
3⽉30⽇の基準価額の下落について

2020年3⽉31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30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 2707
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミ
アム（毎月分配型）

3,180 円 -183 円 -5.4%

2708
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミ
アム（年2回決算型）

9,252 円 -532 円 -5.4%

2751
ダイワ／ジャナス米国中型グロース株ファンド（為替
ヘッジなし）

9,018 円 -479 円 -5.0%

3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 3,403 円 -294 円 -8.0%
3111 ブラジル株式オープン 7,434 円 -642 円 -7.9%
3312 ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 13,211 円 -720 円 -5.2%
3329 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 7,469 円 -422 円 -5.3%
3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 7,348 円 -514 円 -6.5%
3817 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 6,461 円 -344 円 -5.1%

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）

1,412 円 -91 円 -6.1%

3848
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコー
ス（為替ヘッジなし）

9,633 円 -530 円 -5.2%

3849
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシ
フト－

7,780 円 -440 円 -5.4%

4759 ダイワ・ブラジル株式オープン　－リオの風－ 3,856 円 -324 円 -7.8%
4778 ダイワ・ロシア株ファンド 8,401 円 -604 円 -6.7%
4797 ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド 11,608 円 -742 円 -6.0%

5628
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）

4,536 円 -343 円 -7.0%

5629
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）

5,248 円 -302 円 -5.4%

5643 ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース 2,283 円 -166 円 -6.8%

5644
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コー
ス

2,019 円 -118 円 -5.5%

5645
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコー
ス

1,337 円 -90 円 -6.3%

5659
ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専
用）

9,240 円 -509 円 -5.2%

5680 メキシコ株ファンド 5,618 円 -478 円 -7.8%

5682
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）ブラジル・レアル・コース

3,261 円 -203 円 -5.9%

5772
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イⅡ－ 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コー
ス

5,409 円 -428 円 -7.3%

5773
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イⅡ－ 予想分配金提示型 米ドル・コース

7,878 円 -445 円 -5.3%

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

5,788 円 -351 円 -5.7%
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3⽉27⽇（現地、以下同様）のオーストラリア、ロシア、ブラジル、メキシコ、⽶国の株式市場は⼤き
く下落しました。また、原油価格も⼤幅安でした。

上記の株式市場は、世界的な⾦融緩和策や、とりわけ⽶国の⼤規模な経済対策への期待などにより、3
⽉24⽇から26⽇までの3営業⽇で少なくとも10％前後、市場によっては20％以上急騰していたため、27
⽇はその反動が出た⾯があったと思われます。⽶国株式市場においては、⽶国の新型コロナウイルス感染
者数が中国を上回り世界最多となったことなども、投資家⼼理を⼀層悪化させたとみられます。

原油価格に関しては、新型コロナウイルス問題の深刻化による⼤幅な需要減退懸念と、⽶国、ロシア、
サウジアラビアという三⼤産油国の思惑の相違による供給過多懸念という、需給両⾯で不安材料を抱えて
おり、この⽇も⼤きく売られました。上記の株式市場は、産油国、あるいは資源国の市場でもあるため、
原油安が悪影響を及ぼした部分もあったと考えられます。

今後についてですが、現時点では⽶国での新型コロナウイルスの感染拡⼤ペースに鈍化の兆しが⾒えて
おらず、市場の不安⼼理が直ちに払拭されるとは考えづらい状況です。ただし、⽶国よりも感染拡⼤と移
動制限が先⾏した欧州で、ここ数⽇、⽇々の新規感染者数の増加が⽌まりつつあるように⾒受けられる点
は曙光といえるかもしれません。なお、⽶国ではリーマンショック時の2.5倍程度の⾦額となる⼤規模経
済対策が成⽴しました。内容は、家計への⼩切⼿給付3000億⽶ドル、失業保険給付の拡充2500億⽶ドル、
中⼩企業⽀援3500億⽶ドル、FRB（⽶国連邦準備制度理事会）の資⾦供給制度への拠出4250億⽶ドルな
どです。今後の感染拡⼤の状況次第ではありますが、⼤規模経済対策は、経済的な不安⼼理の軽減や、景
気底打ち後の回復促進には効果を発揮すると考えられます。

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】 


