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野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

新 興 国

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・新興国債券

野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・外国債券

注）各カテゴリーの上段はファンド名、
    下段は愛称を表します。野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

外 国

野村インデックスファンド・海外5資産バランス

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インデックスファンド・日経225
野村インデックスファンド・外国株式

野村インデックスファンド・TOPIX

野村インデックスファンド・JPX日経400

株式

債券

REIT

バラ
ンス

日経225

新興国株式

新興国債券・為替ヘッジ型

外国株式

外国株式・為替ヘッジ型

外国債券 新興国債券

外国債券・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・外国REIT

外国REIT

海外5資産バランス
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型

内外7資産バランス・為替ヘッジ型

外国REIT・為替ヘッジ型

TOPIX

JPX日経400

国内債券

J-REIT

国 内

野村インデックスファンド・国内債券

野村インデックスファンド・J-REIT

販売用資料
2022年11月

シンプルかつ充実した商品ラインナップから選べる1POINT

指数連動を目指すインデックスファンドは運用管理費用が低めに設定されています。
低めに設定された運用管理費用（信託報酬）2POINT

野村インデックスファンドシリーズ 
ファンズアイ

「つみたて＆分散シミュレーション≪投信アシスト≫」や
コラムなどの各種情報が掲載されています。

充実したWebサイト3POINT

ファンズアイ専用サイトはこちら



資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのご紹介  

外 国 株 式

外国株式 （野村インデックスファンド・外国株式）

外国株式・為替ヘッジ型
（ 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型）

MSCI-KOKUSAI指数：日本を除く主な先進国を対象とする、日本の投資家からみた先進諸外国の株価の動きを表す代表的な指数。

対象指数 MSCI-KOKUSAI指数
（円換算ベース・為替ヘッジなし）

対象指数 MSCI-KOKUSAI指数
（円ベース・為替ヘッジあり）

新 興 国 株 式

新興国株式 （野村インデックスファンド・新興国株式）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス：世界の新興国を対象とする新興
諸外国の株価の動きを表す代表的な指数。

              MSCIエマージング・マーケット
・インデックス（配当込み・円換算ベース）

対象指数

国 内 債 券

国内債券 （野村インデックスファンド・国内債券）
NOMURA－BPI総合：国内で発行された一定基準を満たす公募利付債券を対象とする日本の債券市場の動向を表す投資収益指数。

対象指数 NOMURA－BPI総合

外 国 債 券

外国債券 （野村インデックスファンド・外国債券）

外国債券・為替ヘッジ型
（野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型）

FTSE世界国債インデックス（除く日本）：日本を除く世界主要国の国債を対象とする主要各国の国債市場の動きを表す代表的な指数。

FTSE世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

対象指数

FTSE世界国債インデックス
（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

対象指数

新 興 国 債 券

 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド：新興国が発行する国債のうち、投資規制の有無等を考慮して選ばれた
銘柄を対象とする、現地通貨建ての新興国の債券市場の動きを表す代表的な指数。

＊2  JP Morgan Emerging Market Bond Index(EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社がヘッジコスト
      を考慮して算出したものです。

新興国債券 （野村インデックスファンド・新興国債券） 

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・プラス：新興国が発行
する米ドル建ての債券を対象とする米ドル建て新興国債券市場の動きを表す代表
的な指数。

＊1  JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified（USドルベース）を
      もとに、委託会社が円換算したものです。

JP モルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイド

（円換算ベース＊1）

対象指数

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・プラス

（円ヘッジベース＊2）

対象指数
新興国債券・為替ヘッジ型

（野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型）

国 内 株 式
日経225 （野村インデックスファンド・日経225） 対象指数 日経平均株価（日経225）

日経平均株価：東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数。

TOPIX （ 野村インデックスファンド・TOPIX） 対象指数 東証株価指数（TOPIX）

東証株価指数：日本の株式を対象に浮動株ベースの時価総額加重⽅式により算出される日本の株式市場全体の動きを示す指数。

JPX日経400 （野村インデックスファンド・JPX日経400） 対象指数 JPX日経インデックス400
JPX日経インデックス400：東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主市場とする普通株式等のう
ち、時価総額、売買代⾦、ROE等を基に選定された原則400銘柄で構成される指数。

1



資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

各ファンドは、対象指数（バランスファンドでは合成指数*）と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。5ページの「ファンドの特色」も合わせてご参照ください。
＊ 合成指数とは、各組入資産における対象指数の月次リターンに、各資産の基本投資割合を掛け合わせたものです。

国 内 R E I T

J-REIT （野村インデックスファンド・J-REIT）
東証REIT指数：東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券（REIT）全銘柄を対象とする日本のREIT市場の動きを表す
代表的な指数。

対象指数 東証REIT指数（配当込み）

外 国 R E I T
外国REIT （野村インデックスファンド・外国REIT）

外国REIT・為替ヘッジ型
（野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型）

S&P先進国REIT指数（除く日本）：日本を除く先進国市場に上場する不動産投資信託証券（REIT）及び同様の制度に基づく
銘柄を対象とする、先進国のREIT市場の動きを表す代表的な指数。

S&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円換算ベース）

対象指数

S&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

対象指数

基本投資割合 対象指数

 ① 外国株式 1/6 MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）

 ② 新興国株式 1/6 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース） 

 ③ 外国債券 1/6 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

 ④ 新興国債券 1/6 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・ 
マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）

 ⑤ 外国REIT 1/3 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

①外国株式

②新興国
株式

③外国債券④新興国債券

⑤外国REIT

REIT 株式

債券

基本投資割合 対象指数
① 国内株式 1/6 東証株価指数（TOPIX）

② 外国株式
（為替ヘッジ型） 1/6 MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）

③ 国内債券 1/9 NOMURA-BPI総合

④ 外国債券
（為替ヘッジ型） 1/9 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

⑤  新興国債券
（為替ヘッジ型） 1/9 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・プラス

（円ヘッジベース）
⑥ 国内REIT 1/6 東証REIT指数（配当込み）

⑦ 外国REIT
（為替ヘッジ型） 1/6 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

①国内株式

③国内債券

④外国債券
　（為替ヘッジ型）

⑤新興国債券
　（為替
　 ヘッジ型）

⑥国内
　REIT

⑦外国REIT
　（為替ヘッジ型）

②外国株式
　（為替
　 ヘッジ型）

REIT 株式

債券

バ ラン ス

海外5資産バランス （野村インデックスファンド・海外5資産バランス）
5資産(外国株式、新興国株式、外国債券、新興国債券、外国REIT)を組み入れます。

内外7資産バランス・為替ヘッジ型
（野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型）

7資産(国内株式、外国株式（為替ヘッジ型）、国内債券、外国債券（為替ヘッジ型）、新興国債券（為替ヘッジ型）、
国内REIT、外国REIT（為替ヘッジ型）)を組み入れます。
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上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、ファンドの運用実績ではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

使用した指数は6ページの「当資料で使用した指数等について」をご参照ください。 （出所）野村アセットマネジメント作成

リスクは、月間変化率の標準偏差※を年率換算して算出しています。※ 標準偏差とは、平均的な収益率からどの程度値動きが乖離するか値動き
の振れ幅の度合いを示す数値です。使用した指数は6ページの「当資料で使用した指数等について」をご参照ください。
 （出所）野村アセットマネジメント作成

期間：2003年4月末～2022年9月末、月次

2022年9月末現在
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外国債券・
為替ヘッジ型
外国債券・
為替ヘッジ型

外国債券外国債券

新興国債券・
為替ヘッジ型
新興国債券・
為替ヘッジ型

新興国債券新興国債券
外国REIT・為替ヘッジ型外国REIT・為替ヘッジ型

日経225日経225

外国株式外国株式

海外5資産
バランス
海外5資産
バランス

内外7資産バランス・
為替ヘッジ型
内外7資産バランス・
為替ヘッジ型

外国株式・為替ヘッジ型外国株式・為替ヘッジ型
外国REIT外国REIT

新興国株式新興国株式

国内債券

J‐REITJ‐REIT

TOPIXTOPIX

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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7.5

7.0

6.5
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03/4

（年/月）
13/4 15/4 17/4 19/4 21/411/409/407/405/4

2003年4月末を1.0として指数化 新興国株式：6.13

外国債券：1.99

外国債券・
為替ヘッジ型：1.30
国内債券：1.24

TOPIX：2.30

J-REIT：4.15

外国REIT・
為替ヘッジ型：2.96

日経225：3.31

外国REIT：4.96

内外7資産バランス・
為替ヘッジ型：2.75

外国株式：6.07

外国株式・
為替ヘッジ型：3.99

新興国債券：2.68

海外5資産
バランス：4.53

新興国債券・
為替ヘッジ型：1.76

外国株式
外国株式・為替ヘッジ型
新興国株式
国内債券
外国債券
外国債券・為替ヘッジ型
新興国債券
新興国債券・為替ヘッジ型
J-REIT
外国REIT
外国REIT・為替ヘッジ型
海外5資産バランス
内外7資産バランス・
為替ヘッジ型

日経225
TOPIX

上記は、過去の各指数に基づいて算出したシミュレーション結果であり、インデックスファンドの運用実績ではありません。また、各指数そのも
のに投資することはできません。取引コストは考慮しておりません。ＪＰＸ日経インデックス400については、取得できるデータの期間が短いた
め（起算日：2013年8月30日）、グラフには表示しておりません。

各ファンドが対象とする指数の推移

各ファンドが対象とする指数のリスクリターンの特性（年率）
期間：2003年4月末～2022年9月末、月次

3



局面によっては（例えば、ファンドの価格が長期にわたって下降トレンドをたどるなど）、投資成果が期待できない場合があります。
また、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

積立投資について

積立投資のイメージ

時間分散を活用した投資（ご参考）

定量で購入した場合と定額で購入した場合の比較

上記はイメージ図であり、実際の値動き等を示すものではありません。口数の計算では小数第1位を切り上げ、平均購入単価の計
算では小数第1位を四捨五入して算出しています。また、計算過程において税⾦・手数料等は考慮しておりません。実際の算出とは
異なります。

Check!

毎月ご指定の日に一定金額を自動的に購入できます。（詳しくは、販売会社にお問い合わせください。）

値動きのある商品への投資を考える場合、安値で買って高値で売れば収益が上がります。
ところがこれはとても難しいことです。
価格の上昇・下落にかかわらず、継続的に一定⾦額を投資することで、価格が上昇したときには少なく、価格が
下落したときには多く、買い付けることができます。

＊運用利回りは年率の値　＊上記は運用利回り（年率）を基に1ヵ月複利で計算。
＊税⾦・手数料は考慮しておりません。　＊実際の算出とは異なります。

運用利回り 
運用期間 10年 15年 20年 25年 30年 35年

利回り0％ 25.0万円 16.7万円 12.5万円 10.0万円 8.4万円 7.2万円
利回り1％ 23.8万円 15.5万円 11.3万円 8.9万円 7.2万円 6.0万円
利回り2％ 22.6万円 14.4万円 10.2万円 7.8万円 6.1万円 5.0万円
利回り3％ 21.5万円 13.3万円 9.2万円 6.8万円 5.2万円 4.1万円
利回り4％ 20.4万円 12.3万円 8.3万円 5.9万円 4.4万円 3.4万円
利回り5％ 19.4万円 11.3万円 7.4万円 5.2万円 3.7万円 2.7万円

（出所）野村アセットマネジメント作成

3,000万円を作るとしたら、毎月いくら積立てていけばよいのでしょう。必要な期間と利回りの表をご確認ください。
余裕資⾦での資産運用に加えて資産形成では早めに始めることが重要なようです。

1ヵ月目 ２ヵ月目 ３ヵ月目 ４ヵ月目 ５ヵ月目

ファンドの
価格

（１万口当たり）

14,000円
12,000円

10,000円

8,000円
6,000円

毎月１万口
ずつ購入

10,000口
10,000円

10,000口
6,000円

10,000口
12,000円

10,000口
8,000円

10,000口
14,000円

平均購入単価 10,000円
購入口数 計50,000口
購入金額 計50,000円

毎月１万円
ずつ購入

10,000口
10,000円

16,667口
10,000円

8,334口
10,000円

12,500口
10,000円

7,143口
10,000円

平均購入単価 9,150円
購入口数 計54,644口
購入金額 計50,000円

価格が高い時には少なく、安い時には多く
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分配金に関する留意点
ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合が
あります。したがって、ファンドの分配⾦の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配⾦額の一部または全部が、実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、
分配⾦支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落する
ことになります。

当ファンドの投資リスク　ファンドのリスクは下記に限定されません。詳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。

各ファンドは、株式、債券およびREIT（不動産投資信託証券）等を実質的な投資対象と
しますので、組入株式の価格下落、⾦利変動等による組入債券の価格下落、組入REITの
価格下落や、組入株式の発行会社、組入債券の発行体および組入REITの倒産や財務状況
の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する
場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって投資家の皆様の投資元⾦は保証されているものではなく、基準価額の下落に
より、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯⾦と異なります。

資⾦動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券
（REIT）を実質的な主要投資対象※1とし、各対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果または各対象指数および合成指数※2

と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
※1  各ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド⽅式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザー

ファンドを通じて投資する主要な投資対象という意味です。
※2  投資する各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせたもの

です。（＜海外5資産バランス＞＜内外7資産バランス・為替ヘッジ型＞）

ファンドの特色

≪基準価額の変動要因≫
＊基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。

株価
変動リスク

為替
変動リスク

債券価格
変動リスク

REITの価格
変動リスク

野村インデックスファンド・日経225 ●

野村インデックスファンド・TOPIX ●

野村インデックスファンド・JPX日経400 ●

野村インデックスファンド・外国株式 ● ●

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 ● ●

野村インデックスファンド・新興国株式 ● ●

野村インデックスファンド・国内債券 ●

野村インデックスファンド・外国債券 ● ●

野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 ● ●

野村インデックスファンド・新興国債券 ● ●

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 ● ●

野村インデックスファンド・J-REIT ●

野村インデックスファンド・外国REIT ● ●

野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 ● ●

野村インデックスファンド・海外5資産バランス ● ● ● ●

野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 ● ● ● ●
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◉日経225：日経平均株価（日経225）◉TOPIX：東証株価指数（TOPIX）◉外国株式：MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）◉外国株
式・為替ヘッジ型：MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）◉新興国株式：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算
ベース）◉国内債券：NOMURA-BPI総合◉外国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）◉外国債券・為替ヘッジ型：FTSE
世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース） ◉新興国債券：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グロー
バル・ディバーシファイド（円換算ベース）◉新興国債券・為替ヘッジ型：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・プラス（円ヘッジ
ベース）◉J-REIT：東証REIT指数（配当込み）◉外国REIT：S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）◉外国REIT・為替ヘッジ型：
S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）
◉海外5資産バランス：＜海外5資産バランス＞にて投資する各マザーファンドの対象指数の月次リターンに基本投資割合を掛け合わせた合成指数◉内
外7資産バランス・為替ヘッジ型：＜内外7資産バランス・為替ヘッジ型＞にて投資する各マザーファンドの対象指数の月次リターンに基本投資割合を掛
け合わせた合成指数
※2ページの各ファンドの紹介欄を合わせてご参照ください。

当資料で使用した指数等について　

当資料中では、「野村インデックスファンド・日経225」を＜日経225＞、「野村インデックスファンド・TOPIX」を＜TOPIX＞、「野村インデックスファンド・
JPX日経400」を＜JPX日経400＞、「野村インデックスファンド・外国株式」を＜外国株式＞、「野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型」を 
＜外国株式・為替ヘッジ型＞、「野村インデックスファンド・新興国株式」を＜新興国株式＞、「野村インデックスファンド・国内債券」を＜国内債券＞、「野
村インデックスファンド・外国債券」を＜外国債券＞、「野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型」を＜外国債券・為替ヘッジ型＞、「野村イン
デックスファンド・新興国債券」を＜新興国債券＞、「野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型」を＜新興国債券・為替ヘッジ型＞、「野村イ
ンデックスファンド・J-REIT」を＜J-REIT＞、「野村インデックスファンド・外国REIT」を＜外国REIT＞、「野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッ
ジ型」を＜外国REIT・為替ヘッジ型＞、「野村インデックスファンド・海外5資産バランス」を＜海外5資産バランス＞、「野村インデックスファンド・内外7
資産バランス・為替ヘッジ型」を＜内外7資産バランス・為替ヘッジ型＞と、各々称する場合があります。

◉「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日
経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」及び「日経平均株価」を
示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任
のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本
経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日
本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算⽅法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

◉東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社
ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）、
東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべ
ての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対して
もＪＰＸは責任を負いません。

◉「ＪＰＸ日経インデックス400」は、株式会社ＪＰＸ総研（以下「ＪＰＸ総研」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下「日経」という。）によって独自に開発さ
れた手法によって算出される著作物であり、ＪＰＸ総研及び日経は、「ＪＰＸ日経インデックス400」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス400」を算定する手法に
対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。ＪＰＸ総研及び日経は、「ＪＰＸ日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではな
く、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸ総研及び日経
は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負いません。

◉MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント
株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、
推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目
論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◉NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用
性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

◉FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income 
LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい
は販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性
および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他
一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

◉ＪＰ モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド、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・プラスは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「インデックス・スポンサー」といいます。）に帰属します。
インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、⾦融関連商品又は取引（以下各 「々商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の
⽅法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的
とした募集・勧誘を行うものではありません。本インデックスの情報源及びこれに含まれるデータ若しくはその他の情報は信頼できると思われるもの
ですが、インデックス・スポンサーはその完全性及び正確性を保証するものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品への投資の
妥当性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、いかなる商品の管理、マーケティン
グ又は取引に関して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスに関する追加の情報については、www.morganmarkets.com をご覧くださ
い。当情報の著作権は、ジェー･ピー･モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

◉S&P先進国REIT指数はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメント
に対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格
性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

各ファンドが対象とするインデックスの著作権等について
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当資料は、ファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成した販売用資料です。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。当資料中の記載内容、数値、図表等は、当資料作成時のものであり、事前の連絡なし
に変更されることがあります。なお当資料中のいかなる内容も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。

当資料について

●ファンドは、元金が保証されているものではありません。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。●投資信託は金融機関の預
金と異なり、元本は保証されていません。●投資信託は預金保険の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度
が適用されません。●ファンドの分配金は、投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断に
より分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。●金融商品取引所等に
おける取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、ご購入、ご換金の各お申込みの受付を中止すること、および既に受付けたご購入、ご換金の
各お申込みの受付を取消すことがあります。●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。

ご留意事項

当ファンドに係る費用　� （2022年11月現在）

分類 ファンド名 ご購入時手数料※1 運用管理費用（信託報酬）※2 信託財産
留保額 ※3

株式

国内

Funds-i 日経225

ご購入価額に
1.1%（税抜1.0%）以内で
販売会社が独自に定める

率を乗じて得た額

年0.44％（税抜年0.40％）

ありません。

Funds-i TOPIX

Funds-i JPX日経400

外国
Funds-i 外国株式

年0.605％（税抜年0.55％）
Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型

新興国 Funds-i 新興国株式 年0.66％（税抜年0.60％） 0.3%

債券

国内 Funds-i 国内債券 年0.44％（税抜年0.40％）

ありません。
外国

Funds-i 外国債券
年0.605％（税抜年0.55％）

Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型

新興国
Funds-i 新興国債券

年0.66％（税抜年0.60％） 0.3%
Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型

REIT

国内 Funds-i J-REIT 年0.44％（税抜年0.40％）

0.3%
外国

Funds-i 外国REIT
年0.605％（税抜年0.55％）

Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型

バランス

Funds-i 海外5資産バランス ご購入価額に
2.2%（税抜2.0%）以内で
販売会社が独自に定める

率を乗じて得た額

年0.66％（税抜年0.60％）以内
（2022年11月29日現在
年0.66%（税抜年0.60%））

0.2%
Funds-i 内外7資産バランス
・為替ヘッジ型

年0.55％（税抜年0.50％）以内
（2022年11月29日現在
年0.55%（税抜年0.50%））

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先：野村アセットマネジメント株式会社
● サポートダイヤル

● ホームページ
<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時 0120 -753104 http://www.nomura-am.co.jp/

＊�＜J-REIT＞�＜外国REIT＞�＜外国REIT・為替ヘッジ型＞が実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
※1.ご購入時手数料につきましては、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※2.各ファンドの純資産総額に、一覧の率を乗じて得た額(ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。)
※3.各ファンドにおいて1万口につき基準価額に、一覧の率を乗じて得た額（ご換金時）
●�その他の費用・手数料（ファンドの保有期間中に、その都度かかります。（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。））
・�組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料　・外貨建資産の保管等に要する費用（＜日経225＞�＜TOPIX＞�＜国内債券＞�＜J-REIT＞を除く）　
・有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用（＜外国債券＞�＜海外5資産バランス＞）
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用　・ファンドに関する租税�等
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される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。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。



このページは、販売会社である SBI 新生銀行によるご留意事項となります。 

【投資信託一般について】 
●投資信託は、預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。 

●投資信託は預金保険制度の対象ではありません。当行で販売する投資信託は、SBI 証券またはマネッ

クス証券（以下、SBI証券とマネックス証券を合わせて、または文脈によりいずれかを指して「委託金融商品

取引業者」ということがあります）の証券総合口座（マネックス証券では「証券総合取引口座」と呼びますが、

本書では各委託金融商品取引業者の口座をいずれも「証券総合口座」といいます）でのお買付けとなり、

投資者保護基金の対象となります。 

●投資信託は主に国内外の有価証券に投資しますので、組み入れられた株式・債券等の価格が、金利の

変動や、外国為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化、国内外の政治経済状況の変化な

どで変動し、基準価額（外国籍投資信託の場合は純資産価格）が下落することにより、投資元本を割り込

むことがあります。 

●外貨建て投資信託の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換

算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。 

●過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではなく、運用の利益および損失はすべて投資信

託をご購入いただいたお客さまに帰属します。 

●投資信託にはお客さまに直接、または間接的にご負担いただく手数料や費用があります（以下、お客さ

まにご負担いただく手数料等の例を示します）。お客さまの選択された委託金融商品取引業者、当該業者

所定の取引コース、購入されたファンド、購入金額、運用状況およびお客さまがファンドを保有する期間等

によって、手数料や費用が異なる場合があるため事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料

や費用については目論見書（目論見書補完書面）や当行および委託金融商品取引業者のウェブサイトを

ご確認ください。なお、お客さまが委託金融商品取引業者等に対して支払った手数料・費用の一部を SBI

新生銀行が報酬として得ることがあります。 

 

〇お申込時…金融商品仲介取引における申込手数料は当行店頭でお申込みいただいても、インターネ

ット経由でお申込みいただいても無料です。ただし、一部ファンドはお申込時に信託財産留保額の支払

いを要することがあります。また、「SBI 新生銀行マネープラザ」でお申込みいただく場合は SBI 証券に

対して申込手数料をお支払いいただく場合があります。詳しくは SBI 証券のウェブサイトでご確認くださ

い。 

〇運用期間中…運用管理費用（信託報酬・管理報酬）が日々信託財産から差し引かれます。また、その

他保有期間中に監査報酬が、有価証券売買時に売買委託手数料・組み入れ資産の保管費用等が信

託財産から差し引かれます。 

〇換金時…信託財産留保額・換金手数料の支払いを要するファンドがあります。 

 

 

SBI証券とのお取引に係る手数料・費用、およびご留意点については、下記をご確認ください。 

（手数料） 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001

Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price%2F&file=home_price.html&getFlg=on 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price%2F&file=home_price.html&getFlg=on
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/?_ControlID=WPLETmgR001Control&_DataStoreID=DSWPLETmgR001Control&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price%2F&file=home_price.html&getFlg=on


 

 

（SBI新生銀行マネープラザでお取引される場合の手数料は下記をご確認ください） 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&c

at1=home&cat2=price&dir=price&file=home_price_plan_a.html 

 

 

（ご留意点） 

https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html 

 

 

マネックス証券とのお取引に係る手数料・費用、およびご留意点については、下記をご確認ください。 

https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html 

 

https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price&file=home_price_plan_a.html
https://www.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=price&dir=price&file=home_price_plan_a.html
https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/home/pop6040_torihikihou.html
https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html


●投資信託のご購入・換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨へ交換する場合には、上記手数

料・費用のほか、当行またはお客さまが選択された委託金融商品取引業者の定める為替手数料がかか

ります。 

●投資信託の換金（解約・買取）については、ファンドによってクローズド期間が設定されているものや特定

日にしか換金の申込みができないものがあるほか、換金までに相当の期間がかかることがあります。 

●投資信託をお申込みの際には、あらかじめ最新の目論見書および目論見書補完書面の内容を必ずご

確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。 

●目論見書および目論見書補完書面は、当行の店頭で入手いただけます。ただし、インターネット経由で

お申込みいただく場合はお客さまが選択された委託金融商品取引業者のウェブサイトにてご確認くださ

い。 

●投資信託の設定・運用は投資信託委託会社（外国籍投資信託の場合は管理会社）、信託財産の管理等

は信託銀行が行います。 

●当行は SBI 証券またはマネックス証券の委託を受け金融商品仲介を行うものであり、当行が取り扱う投

資信託についていただいたお客さまのお申込みは、お客さまが選択された委託金融商品取引業者に取

り次ぎを行います。お取引にあたっては SBI証券またはマネックス証券の証券総合口座の開設が必要に

なり、口座開設後の投資信託にかかるお取引については、お客さまと委託金融商品取引業者とのお取

引になります。なお SBI 証券またはマネックス証券の商品であっても、当行が取扱いしていないファンド

があります。 

お客さまの個人情報や取引関係情報は、お客さまが選択された委託金融商品取引業者と当行で共有し

ます。なお当該情報については当行および SBI 証券、または当行およびマネックス証券のそれぞれにお

ける個人情報の利用目的の範囲内で利用いたします。 

当行において金融商品仲介でのお取引をされるか否かが、お客さまと当行との融資等他のお取引に影

響を与えることはありません。また、当行での融資等のお取引内容が金融商品仲介でのお取引に影響

を与えることはありません。 

 

＜委託金融商品取引業者について＞ 

商号：株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 44 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、一般社団法人 金融先物取引

業協会、一般社団法人 日本 STO 協会 

商号：マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165 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、一般社団法人 金融先物取引

業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会 

［2023 年 1 月 4 日現在］ 
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