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3月13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
ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） 10,481円 -1,549円 -12.88%

ニッセイブラジル高配当株ファンド（毎月決算型） 2,225円 -324円 -12.71%

ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） 3,201円 -464円 -12.66%

ニッセイＪリートオープン　米ドル投資型（毎月分配型） 8,620円 -1,011円 -10.50%

ニッセイＪリートオープン　米ドル投資型（年１回決算型） 10,465円 -1,224円 -10.47%

ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（年１回決算型） 12,746円 -1,467円 -10.32%

ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 10,253円 -1,180円 -10.32%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド 14,937円 -1,719円 -10.32%

ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 12,826円 -1,476円 -10.32%

ニッセイＪリートオープン（年１回決算型） 14,670円 -1,688円 -10.32%

ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 10,118円 -1,164円 -10.32%

ニッセイＪリートオープン（毎月分配型） 8,847円 -1,017円 -10.31%

ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） 4,055円 -466円 -10.31%

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】 5,793円 -662円 -10.26%

ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：オーロラスター】 7,722円 -857円 -9.99%

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）】 4,426円 -481円 -9.80%

ＤＣニッセイ先進国リートインデックス 8,620円 -932円 -9.76%

＜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 12,415円 -1,341円 -9.75%

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）】 10,144円 -1,095円 -9.74%

ＤＣニッセイ外国株式インデックス 9,951円 -1,071円 -9.72%

＜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 12,699円 -1,366円 -9.71%

ニッセイ欧州株式厳選ファンド　フルインベストメントコース 8,117円 -843円 -9.41%

ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） 2,179円 -224円 -9.32%

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）】 12,686円 -1,274円 -9.13%

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） 2,335円 -234円 -9.11%

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） 8,595円 -860円 -9.10%

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） 9,250円 -925円 -9.09%

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）】 6,803円 -680円 -9.09%

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】 3,089円 -308円 -9.07%

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型） 8,275円 -820円 -9.02%

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）】 9,083円 -900円 -9.02%

ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型） 7,223円 -713円 -8.98%

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 7,102円 -701円 -8.98%
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ニッセイ・インド厳選株式ファンド 6,976円 -688円 -8.98%

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） 8,258円 -813円 -8.96%

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） 9,566円 -936円 -8.91%

通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 3,546円 -346円 -8.89%

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） 7,755円 -756円 -8.88%

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） 8,868円 -863円 -8.87%

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） 9,559円 -929円 -8.86%

ニッセイ世界代表株ファンド 8,925円 -866円 -8.84%

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式 13,300円 -1,288円 -8.83%

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） 8,642円 -830円 -8.76%

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） 8,422円 -807円 -8.74%

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） 9,235円 -878円 -8.68%

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） 9,318円 -885円 -8.67%

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） 9,909円 -941円 -8.67%

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）】 8,905円 -812円 -8.36%

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）】 12,585円 -1,147円 -8.35%

ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド 11,095円 -1,009円 -8.34%

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】 8,514円 -760円 -8.19%

ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型） 9,861円 -879円 -8.18%

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】 9,628円 -856円 -8.16%

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】 8,706円 -774円 -8.16%

ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型） 6,636円 -588円 -8.14%

おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞ 11,980円 -1,061円 -8.14%

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） 9,024円 -795円 -8.10%

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】 9,134円 -800円 -8.05%

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】 10,175円 -890円 -8.04%

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）】 10,332円 -900円 -8.01%

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】 8,061円 -701円 -8.00%

ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジあり）【愛称：オーロラスター】 8,401円 -728円 -7.97%

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】 7,852円 -593円 -7.02%

ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンド【愛称：ジャパンＡＩ革命】 9,769円 -694円 -6.63%

＜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 7,512円 -527円 -6.56%

ＤＣニッセイ新興国株式インデックス 8,615円 -604円 -6.55%

ニッセイ次世代医療ファンド 10,063円 -680円 -6.33%

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） 7,578円 -510円 -6.31%

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）】 7,164円 -481円 -6.29%

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）】 7,147円 -477円 -6.26%

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） 7,836円 -518円 -6.20%
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ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ 10,692円 -696円 -6.11%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド 10,265円 -668円 -6.11%

ニッセイ日経２２５インデックスファンド 19,962円 -1,299円 -6.11%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ 10,558円 -687円 -6.11%

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 12,222円 -772円 -5.94%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型) 9,419円 -579円 -5.79%

ニッセイアジアリートファンド（毎月決算型） 14,159円 -863円 -5.74%

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） 7,703円 -466円 -5.70%

ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型） 7,703円 -466円 -5.70%

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】 3,553円 -213円 -5.66%

ＤＣニッセイ国内株式アクティブ 11,414円 -681円 -5.63%

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】 7,983円 -476円 -5.63%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ 9,092円 -539円 -5.60%

ニッセイ日本株リサーチオープン【愛称：より獲り実獲り】 5,779円 -337円 -5.51%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型） 9,487円 -553円 -5.51%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 10,778円 -626円 -5.49%

ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド 9,274円 -535円 -5.45%

ニッセイ日本勝ち組ファンド 13,305円 -767円 -5.45%

ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型） 7,148円 -411円 -5.44%

ニッセイ日本株ファンド 16,602円 -942円 -5.37%

ニッセイ日本株オープン 6,737円 -382円 -5.37%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ 9,157円 -516円 -5.33%

ニッセイＪＰＸ日経中小型株アクティブファンド 8,465円 -465円 -5.21%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 9,064円 -497円 -5.20%

明日の日本（ジャパンエクイティファンド） 7,309円 -396円 -5.14%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド 9,436円 -507円 -5.10%

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド 8,515円 -457円 -5.09%

ＤＣニッセイ国内株式インデックス 10,424円 -559円 -5.09%

ニッセイＴＯＰＩＸオープン 11,980円 -642円 -5.09%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ 9,211円 -489円 -5.04%

ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ 9,963円 -527円 -5.02%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型） 10,389円 -549円 -5.02%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド 7,534円 -398円 -5.02%
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市場の動向
3月12日の海外株式市場は、大きく下落しました。欧州中央銀行(ＥＣＢ)は12日の理
事会で金融支援策を公表し、政策金利の現状維持を決定しました。ラガルドＥＣＢ総
裁は「必要があれば利下げも実施する」と発言するも、欧州株式市場は米国の欧州か
らの入国禁止措置を嫌気し大幅に下落しました。米国株式市場では、欧州株式市場下
落の流れやトランプ米政権の景気対策、米金融当局による異例の債券購入措置が政策
対応としては不十分との見方から失望売りが広がり、Ｓ＆Ｐ500指数は寄り付き直後
から急落し前日比7％超下落したため、今週2回目の「サーキットブレーカー」が発動
されました。ＮＹダウの1日の下げ幅は史上最大を記録しました。

3月13日の国内株式市場やＲＥＩＴ市場も、大きく下落しました。

※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10日 3月11日 3月12日 3月13日

株式 日経平均株価（円） 19,867.12 19,416.06 18,559.63 17,431.05
対前営業日比 0.85% -2.27% -4.41% -6.08%

ＮＹダウ（ドル） 25,018.16 23,553.22 21,200.62 －
対前営業日比 4.89% -5.86% -9.99% －

独ＤＡＸ 10,475.49 10,438.68 9,161.13 －
対前営業日比 -1.41% -0.35% -12.24% －

豪州ASX200 5,939.65 5,725.87 5,304.63 －
対前営業日比 3.11% -3.60% -7.36% －

ブラジルボベスパ 92,214.50 85,171.10 72,582.50 －
対前営業日比 7.14% -7.64% -14.78% －

Ｓ＆Ｐ ＢＳＥ 100種指数 － 10,549.73 9,677.35 －
対前営業日比 － 0.00% -8.27% －

為替 米ドル／円レート（円） 103.28 104.88 104.60 105.17
対前営業日比 1.24% 1.55% -0.27% 0.54%

ユーロ／円レート（円） 117.57 118.73 117.87 117.43
対前営業日比 1.48% 0.99% -0.72% -0.37%

豪ドル／円レート（円） 67.99 68.08 67.72 66.05
対前営業日比 0.82% 0.13% -0.53% -2.47%

ブラジルレアル／円レート（円） 21.87 22.58 21.70 21.92
対前営業日比 -0.82% 3.25% -3.90% 1.01%

インドルピー／円レート（円） 1.40 1.43 1.43 1.42
対前営業日比 0.72% 2.14% 0.00% -0.70%

ＲＥＩＴ 東証ＲＥＩＴ指数 1,904.06 1,907.95 1,783.50 1,596.30
（配当除き） 対前営業日比 -0.43% 0.20% -6.52% -10.50%
ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴ エクイティリート･ 18,546.84 17,304.58 15,488.88 －
トータルリターン・インデックス 対前営業日比 4.07% -6.70% -10.49% －
S&P ASX300A-REIT 55,399.96 54,964.86 51,153.75 －
（トータル・リターン、豪ドルベース） 対前営業日比 -1.12% -0.79% -6.93% －
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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。


