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3月17日の当社ファンドの基準価額下落について
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【基準価額下落率5％以上のファンド】

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率
ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） 6,851円 -1,561円 -18.56%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型） 8,219円 -1,872円 -18.55%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型） 8,894円 -1,993円 -18.31%

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） 8,306円 -1,861円 -18.30%

ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） 9,247円 -1,892円 -16.99%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド 11,107円 -2,221円 -16.66%

ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） 2,832円 -566円 -16.66%

ＤＣニッセイ先進国リートインデックス 7,720円 -1,542円 -16.65%

ニッセイブラジル高配当株ファンド（毎月決算型） 2,120円 -382円 -15.27%

ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型）【愛称：さきよみ（資産成長型）】 9,618円 -1,663円 -14.74%

ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（３ヵ月決算型）【愛称：さきよみ】 7,504円 -1,295円 -14.72%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】 8,410円 -1,389円 -14.17%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】 11,889円 -1,956円 -14.13%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジあり）】 8,580円 -1,276円 -12.95%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジあり）】 11,989円 -1,773円 -12.88%

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）【愛称：ＵＳドリーム（毎月）】 4,262円 -594円 -12.23%

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）【愛称：ＵＳドリーム（年２回）】 9,774円 -1,331円 -11.99%

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型） 7,147円 -877円 -10.93%

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 6,138円 -749円 -10.88%

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式 12,892円 -1,534円 -10.63%

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）【愛称：スペース革命】 9,289円 -1,096円 -10.55%

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：スペース革命】 8,400円 -990円 -10.54%

ＤＣニッセイ外国株式インデックス 9,693円 -1,137円 -10.50%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 12,370円 -1,451円 -10.50%

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）【愛称：ラッキー・カントリー（資産成長型）】 6,239円 -724円 -10.40%

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） 2,142円 -248円 -10.38%

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）【愛称：ラッキー・カントリー】 2,834円 -327円 -10.34%

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 8,379円 -935円 -10.04%

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） 9,018円 -1,006円 -10.04%

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）【愛称：スペース革命】 8,722円 -959円 -9.91%

ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）【愛称：スペース革命】 9,716円 -1,067円 -9.90%

ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型） 12,468円 -1,335円 -9.67%

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 8,513円 -909円 -9.65%
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ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） 9,184円 -979円 -9.63%

ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） 1,939円 -200円 -9.35%

ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型）限定為替ヘッジあり 10,644円 -1,073円 -9.16%

ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド 10,823円 -1,063円 -8.94%

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）【愛称：エマージング・セレクト（年２）】 6,808円 -660円 -8.84%

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）【愛称：エマージング・セレクト（成長）】 6,826円 -661円 -8.83%

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド Ｂコース為替ヘッジなし（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 7,470円 -720円 -8.79%

ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン【愛称：１２のどんぐり】 5,599円 -529円 -8.63%

ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし） 8,471円 -793円 -8.56%

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド Ａコース限定為替ヘッジ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 7,142円 -633円 -8.14%

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 3,379円 -295円 -8.03%

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型） 9,119円 -793円 -8.00%

ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり） 8,776円 -760円 -7.97%

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ｂコース（為替ヘッジなし） 8,024円 -665円 -7.65%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド 7,185円 -580円 -7.47%

ＤＣニッセイ新興国株式インデックス 8,240円 -664円 -7.46%

ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型） 7,164円 -577円 -7.45%

ニッセイ・インド厳選株式ファンド 6,919円 -557円 -7.45%

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド－メダリスト－Ａコース（為替ヘッジあり） 8,102円 -634円 -7.26%

ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型） 9,426円 -718円 -7.08%

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 6,342円 -482円 -7.06%

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート)【愛称：ファンドパック５】 8,163円 -599円 -6.84%

ニッセイ世界代表株ファンド 8,820円 -635円 -6.72%

ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型） 7,349円 -445円 -5.71%

ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年２回決算型） 7,349円 -445円 -5.71%

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・為替ヘッジなし）】 8,073円 -481円 -5.59%

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（資産成長型）【愛称：豪州力】 7,553円 -441円 -5.52%

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型）【愛称：豪州力】 3,364円 -195円 -5.48%

ニッセイアジア好配当株式ファンド（年１回決算型） 10,431円 -601円 -5.45%

ニッセイアジア好配当株式ファンド（毎月分配型） 7,238円 -417円 -5.45%

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース）【愛称：アドバンスド・インカム（毎月・通貨プレミアム）】 4,802円 -278円 -5.37%

ニッセイ次世代医療ファンド 10,106円 -564円 -5.29%

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）【愛称：ファンドパック３】 7,687円 -427円 -5.26%
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市場の動向
3月16日の海外株式市場は、大きく下落しました。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）
が15日に緊急利下げおよび量的緩和の再開を発表するなど、各国中央銀行が景気刺激
策を打ち出しているものの、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に収束の兆しが
見えない中で、市場では世界景気の後退懸念が増大しつつあります。投資家心理の悪
化に歯止めがかからず、世界的な株安が加速しました。

※株式・REIT ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
為替 対顧客電信売買相場仲値のデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

3月12日 3月13日 3月16日 3月17日

株式 ＮＹダウ（ドル） 21,200.62 23,185.62 20,188.52 －
対前営業日比 -9.99% 9.36% -12.93% －

フィラデルフィア半導体指数 1,392.11 1,544.26 1,298.78 －
対前営業日比 -10.91% 10.93% -15.90% －

独ＤＡＸ 9,161.13 9,232.08 8,742.25 －
対前営業日比 -12.24% 0.77% -5.31% －

豪州ASX200 5,304.63 5,539.30 5,002.00 －
対前営業日比 -7.36% 4.42% -9.70% －

ブラジルボベスパ 72,582.50 82,677.90 71,168.10 －
対前営業日比 -14.78% 13.91% -13.92% －

Ｓ＆Ｐ ＢＳＥ 100種指数 9,677.35 10,039.47 9,298.47 －
対前営業日比 -8.27% 3.74% -7.38% －

為替 米ドル／円レート（円） 104.60 105.17 106.91 106.60
対前営業日比 -0.27% 0.54% 1.65% -0.29%

ユーロ／円レート（円） 117.87 117.43 118.95 119.08
対前営業日比 -0.72% -0.37% 1.29% 0.11%

豪ドル／円レート（円） 67.72 66.05 65.80 65.08
対前営業日比 -0.53% -2.47% -0.38% -1.09%

ブラジルレアル／円レート（円） 21.70 21.92 22.08 21.30
対前営業日比 -3.90% 1.01% 0.73% -3.53%

インドルピー／円レート（円） 1.43 1.42 1.46 1.45
対前営業日比 0.00% -0.70% 2.82% -0.68%

ＲＥＩＴ ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティリート･ 15,488.88 16,828.90 13,622.01 －
トータルリターン・インデックス 対前営業日比 -10.49% 8.65% -19.06% －
S&P ASX300A-REIT 51,153.75 50,566.79 45,209.35 －
（トータル・リターン、豪ドルベース） 対前営業日比 -6.93% -1.15% -10.59% －
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• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家
の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。

• 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変動リスクもあります）に投資しますので基準価
額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されてお
りません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リス
ク」をご覧ください。

• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、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。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投
資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。

• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券
会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。

• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認
の上ご自身でご判断ください。

[投資者が直接的に負担する費用]
■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）、信託財産留保額 上限0.04％
■換金時・・・信託財産留保額 上限0.3％
[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]
■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.97％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）
■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等で
ご確認下さい。）
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率に
つきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用
における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なり
ますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

＜設定・運用＞

商 号 等：ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第369号

加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター0120-762-506
（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ https://www.nam.co.jp/

【ご投資にあたっての留意点】

【投資信託に関する留意点】

【手数料等】

【当資料に関する留意点】

• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイア
セットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証する
ものではありません。

• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものでは
ありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

• 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。


