左右されない長期的な銘柄選択
が実践されている。
■ボトムアップ調査による個別企業の分析をベースとしつつ、組入銘柄のきめ
細かい比率調整が行われており、安定的なパフォーマンスが期待できる。

■明快な視点に基づく独自の企業調査を踏まえ、投資対象銘柄の利回り水準の
魅力度と信用力のバランスを踏まえた的確な投資判断と銘柄分散が実践されて
いる。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ラザード・アセット・マネージメントLLC

ニッセイ／ボストン・カンパニー・米国株ファンド
■市場のミスプライスを発掘し積極的なキャピタルゲイン獲得を狙うファンド
と、流動性を考慮しつつ安定的なインカムゲイン獲得を狙うファンドの組み合
せで、市場動向に左右されにくい、安定的かつ高い運用成果が期待できる。

ニッセイアセットマネジメント

■グローバルなリート市場の拡大が予想される中で、調査体制の拡充が図られ
ており、幅広く投資機会をとらえることが期待される。
■アナリストの調査結果をふまえた合理的な投資判断が運用者により実践され
ており、投資機会を的確に発見することが期待される。大和証券投資信託委託

海外債券

ベアリング外国債券ファンドＭ
■豊富な運用経験を持つ運用者が、経済および債券・為替市場を大局的かつ合
理的に分析判断し、投資機会を的確にとらえている。
■運用者は、厳しい投資環境での状況についても深く考察することにより、投
資判断の精度を高めており、充分に検討した投資アイデアを実際の投資行動に
的確に反映している。

ベアリング投信投資顧問

Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ
■明確な運用哲学の下、新興国の債券・為替市場について深い知識と豊富な運
用経験を持つ運用責任者が、合理的な投資判断を行っている。これにより収益
機会を的確に捉えた超過収益の実現が期待される。

大和住銀投信投資顧問

ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ

国内リート

ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド（*2） ■成長過程にあるJ-REIT市場の現状や個別銘柄の特性を充分にふまえた上で、
株式運用経験を活かした明瞭（めいりょう）な投資判断が実践されている。
■銘柄構成の決定に際しては、組入銘柄における投資物件の用途等が偏らない
ように、全体のバランスについての配慮がなされている。大和証券投資信託委託

海外リート

ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド（*2）

海外株式

ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド ■企業の利益成長性を中長期的な視点で調査分析し、投資することでマーケッ
トサイクル全体を通じて安定的に収益を獲得している。
■企業のファンダメンタルズや、株価上昇余地をふまえた適切なポートフォリ
オ運営がなされている。ニッセイアセットマネジメント

※ファンド名に「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」ないし「（適格機関投資家専用）」が含まれる場合は、省略して表記しています。Mは毎月決算、Qは四半期決算。
*2 リートはファンド・オブ・ファンズの仕組み上、投資対象がマザーファンドに限定されるため、ファンド・オブ・ファンズの運用会社である大和証券投資信託委託のマ
ザーファンドが対象となります。
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大和ファンド・コンサルティングによるファンドの評価一覧

出所：大和ファンド・コンサルティング

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪ファンドの目的・特色≫

≪投資リスク≫

※ファンド名に「（FOFs用）（適格機関投資家専用）」ないし「（適格機関投資家専用）」が含まれる場合は、省略して表記しています。Mは毎月決算、Qは四半期決算。
*3 このファンドでは、コモディティ市況を表す指標としての適格性と組み入れ時の投資効果を重視した評価を行っています。

コモディティ

ダイワ“RICI”ファンド（*3）
■ロジャーズ国際コモディティ指数

®
の品目構成は、専門委員会において経済

への重要度を考慮した上で決定されており、継続的にきめ細かい見直しが実施
されている。また、対象品目は幅広くカバーされており、商品市況を表す指標
として適格と考えられる。
■内外の株式、債券、不動産と組み合わせた際に、効果的な価格変動リスクの
低減が期待される。

ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド

資産クラス
投資信託証券（ファンド名）

大和ファンド・コンサルティングによるファンド評価
運用会社名

ファンドの目的 
 

● 内外の株式・債券・リート（REIT）およびコモディティ（商品先物取引等）に投資し、信託財産の着実な成長と安
定した収益の確保をめざします。 

 
ファンドの特色 
 

1． 複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティに投資します。 
2． 「ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）」、「ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファン

ド）（安定型）」、「ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）」の３つのファンドがあります。 
◆ 各ファンド間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。 

3． 資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、株式会社 大和ファンド・コンサルティングの投
資助言を受け、これを行ないます。 

4． 内外の株式・債券・リート（REIT）およびコモディティ（商品先物取引等）を実質的な投資対象とする複数の投
資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。 

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 

● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ
れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し
ます。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 

 
「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、リートの価格変動）」、「商品先物取引等による運用
に伴うリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 
※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 
※ くわしくは「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。 
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※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪ファンドの費用≫
 

（注）「その他の費用・手数料」については、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。 

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。 
※ 手数料等の合計額については、保有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。また、上場不動産

投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 

 

投資者が直接的に負担する費用 

 料率等 費用の内容 

購 入 時 手 数 料 

販売会社が別に定める率 
〈上限〉2.16%（税抜 2.0%） 
スイッチング（乗換え）によ
る購入時の申込手数料につ
いては、販売会社にお問合わ
せください。 

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提
供、取引執行等の対価です。 

信 託 財 産 留 保 額 ありません。 — 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

 料率等 費用の内容 

運 用 管 理 費 用 
（ 信 託 報 酬 ） 

年率 1.2528％ 
（税抜 1.16％） 

運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に
対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用
は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から
支弁します。 

 
投 資 対 象 と す る 
投 資 信 託 証 券 

年率 0％～1.30％ 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。 

実 質 的 に 負 担 す る 
運 用 管 理 費 用 
（平成 27 年 1 月時点） 

（成長型）年率 1.94％±0.20％程度（税込）（実際の組入状況等により変動します。） 
（安定型）年率 1.73％±0.20％程度（税込）（実際の組入状況等により変動します。） 
（分配型）年率 1.69％±0.20％程度（税込）（実際の組入状況等により変動します。） 

そ の 他 の 費 用 ・ 
手 数 料 

（注） 
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取
引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管
する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。 
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≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

 

 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたもの

です。 

 当ファンド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、ご自身でご判断ください。 

 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基

準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではあり

ません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異な

ります。 

 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの

ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは

ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を

示すものではありません。 

 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変

更されることがあります。 

 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも

のではありません。分配金が支払われない場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売会社等についてのお問い合わせ 

► 大和投資信託 フリーダイヤル 0120-106212（営業日の9:00～17:00） 

当社ホームページ   

► http://www.daiwa-am.co.jp/ 
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