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代表的な格付の例（S&P社※）

国債との利回り比較（課税前）

米国債券の格付別利回り（米ドル建て、課税前）

1

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。

ハイ･イールド債券は、高い利回りが期待できるほか、信用力の向上などによる値上がり益を期待できる資産です。

米国ハイ・イールド債券は、米国債に比べ、高い利回りとなっています。
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日本10年国債（円建て）、米国10年国債（米ドル建て）、オーストラリア10年国債（オーストラリアドル建て）：ブルームバーグ・ジェネリック10年国債、新興国国
債（米ドル建て）：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・グローバル、米国ハイ・イールド債券：ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイ
イールド社債高流動性インデックス

(出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

ハイ・イールド債券とは、高利回り社債のことをいいます。
一般的に格付の低い社債（事業会社が発行する債券）で、

格付機関によってBB格以下の格付（投機的格付）が付与されています。
※1 当資料の格付表示は、S&P社をベースに記載しています。
※2 当資料では、米ドル建てのハイ・イールド社債を「米国ハイ・イールド債券」といいます。

ハイ High
高い・イールド Yield

利回り債券

国債：ブルームバーグ・ジェネリック10年国債、AAA～BBB：ブルームバーグ・バークレイズ
米国コーポレートインデックス、BB～CCC：ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債
インデックス

(出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

ハイ・イールド債券をご存知ですか？

相対的に高い利回り



米国ハイ・イールド債券の利回りと上乗せ金利（スプレッド）の推移（米ドル建て、課税前）

2

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。

米国ハイ・イールド債券の利回りは、2008年9月のリーマンショックを受けて大幅に上昇（価格は下落）しましたが、同
年12月以降2014年半ば頃までは同債券市場の回復などを背景に利回りは低下（価格が上昇）基調で推移しました。

国債の
利回り

上乗せ金利 上乗せ金利
上乗せ金利

国債の
利回り

国債の
利回り

縮小 拡大

上記は上乗せ金利の変動要因についてのイメージ図であり、全てを説明したものではあり
ません。実際には国債の利回りが景気局面に応じて変動することや、上乗せ金利が上記以
外の要因でも変動することがあります。
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上乗せ金利（スプレッド）

米国ハイ・イールド債券：ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス、米国10年国債：ブルームバーグ・ジェネリック
10年国債、上乗せ金利（スプレッド）：米国ハイ・イールド債券の利回りー米国10年国債の利回り

（出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

景気回復期 景気後退期

上昇
（格上げ）

低下
（格下げ）

景気局面

信用力
（格付の変動）

上乗せ金利とは

上記はイメージであり、すべての債券にあてはまるとは
限りません。

ハイ・イールド債券は、信用力が低い分、上乗せ
金利があり、利回りは相対的に高くなります。

国債

（利回り）

ハイ・イールド
債券

上乗せ金利

＝

信用力等により
上乗せされる
金利のことです。

期間：1996年12月末～2019年5月末、月次

上乗せ金利の変動要因（イメージ図）

米国ハイ・イールド債券の利回りと上乗せ金利（スプレッド）



米国ハイ・イールド債券のパフォーマンスの内訳（米ドル建て）

3
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価格変動（累積）…①
利子収入（累積、課税前）…②

パフォーマンス ≒ 価格変動（累積）＋ 利子収入（累積、課税前）

上記の「パフォーマンスの内訳」は「利子収入（累積、課税前）」と「価格変動（累積）」からなり、「パフォーマンス」の変動要因を示したものです。各内
訳は、利子収入と価格変動に分解し、それぞれを月次ベースで累積したものです。複数期間の「パフォーマンスの内訳」を累積する過程で差異が生
じる為、「利子収入（累積、課税前）」と「価格変動（累積）」を足し合わせたものは、「パフォーマンス」にはなりません。

米国ハイ・イールド債券：ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス
 (出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

①価格変動（累積） ②利子収入（累積、課税前） パフォーマンス（①+②）
2004年 2.9% 7.9% 10.8%
2005年 -4.5% 7.8% 3.3%
2006年 3.4% 8.1% 11.4%
2007年 -5.9% 8.2% 2.3%
2008年 -39.9% 10.1% -29.8%
2009年 40.0% 11.4% 51.4%
2010年 5.7% 8.8% 14.5%
2011年 -1.7% 8.2% 6.6%
2012年 6.8% 7.7% 14.5%
2013年 -0.4% 6.9% 6.5%
2014年 -4.3% 6.5% 2.2%
2015年 -11.8% 6.6% -5.2%
2016年 9.1% 6.5% 15.7%
2017年 0.6% 6.0% 6.6%
2018年 -8.7% 6.2% -2.5%

期間：2004年～2018年、年次

米国ハイ・イールド債券の高い利回りは、米国ハイ・イールド債券への投資において大きな収入源であると同時に、価
格下落局面においてもパフォーマンスの下支えになります。

期間：2003年5月末～2019年5月末、月次

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。

高い利回りの効果



米国ハイ・イールド債券のデフォルト率推移
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デフォルト率：過去12ヵ月間のデフォルト銘柄の発行残高を基に算出されています。
 （出所）JPモルガンのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

アジア通貨危機
（97年7月）

ITバブルピークから崩壊へ
(00年2月）

米同時多発テロ（01年9月）など

リーマンショック
（08年9月）

債券にはデフォルト※のリスクがあります。リーマンショックなど信用環境が悪化する局面では、米国ハイ・イールド債券の
デフォルト率は上昇しました。2009年11月末にピークをつけたデフォルト率は米国の景気回復とともに低下しました。

期間：1996年12月末～2019年5月末

※デフォルトとは、債券の利払いおよび元本返済の不履行、もしくは遅延などをいいます。

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。

デフォルト率



米国ハイ・イールド債券

米国ハイ・イールド債券

（ご参考）米国株式

（ご参考）米国株式

5

1996年12月末から2019年5月末の月次データを基に基準月まで一定期間保有した場合の年率リターンです。当ページでは、5年間または10年間にわ
たり資産を保有したと仮定し、各基準月時点でどの程度のリターンが得られたかをシミュレーションしています。例えば、2019年5月末の年率リターン
は、2019年5月末までに、5年間保有した場合、10年間保有した場合の年率換算したリターンを表示しています。

最高値
(年率）

最低値
(年率）

平均値
（年率）

リターンの分布
プラス マイナス

21.9% -3.3% 6.9% 194回 16回

最高値
(年率）

最低値
(年率）

平均値
（年率）

リターンの分布
プラス マイナス

12.5% 0.4% 7.5% 150回 0回

米国ハイ・イールド債券：ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス、米国株式：S&P500株価指数（配当込み）
 (出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成
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最高値
(年率）

最低値
(年率）

平均値
（年率）

リターンの分布
プラス マイナス

23.0% -6.6% 6.3% 161回 49回

最高値
(年率）

最低値
(年率）

平均値
（年率）

リターンの分布
プラス マイナス

16.7% -3.4% 5.7% 126回 24回

下記グラフは5年間、10年間保有した場合の年率リターンを表しています。米国ハイ・イールド債券は長期保有するこ
とで、リターンのばらつきが減り、金融危機を除き、ほぼプラスとなりました。米国ハイ・イールド債券は、高い金利収
入により、安定的なリターンが期待できる投資対象と言えそうです。

保有期間5年間のリターン（年率、米ドル建て）比較

保有期間10年間のリターン（年率、米ドル建て）比較

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。

米国ハイ・イールド債券で長期保有
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金利差（為替ヘッジコスト）を支払う代わりに、為替変動リスクを回避することが可能となります。

各通貨の短期金利：3ヵ月LIBOR
（出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

為替変動
リスク

為替変動
リスク

債券価格
変動リスク

債券価格
変動リスク
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米ドルの短期金利＞円の短期金利

米ドルの短期金利 円の短期金利
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ジ
コ
ス
ト

（金利）

上記はイメージ図であり、すべての外貨建債券にあてはまるとは限
りません。また、投資リスクのすべてを説明しているわけではありま
せん。野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ
型は、組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替
変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完
全に排除できるわけではありません。

＊為替ヘッジを行なうことで、為替変動を完全に回避することはできません。

為替ヘッジコスト≒〔米ドルの短期金利〕－〔円の短期金利〕
上記はイメージ図であり、為替ヘッジコストの決定要因は上記に限定されるも
のではありません。為替ヘッジコストがマイナスの場合（円の短期金利が米ド
ルの短期金利より高い場合）、為替ヘッジプレミアムが発生します。
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米ドルの短期金利
円の短期金利

為替相場は、通貨ごとに様々な動きをするので、外貨建資産に投資する際には、為替変動リスクを考慮する必要があ
ります。為替ヘッジとは、為替変動リスクを回避（ヘッジ）するために、「今の時点で、あらかじめ将来の為替レートを予
約しておく（確定させる）」ことです。一般的に、将来の為替レートは、通貨間の金利差を考慮したレートとなります。

為替ヘッジなし

米ドルと円の短期金利の推移

為替ヘッジあり 為替ヘッジコストのイメージ

上記の為替ヘッジコストは、あくまでも簡便法によるもので、実際の為替ヘッジコストの値とは異なります。
上記は過去のデータであり、将来の為替ヘッジコストを示唆あるいは保証するものではありません。

為替ヘッジについて



指数の推移

7

構成銘柄 約810銘柄（2019年5月末現在） 
投資適格未満の米ドル建て高利回り社債のうち、発行残高や残存年数などで流動性をスクリー
ニングし、採用基準を満たす銘柄から構成されています。

算出方法のタイプ キャップウェイト付き時価総額加重型

主な特徴 ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスは、米ドル建て高利回
り社債の代表的なベンチマークの一つとして投資家に広く利用されています。1発行体あたりの
組入上限が定められており、流動性の高い米ドル建て高利回り社債に幅広く分散投資されてい
るインデックスです。

利回り（課税前） 6.5％

デュレーション 3.7年

特性値（2019年5月末現在）

 (出所）ブルームバーグのデータに基づき野村アセットマネジメント作成

1996年12月末を100として指数化
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ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス
（ヘッジなし・円換算ベース）
ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス
（円ヘッジ・円ベース）

対象指数
・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス
	（ヘッジなし・円換算ベース）
・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス
	（円ヘッジ・円ベース）

上記は指数についての概略であり、全てを説明したものではありません。また、指数の概略は変更される場合があります。
 （出所）算出元の開示情報より野村アセットマネジメント作成

＊  デュレーションは、金利がある一定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するか
を示す指標です。

●ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックスは米ドル建て高利回り社債の代表的なベンチマークの一つ
として投資家に広く利用されています。

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。

対象指数について 各ファンドは対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
を行ないます。詳しくは「ファンドの特色」をご参照ください。
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★ Webでの検索はこちら ★ ファンズアイ専用サイト

https://funds-i.jpファンズアイ 検 索

「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。

詳しくは、販売会社へお問い合わせ下さい。

ファンズアイで、自分らしい資産づくりを
はじめてみませんか？

少額からコツコツと、資産づくりができる！

値動きがシンプルでわかりやすい！

初心者から熟練者まで。充実の商品ラインアップ

低コストで資産づくりができる！

NISA・つみたてNISA*対象商品です！

月10,000円未満からの積立購入ができるから、
少額から気軽に投資がはじめられます。

市場の動きを示す指数（インデックス）への連動を
目指すから、値動きがわかりやすいです。

様々な資産／地域やバランス型と、豊富に商品をラインアップしており、
初心者から熟練者まで、選ぶ楽しさがあります。

運用管理費用が低めに設定されているため、
コストを抑えた投資が可能です。

NISA・つみたてNISA*対象商品だから、
非課税メリットもあるファンズアイ。
中長期にわたる資産づくりに最適です。

*一部ファンドのみ対象。

野村インデックスファンドシリーズ	ファンズアイ

ファンズアイシリーズのご紹介（ご参考）

詳しくはこちらのＷＥＢへアクセス！！

熟練者向け、
特定の資産に注目した商品群

初心者向け、
リスク水準を選べる商品群16種類のベーシックな商品群

POINT1

POINT4

POINT3

POINT2

POINT5
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ファンドのリスクは下記に限定されません。

各ファンドは、債券等を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の
価格下落や、組入債券の発行体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、外貨建資産に投資しますので、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。

投資リスク
●	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。

◆債券価格変動リスク：債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドが実質的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付け
の低い債券については、格付けの高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延およ
び支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
◆為替変動リスク：「野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券」は、実質組入外貨建資産について、原則として為
替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

「野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型」は、実質組入外貨建資産について、原則として為替
ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありませ
ん。また、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変
動要因となります。

●	その他の留意点
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
●  ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資

成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありません。
●  投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンド

の基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合に
は、原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。

●  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。

●	当資料について
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収益を示唆あるいは保証するものではありません。

●	指数の著作権等について
● ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されてい
るバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルー
ムバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有してい
ます。●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・グローバル（J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global）は、J.P.Morgan 
Securities LLCが公表しているインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。●S&P500株価指数は、スタンダード＆プアー
ズが公表している株価指数で、米国の主要500社によって構成されております。当該指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利はスタンダード
＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーに帰属しております。

●	ご留意事項
● 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。

当ファンドの投資リスク



●信託期間 無期限（2016年7月14日設定）
●決算日および収益分配 年1回の毎決算時（原則、4月22日（休業日の場合は翌営業日））に、分配の方針に基づき分配します。
ご
購
入
時

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額
●ご購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
●ご購入単位 ご購入単位は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

ご
換
金
時

●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額
●ご換金代金 原則、ご換金申込日から起算して6営業日目から販売会社でお支払いします。
●ご換金制限 大口換金には制限を設ける場合があります。

そ
の
他

●お申込不可日
販売会社の営業日であっても、お申込日当日あるいはお申込日の翌営業日が、下記のいずれかの休
業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金の各お申込みができません。
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行

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。

〈委託会社〉野村アセットマネジメント株式会社［ファンドの運用の指図を行なう者］　〈受託会社〉野村信託銀行株式会社［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］

課税関係
個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。
ただし、少額投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。なお、税法が改正された場合など
には、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※お申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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
★インターネットホームページ★
http://www.nomura-am.co.jp/

★携帯サイト★
http://www.nomura-am.co.jp/mobile/

● ファンドの特色
1. 米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象※とし、各ファンドの対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果

を目指して運用を行ないます。
 ※「実質的な主要投資対象」とは、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
2. 各ファンドの対象指数は以下となります。
 ｢野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券」：
 ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）

・ 「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）」は、ブルームバーグ・
バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（USドルベース)を用い、委託会社が独自に円換算したものです。

 ｢野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型」：
 ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（円ヘッジ・円ベース）

・ 「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（円ヘッジ・円ベース）」は、ブルームバーグが算出
するインデックスです。

3. 対象指数の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活
用する場合があります。

4. ｢野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券」は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型」は、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ
により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

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。

● お申込みメモ

当ファンドに係る費用　 （2019年7月現在）

ご購入価額に2.7%※1　（税抜2.5％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※1  2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、2.75％となります。

純資産総額に年0.864％※2（税抜年0.80％）以内（2019年7月17日現在年0.864%※2　（税抜年0.80%））の率を乗じて得た額
※2  2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年0.88％となります。

1万口につき基準価額に0.2％の率を乗じて得た額

・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　・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

  ● ご購入時手数料

  ● 運用管理費用（信託報酬）　　ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。

  ● 信託財産留保額（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。）

★サポートダイヤル★　　 0120-753104
 <受付時間>営業日の午前9時～午後5時

商　　号 ： 野村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373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／ 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は 設定・運用は

商　　号 ： 株式会社新生銀行
登録金融機関　関東財務局長（登金）第10号
加入協会 ：   日本証券業協会／ 

一般社団法人金融先物取引業協会
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