
3⽉24⽇の基準価額の下落について

2020年3⽉25⽇

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

回次ｺｰﾄﾞ 3月24日  下落率 5％以上のファンド 基準価額 前日比
前日比
騰落率

海外株式 2711 ダイワ米国株主還元株ファンド 8,331 円 -524 円 -5.9%

2723
ダイワ／ミレーアセット・インド株式ファンド －インドの
匠－

5,363 円 -674 円 -11.2%

3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 2,976 円 -238 円 -7.4%

3101 ダイワ・インド株ファンド (愛称：パワフル・インド) 5,983 円 -995 円 -14.3%

3111 ブラジル株式オープン 6,498 円 -520 円 -7.4%

3232 Ｄ－Ｉ'ｓ 新興国株式インデックス 8,647 円 -461 円 -5.1%

3264
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月
分配型）

1,761 円 -148 円 -7.8%

3313 ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 9,170 円 -488 円 -5.1%

3328 ベトナム株ファンド 7,592 円 -545 円 -6.7%

3829 ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド 6,545 円 -606 円 -8.5%

3834
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ 日本円・コース（毎月分配型）

4,232 円 -254 円 -5.7%

3835
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）

2,141 円 -179 円 -7.7%

3836
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配
型）

1,281 円 -71 円 -5.3%

4719 ダイワ／モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド 7,494 円 -416 円 -5.3%

4749
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス
ファンド

10,081 円 -537 円 -5.1%

4758 ダイワ・インド株式オープン　－ガンジスの恵み－ 6,931 円 -1,158 円 -14.3%

4759 ダイワ・ブラジル株式オープン　－リオの風－ 3,432 円 -261 円 -7.1%

4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 4,796 円 -777 円 -13.9%

4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 4,540 円 -514 円 -10.2%

4819 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド 6,347 円 -472 円 -6.9%

4850 ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド 6,123 円 -489 円 -7.4%

5618 ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 8,451 円 -451 円 -5.1%

5622 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －５つの芽－ 6,047 円 -576 円 -8.7%

5640
ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－
（為替ヘッジあり）

7,098 円 -431 円 -5.7%

5641
ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－
（為替ヘッジなし）

7,104 円 -440 円 -5.8%
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※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

回次ｺｰﾄﾞ 3月24日  下落率 5％以上のファンド 基準価額 前日比
前日比
騰落率

海外株式 5680 メキシコ株ファンド 5,157 円 -376 円 -6.8%

5683
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース

2,917 円 -198 円 -6.4%

5689 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 9,588 円 -511 円 -5.1%

5747
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
株式αコース

2,219 円 -137 円 -5.8%

5748
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
通貨αコース

3,130 円 -196 円 -5.9%

5749
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
株式＆通貨ツインαコース

1,583 円 -94 円 -5.6%

5763
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配
型）

1,842 円 -144 円 -7.3%

5771
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース

5,677 円 -333 円 -5.5%

5774
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース

5,097 円 -304 円 -5.6%

海外債券 3130 インドネシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 4,568 円 -252 円 -5.2%

4815
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配
型）

5,443 円 -320 円 -5.6%

5610
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（年１回決算
型）

10,354 円 -610 円 -5.6%

海外REIT 2724 ダイワ・アジアリート・ファンド（年1回決算型） 9,111 円 -664 円 -6.8%

2736
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジあり）

6,660 円 -368 円 -5.2%

2737
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジなし）

7,527 円 -399 円 -5.0%

2772
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジあり）

6,974 円 -384 円 -5.2%

2773
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジなし）

6,965 円 -370 円 -5.0%

3030
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）
(愛称：世界の街並み)

2,118 円 -115 円 -5.2%

3068 りそな ワールド・リート・ファンド (愛称：フドウさん) 5,284 円 -288 円 -5.2%

3231 Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス 10,053 円 -533 円 -5.0%

3243 優先リート・オープン 6,617 円 -466 円 -6.6%

3263
通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配
型）

1,331 円 -95 円 -6.7%

3318 ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 7,480 円 -397 円 -5.0%

3322
優先リート・オープン（為替ヘッジあり） (愛称：イー
ルド・スター・オープン・円シフト)

6,329 円 -447 円 -6.6%

3716 ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド 11,720 円 -622 円 -5.0%

4711 ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用） 13,348 円 -729 円 -5.2%

5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ 9,872 円 -523 円 -5.0%

5679 ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型） 7,566 円 -550 円 -6.8%

5688 ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 7,197 円 -382 円 -5.0%

5698
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイ
ワＳＭＡ専用）

6,566 円 -356 円 -5.1%
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※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

回次ｺｰﾄﾞ 3月24日  下落率 5％以上のファンド 基準価額 前日比
前日比
騰落率

海外REIT 5699
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイ
ワＳＭＡ専用）

6,501 円 -345 円 -5.0%

5736
通貨選択型ダイワ先進国リートα　通貨セレクト
コース（毎月分配型）

1,386 円 -91 円 -6.2%

海外資産
分散

2764
ＮＷＱグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分
配型 (愛称：ダブルチャンス)

7,195 円 -465 円 -6.1%

3292
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジ
あり

5,606 円 -707 円 -11.2%

3293
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジ
なし

5,729 円 -766 円 -11.8%

3305 オーストラリア・リアルアセット・ファンド 7,070 円 -547 円 -7.2%

3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 5,281 円 -688 円 -11.5%

3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 5,522 円 -717 円 -11.5%

3395 USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） 5,302 円 -662 円 -11.1%

3396 USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） 5,597 円 -667 円 -10.6%

5692
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジ
あり

6,014 円 -807 円 -11.8%

5693
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジ
なし

6,206 円 -815 円 -11.6%
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3⽉20⽇（現地、以下同様）、および23⽇の各国⾦融市場は、多くで⾮常に不安定な推移が続きました。
両⽇とも⽶国株式市場が⼤きく下落したことが、その他の⾦融市場にも悪影響を与えました。⽶国株式市
場の下落要因としては、（1）新型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤に⻭⽌めがかからないこと、（2）
そのため⽶国でも主要な州を含む多くの州で外出禁⽌令が発令され、経済活動の停滞が深刻化するとの懸
念が強まったこと、（3）トランプ政権が打ち出している2兆⽶ドル規模の経済対策が、⺠主党の反対など
で実現に時間を要するとの観測が⾼まったこと、などが挙げられます。

このような状況を受け、20⽇は⽶国リート市場が下落したほか、23⽇は海外株式市場全般、および海外
リート市場全般が下落しました。また、原油価格が需給関係の悪化を材料に下落したことから、資源国の
株式や通貨により強い売り圧⼒がかかりました。新興国においては、⾦融環境の悪化を背景に投資資⾦の
流出懸念が強まり、株式や通貨が連鎖的に売られるような状況もみられました。

新型コロナウイルスの経済への悪影響に対抗するため、⽶国ではFRB（⽶国連邦準備制度理事会）が当
⾯の対応とはいえ事実上無制限の量的⾦融緩和に踏み切ったほか、トランプ政権に対抗し⺠主党も2.5兆
⽶ドル規模の経済対策を提案するなど、リーマンショック時の対応を上回るような経済⽀援策が⽰されて
います。欧州各国や⽇本でも⾦融緩和やGDP（国内総⽣産）対⽐で数％程度の⼤規模経済対策が実施・検
討されています。今後の市況回復に向けては新型コロナウイルスの感染抑制が必要不可⽋ではありますが、
それが満たされれば、経済や市場の急速な回復を実現するための環境は整いつつあるといえそうです。

市況概況

※各ファンドにおける組⼊資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。
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当資料のお取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が作成したものです。
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。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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切
の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果
を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点の
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。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありま

せん。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
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。
⼤和証券投資信託委託株式会社は、2020年4⽉1⽇付で、商号を「⼤和アセットマネジメント株式会社」に変更します。

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

URL https://www.daiwa-am.co.jp/   お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

投資信託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。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。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信
託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について

注意点② 投資信託のリスクについて

種類 料率 費⽤の内容 ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ
(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

直接的に
ご負担

いただく
費⽤

購⼊時⼿数料 0〜3.3％
（税込）

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。

基準価額10,000円の時に100万⼝を
購⼊される場合、最⼤33,000円をご
負担いただきます。

信託財産留保額 0〜0.5％
換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄う
ため、換⾦代⾦から控除され、信託
財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を
換⾦される場合、最⼤5,000円をご
負担いただきます。

信託財産
で間接的に

ご負担
いただく

費⽤

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

年率
0〜1.98％
（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販
売会社、委託会社、受託会社の三者
が、信託財産の中から受け取る報酬
です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を
保有される場合、最⼤1⽇あたり約
55円をご負担いただきます。

その他の費⽤・
⼿数料

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。（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）

お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資
信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいた
します。

※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和投資信託が運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰し
ております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績
に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。

※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。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。
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この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありませ

ん。 投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

 

 金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。 

 

むさし証券の概要 

 商 号 等 ：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１０５号 

  加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

 

リスクについて 

◎ 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（上場有価証券等）の売買等にあたっては、株式相

場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株

式、債券、投資信託、不動産、商品等（裏付け資産）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価

格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業

務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそ

れがあります。 

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限

がありますのでご留意ください。 

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相

場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換

算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがありま

す。 

 

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最

終的な裏付け資産を含みます。 

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。 

 

手数料等諸費用について 

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合 

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができ

ません。 

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 

 

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用（監査費用、運営・管理費用等）等を御負担い

ただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。 

 

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。 

 

【広告審査済】 


