
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

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★

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

http://www.nomura-am.co.jp/mobile/
★携帯サイト★0120-753104

販売用資料
2019年8月

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 ： 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

お申込みメモ

当ファンドに係る費用

※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。

2028年5月15日まで（2018年8月17日設定）

年1回の毎決算時（原則、5月15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。

●お申込不可日

●ご購入価額
●ご購入代金

ご購入申込日の翌営業日の基準価額

●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額
●ご換金代金

●スイッチング

原則、ご換金申込日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。

スイッチングのお取扱いのある販売会社では、「野村ワールドボンド・ファンド」の換金代金をもって当ファンドへの
スイッチングが可能です。スイッチングの方法等は、ご購入、ご換金の場合と同様です。
＊販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

●ご換金制限 大口換金には制限を設ける場合があります。

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。

販売会社の営業日であっても、お申込日当日が以下の休業日と同日の場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。
　・ニューヨークの銀行

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（スイッチングを含む）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。

課税関係

●信託期間
●決算日
　および収益分配
ご
購
入
時
ご
換
金
時

そ
の
他

ありません。
●ご購入時手数料

ありません。
●信託財産留保額（ご換金時、スイッチングを含む）

●その他の費用・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。
純資産総額に以下の率（信託報酬率）を乗じて得た額
信託報酬率は期間に応じて下記の通りとします。
　①2018年9月6日以降 （②が適用になった場合はその前日まで）
　　毎月第3営業日の翌日（信託報酬切替日）に、信託報酬切替日の前月末時点におけるグローバル債券マザーファンドへの投資比率に応じて、
　　年1.0044%※1（税抜年0.93%）以内の率に切り替えます。

以下の費用は、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
・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。

（2019年8月現在）

〈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］〈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］

野村ワールドボンド・ファンド
愛称：ほっとステップ

ストップライン付き

追加型投信／内外／債券

グローバル債券マザーファンドへの投資比率 信託報酬率
30％未満 年0.1404％※2（税抜年0.13％）

30％以上50％未満 年0.4644％※3（税抜年0.43％）
50％以上80％未満 年0.7884％※4（税抜年0.73％）

80％以上 年1.0044％※1（税抜年0.93％）
　②ファンドの基準価額がストップライン以下となり、ファンドの繰上償還が決定した日の翌日以降　年0.0648％※5（税抜年0.06％）以内

＊ファンドの基準価額がストップライン以下となりファンドの繰上償還が決定した日のファンドの基準価額算出に用いたコールレートが、0.12％未満の
場合の信託報酬率は、当該コールレートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該信託報酬率はマイナスの率とはならないこととします。

(注）2019年6月末現在の信託報酬率は年1.0044％   （税抜年0.93%）となっております。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※１が年1.023％、※2が年0.143％、※3が年0.473％、※4が年0.803％、※5が

年0.066％となります。

※1

以下の費用は、ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。
　◆契約の費用（2019年8月9日現在）

ファンドは、ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約をクレディ・スイス・インターナショナルと締結しております。
当契約の対価として、ファンドの純資産総額に対し、年0.19％※6を乗じて得た額が契約提供会社へ支払われることとなります。
※6 契約の更新、契約提供会社の追加・変更等により変更となる場合があります。

（注）運用管理費用（信託報酬）の最大値にファンドが締結する契約の費用を加えた費用は年1.1944%　（税込）となります。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※7が年1.213％となります。

※7

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



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。

1 2

投資にこそ、安心を。
自分らしい人生を楽しむ上で、

お金の気がかりはなるべく小さくしたいもの。

「できれば資産を増やしたいけれど、損をするのは怖い」

「相場の動きをいつも気にかけているのは大変」

「この先どうなるか分からない中で、投資先を選べない」

不安の中で一歩を踏み出すのは難しいものです。

そこで私たちは
「ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

（愛称：ほっとステップ）」を
ご提案します。

◆ファンドの基準価額があらかじめ定められた水準を下回らない
　「ストップライン付き」のファンドです。
◆基準価額が下落した場合は、価格変動が大きい資産への
　投資比率を引き下げます。

大きな値下がりが怖い方のために損失を限定

◆信用力の高い先進国の国債等が主な投資対象です。
◆安定的なリターンを目指した運用をします。

リスクを抑えた運用で気がかりを小さく

1

POINT

2

POINT

ファンドを安心して保有していただくため、基準価額があらかじめ定められた水準
（ストップライン）を下回らないなど、損失を大きくしないためのしくみをつけました。

ファンドにおける損失限定のしくみのイメージ

ファンドでは、基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を締結することで損失限定を図りますが、契約の
相手方の倒産等により契約が履行されない場合には、基準価額および償還価額がストップラインを下回る可能性があります。

大きな値下がりが怖い方のために損失を限定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。

※ファンドの運用を終了する場合については、5ページをご覧ください。

ストップ
ライン

（ストップラインの101％の水準）

償還検討
ライン

基準価額

9,500円

10,000円

9,595円

基準価額が10,000円　ストップラインが9,500円の場合

基準価額が下落すると、価格
変動の大きい資産の割合を
引き下げ、基準価額の変動が
小さくなるようにします。

基準価額が22営業日連続して
償還検討ライン以下となった場
合にはファンドの運用を終了※

（繰上償還）します。

基準価額がストップライン以下になった場合には、
ファンドの運用を終了※（繰上償還）します。

損失を限定するしくみがあります。
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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。 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。3 4

ストップライン

基準価額

ストップラインと基準価額の差に応じて
下値抑制を図ります。

ファンドは、安定したリターンが見込める「先進国の国債等」へ投資する「グローバル
債券マザーファンド」と、価格変動が小さい「日本の短期国債等」に投資する「野村短期
日本国債マザーファンド」の2つのマザーファンドに投資します。
各マザーファンドの投資配分比率は、ファンドが実質的に保有する資産全体のリスク
水準を考慮して決定し、ファンドの基準価額が上昇した場合には「グローバル債券
マザーファンド」の組入比率を引き上げ、下落した場合には引き下げることを基本と
します。

基準価額が上昇すると、
ストップラインも引き上がります。

ファンドの基準価額が上昇した時にはストップラインも引き上がります。一度引き
上がったストップラインは下がりません。2019年5月末現在のストップラインは
9,500円です。
ストップラインの引き上げ幅は500円とし、各月末時点において基準価額とストップ
ラインに500円を加算した額との差が基準価額の約8％以上になったところで引き
上げます。

基準価額が下がった時
は、守りに徹するため、
価格変動が小さい資産
を増やします。

野村短期日本国債
マザーファンド

グローバル債券
マザーファンド

上記はイメージ図です。

基準価額の下落に伴い「グローバル債券マザーファンド」の組入比率が低下すると、
債券市場の下落による基準価額への影響を抑制できますが、一方で、債券市場が上昇
した場合にはその恩恵が十分に受けられないこととなります。

基準価額が上がった
時は、リターンが見
込める資産を増やし
ます。

ストップライン引き上げのイメージ

ストップ
ライン

12,500円

12,000円
ファンドの基準価額

13,000

12,500

12,000

11,500

11,000

10,500

10,000

9,500

9,000

（円）

10,900円

約8％

11,500円

約8％

約8％

約8％

＊ファンドの最大損失率が8%であることを示唆するものではありません。
＊ストップラインを引き下げることはありません。

9,500円

10,000円

11,000円

11,500円

10,500円

月末 月末 月末 月末

「ストップライン」は、ファンドの基準価額からストップ
ラインに500円を加算した額を差し引いた額が、ファンド
の基準価額に8%を乗じて得た額を100円の整数倍に
切り上げた額以上となった場合に引き上げ
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5 6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。

ファンドの運用を終了する場合の例 ファンドは損失限定を図るための
契約を結びます。

ファンドは、ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を、委託会社と
受託会社が契約提供会社と結ぶことで損失の限定を図ります。契約により、ファンドが投資する資産
の下落などにより、基準価額がストップラインを下回ることとなった場合に、定められた規定に
基づき基準価額をストップライン水準とするのに必要な金額がファンドに支払われます。

ファンドの基準価額が22営業日連続して「償還検討ライン」以下となった場合には繰上償還を行ないます。

基準価額の下落に伴い、「グローバル債券マザーファンド」への投資比率が低下すると、ファンドの期待リターンも
低下します。この為、22営業日連続して基準価額が償還検討ライン以下で推移した場合には繰上償還を行ないます。

上記の他に、ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を結ぶことができなくなった場合には繰上償還を
行ないます。
ファンドにおける償還検討ラインは、ファンドの繰上償還の検討に用いる価額水準であり、ファンドの基準価額および償還価額が償還
検討ラインを下回らないことを示唆あるいは保証するものではありません。

ファンドでは、基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を締結することで損失限定を図りますが、契約の相手方
の倒産等により契約が履行されない場合には、基準価額および償還価額がストップラインを下回る可能性があります。ファンドは、
2019年8月9日現在、上記契約をクレディ・スイス・インターナショナルと締結しています。クレディ・スイス・インターナショナルの詳細
については、次ページをご覧ください。

基準価額が償還検討ライン以下に下落し
ても、22営業日以内に償還検討ラインを
上回った場合には、運用を継続します。

22営業日連続して
基準価額が償還検
討ライン以下で推移
した場合には、償還
が決定します。

基準価額がストップライン以下と
なった場合には償還が決定します。 

例① 償還検討ラインと償還例① 償還検討ラインと償還
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償還決定

運用継続

上記はイメージ図です。

上記はイメージ図です。

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。

基準価額

ファンドの基準価額が「ストップライン」以下となった場合には繰上償還を行ないます。

例② ストップラインと償還例② ストップラインと償還

基準価額

契約提供会社
「クレディ・スイス・インターナショナル」について

ファンドでは、基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を締結することで損失限定を
図りますが、契約の相手方の倒産等により契約が履行されない場合には、基準価額および償還価額が
ストップラインを下回る可能性があります。

創立160年以上の歴史

●クレディ・スイス・インターナショナルは、クレディ・スイス・グループ・
エイ・ジー（以下「クレディ・スイス」といいます。）を親会社とする
金融機関で、銀行業務を主として行なっています。

●クレディ・スイスは、1856年にスイスのチューリッヒで設立されて
以来、銀行業務におけるあらゆる実績とノウハウを培ってきました。
世界中の事業法人、機関投資家、個人富裕層、スイス国内個人
顧客など幅広い層のお客様に、専門的な助言、包括的なソリュー
ション、革新的な商品を提供しています。

世界有数のグローバルな金融機関

●クレディ・スイスは、世界有数の金融機関として、世界50ヵ国以上
でインベストメント・バンキング、プライベート・バンキング、アセット
マネジメントの3分野を中核とした事業を展開し、2018年12月末
現在、170以上の国籍におよぶ45,680人の従業員を有してい
ます。

●クレディ・スイスの2018年12月末現在の純資産額は1.347兆
スイスフラン（約151兆円※1）です。

●クレディ・スイス・インターナショナルはムーディーズ社ではA1、
S&P社ではA+の格付※2を有しています。

※1 2018年12月末現在の為替レート（1スイスフラン＝111.84円）で換算
※2 2019年6月末現在

（出所）同社IR資料およびブルームバーグのデータよりクレディ・スイス作成

クレディ・スイスの創業者である
アルフレッド・エッシャーの肖像

クレディ・スイスの本拠地（チューリッヒ）
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中央銀行
中央銀行

物価上昇が緩やかな国物価が勢いよく上昇している国

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。 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。

・日本を含む先進国の国債等を中心に投資します。
・為替変動による値動きの影響を抑える運用をします。

安全性の高い国債等に投資します。

リスクを抑え、堅実に運用します。

リスクを抑えた運用で気がかりを小さく2

・安定したリターンを生み出すために、投資する国や地域、個別債券
の選定を行ないます。金利が上昇する局面などでは、為替変動を
利用したリターンの獲得も目指します。

安定的なリターンを目指した運用をします。

マザーファンドでは、金利水準や経済環境を総合的に判断し、投資する国・地域を
選定します。

安定したリターンを
生み出すために 1 投資する国や地域の選定

7 8

当ページより、ファンドが投資する2つのマザーファンドのうち、安定したリターンが
見込める「グローバル債券マザーファンド」（以下、「マザーファンド」）についてご説明
します。

現地通貨ベースの
利回り

為替ヘッジ取引による
コストを控除

為替ヘッジ取引による
コストを

加味した利回り

1 23

上記はイメージ図です。
▶「為替ヘッジ」については15ページをご覧ください。

上記はイメージ図です。

金融緩和政策を続ける国

為替ヘッジ取引によるコストを加味した利回り水準選定ポイントの例選定ポイントの例

金利が上昇する可能性が低い国選定ポイントの例選定ポイントの例

金融引き締め政策を続ける国

A国 B国 C国 A国 B国 C国 A国 B国 C国
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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。

マザーファンドでは、為替変動による値動きの影響を抑えるために、原則として
純資産総額の80％から100％程度が実質日本円となるように為替ヘッジ取引
を行ない、為替変動の影響を大きく受けないようにします。
一方、限られた範囲で為替変動を利用し、例えば、円安局面で収益獲得が期待
できる時など、収益源の多様化を図ります。

安定したリターンを
生み出すために 3 為替変動を利用した運用

マザーファンドでは、金利動向をふまえてデュレーションを調整し、金利上昇に
よる債券価格の下落を抑えながらリターンの獲得を目指します。
「デュレーションが短い(長い)」ということは、「金利変動による債券価格の変動が
小さい(大きい)」ことを意味します。

安定したリターンを
生み出すために 2 金利動向をふまえた運用

デュレーションとは、金利がある一定の割合で変動した場合に債券価格がどの程度変動するか
を示す指標です。 マザーファンドは為替変動による値動きの影響が限定的になるような運用をします。

上記は、米国金利が上昇した時の米国債券価格と米ドル（対円）の為替レートの動きについて、一般的な考え方を示したもので、必ずしも上記の
通りになるとは限りません。
為替レートが「米ドル安/円高」となった場合には、為替差損を被る場合があります。

マザーファンドのデュレーションは、2017年以降、金利上昇トレンドをふまえ、一般的な世界債券
の市場指数よりも短く抑えて、金利上昇による債券価格下落の影響を小さくしました。

マザーファンド ： グローバル債券マザーファンド　
市場指数 ： FTSE世界国債インデックス（除く日本）
FTSE世界国債インデックス（除く日本）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。同指数はFTSE Fixed Income 
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

（出所）ブルームバーグのデータより野村アセットマネジメント作成
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上記はイメージ図です。
デュレーションに関する説明の一部であり、すべてを網羅したものではありません。

デュレーションと金利、債券価格の関係

マザーファンドのデュレーション推移

為替変動の影響を受ける部分を残すことで、金利が上昇した場合などに収益源の多様化が
図られます。

（例）米国において金利が上昇した場合

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。
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。
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純資産総額の
80％～100％程度について
為替変動の影響を抑えます。

為替変動の影響を
受ける部分を一部残し、

収益獲得のチャンスを狙います。
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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。
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（出所）ブルームバーグのデータより野村アセットマネジメント作成
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上記はイメージ図です。
デュレーションに関する説明の一部であり、すべてを網羅したものではありません。

デュレーションと金利、債券価格の関係

マザーファンドのデュレーション推移

為替変動の影響を受ける部分を残すことで、金利が上昇した場合などに収益源の多様化が
図られます。

（例）米国において金利が上昇した場合

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。
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。
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上記はイメージ図です。
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純資産総額の
80％～100％程度について
為替変動の影響を抑えます。

為替変動の影響を
受ける部分を一部残し、

収益獲得のチャンスを狙います。
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下記は、ファンドが主に投資対象とする「グローバル債券マザーファンド（設定日:2016年11月
22日）」の運用期間が短いため、ファンドと同様の運用の考え方に基づき算出した試算結果
です。過去のデータに基づいて算出した結果であり、将来の運用成果等を予測あるいは示唆
するものではありません。また、実際のファンドの運用実績ではありません。ファンドの将来の
運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

「グローバル債券マザーファンド」の
資産内容（2019年5月31日現在）

上記は「グローバル債券マザーファンド」の過去の運用実績であり、将来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。

・四捨五入のため、合計が100％とならない場合があります。

・先物の建玉がある場合は、合計が100％とならない場合があります。
・国・地域は原則発行国・地域で区分しています。

・債券、現金等、為替フォワードによるエクスポージャーの合計を表示し
ています。

・ポートフォリオ特性値は、マザーファンドの組入債券等(現金を含む）の各
特性値（最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したもの

（現地通貨建て）です。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、
ランク毎に数値化したものを加重平均しています。

・平均最終利回り（為替ヘッジ後）は、為替ヘッジプレミアム/コストを反映
し、表示しています。

・デュレーション ： 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。

＊平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に
係る信用格付を加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る
信用格付ではありません。格付は、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社、
R&I社あるいは、JCR社のいずれかの格付機関の高い方の格付により
ます。表示はS&P社に基づきます。

平均最終利回り

平均最終利回り（為替ヘッジ後）

平均デュレーション

平均格付
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0.6％

3.5年
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0％ 25％ 50％ 75％ 100％ 125％

0％ 20％

日本・円

アメリカ・ドル

メキシコ・ペソ

スウェーデン・クローナ

ポーランド・ズロチ

1.9％

10.4％

95.0％

1.0％

1.0％

40％ 60％ 80％ 100％

0 10 20 9080 100（％）

AAA
45.4%

A
16.7%

その他の資産
25.4％

AA
9.8%

BBB
2.8％

カナダ
8.8%

その他の
資産

25.4％
アメリカ
21.6%

イタリア
11.7%

国際機関
7.9％

その他の国・地域
40.8％

日本
7.7％

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。

シミュレーション

ファンドが主に投資対象とする「グローバル債券マザーファンド」と同様の運用戦略を用いて運用
する「世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド（設定日:2005年7月29日）」の
運用実績を基に、両マザーファンドの目標収益率の差からリターンを調整したものを「先進国の
国債等」のリターンとします。
基準価額とストップラインの差などから、グラフ下段のオレンジの「先進国の国債等」とブルー
の「日本の短期国債」との投資配分比率を決定し合成したものがグラフ上段のパフォーマンス

（試算）となります。当該パフォーマンス（試算）は、投資配分比率に応じた運用管理費用にファンド
が締結する契約の費用を含めた費用（年1.1944％以内）を控除して算出しています。
＊「日本の短期国債」のリターンについては、原則ゼロとして試算していますが、2016年1月以降については、マイナス金利の影響を加味する為

に日本短期国債指数のリターンを用いています。

試算の前提条件について
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パフォーマンス（試算）と各ラインの推移（シミュレーション）
期間 ： 2005年7月末～2018年7月末、月次

買い建て上位5通貨

※2005年7月末を10,000円として算出

（％）

日本短期国債指数 ： ICE BofAML Japan Treasury Bill Index
「ICE BofAML Japan Treasury Bill Index  SM/®」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、
ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。

日本の短期国債
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下記は、ファンドが主に投資対象とする「グローバル債券マザーファンド（設定日:2016年11月
22日）」の運用期間が短いため、ファンドと同様の運用の考え方に基づき算出した試算結果
です。過去のデータに基づいて算出した結果であり、将来の運用成果等を予測あるいは示唆
するものではありません。また、実際のファンドの運用実績ではありません。ファンドの将来の
運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

「グローバル債券マザーファンド」の
資産内容（2019年5月31日現在）

上記は「グローバル債券マザーファンド」の過去の運用実績であり、将来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。

・四捨五入のため、合計が100％とならない場合があります。

・先物の建玉がある場合は、合計が100％とならない場合があります。
・国・地域は原則発行国・地域で区分しています。

・債券、現金等、為替フォワードによるエクスポージャーの合計を表示し
ています。

・ポートフォリオ特性値は、マザーファンドの組入債券等(現金を含む）の各
特性値（最終利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したもの

（現地通貨建て）です。また格付の場合は、現金等を除く債券部分について、
ランク毎に数値化したものを加重平均しています。

・平均最終利回り（為替ヘッジ後）は、為替ヘッジプレミアム/コストを反映
し、表示しています。

・デュレーション ： 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。

＊平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に
係る信用格付を加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る
信用格付ではありません。格付は、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社、
R&I社あるいは、JCR社のいずれかの格付機関の高い方の格付により
ます。表示はS&P社に基づきます。
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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。

シミュレーション

ファンドが主に投資対象とする「グローバル債券マザーファンド」と同様の運用戦略を用いて運用
する「世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド（設定日:2005年7月29日）」の
運用実績を基に、両マザーファンドの目標収益率の差からリターンを調整したものを「先進国の
国債等」のリターンとします。
基準価額とストップラインの差などから、グラフ下段のオレンジの「先進国の国債等」とブルー
の「日本の短期国債」との投資配分比率を決定し合成したものがグラフ上段のパフォーマンス

（試算）となります。当該パフォーマンス（試算）は、投資配分比率に応じた運用管理費用にファンド
が締結する契約の費用を含めた費用（年1.1944％以内）を控除して算出しています。
＊「日本の短期国債」のリターンについては、原則ゼロとして試算していますが、2016年1月以降については、マイナス金利の影響を加味する為

に日本短期国債指数のリターンを用いています。

試算の前提条件について
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日本短期国債指数 ： ICE BofAML Japan Treasury Bill Index
「ICE BofAML Japan Treasury Bill Index  SM/®」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商標です。当ファンドは、
ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
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▶「デュレーションと金利、債券価格の関係」については9ページをご覧ください。

※1 S&P社およびムーディーズ社は代表的な格付機関です。
※2 利回りは、残存期間が同程度の債券で比較した場合です。

金利

上記は債券価格の主な変動要因等の説明であり、すべてを網羅しているものではありません。債券価格は上記以外にもさまざまな要因で変動します。

ムーディーズ社※1

BBB Baa
A A

投資適格
格付

投機的格付

AA Aa
AAA Aaa

CC Ca
CCC Caa

… …

B B
BB Ba

S＆P社※1

高

低

信
用
力

低

高

利
回
り

デュレーションとは

「金利」と債券価格の関係を表すのがデュレーションです。

主に金利がある一定の割合で変動した場合に、債券価格がどの程度変動するかを示す指標として
使われています。
デュレーションの短い債券に比べ、長い債券の方が、債券価格の変化幅が大きいと言えます。

格付とは

発行体の「信用力」の目安となるのが
格付です。

格付とは、債券の元本や利子が期日通りに
支払われるかどうか、その確率や能力を
格付機関が評価したものです。
一般的に、信用力が高いと利回りは低く、
信用力が低いと利回りは高くなります。

金利が上昇すると、金利が
低いときに発行された債券
の魅力が低下するため、債券
価格は下落します。

上昇 下落

金利 債券価格

※2

代表的な格付の例

13 14

上記はイメージ図です。

金利 債券価格

金利が低下すると、金利が
高いときに発行された債券
の魅力が高まるため、債券
価格は上昇します。

低下 上昇

金利 債券価格

信用力
発行体の信用力が改善し、
格付が上がると、債券価格
は上昇します。

改善 上昇

信用力 債券価格
発行体の信用力が悪化し、
格付が下がると、債券価格
は下落します。

悪化 下落

信用力 債券価格

金利 債券価格債券とは、国や企業などの発行体が、投資家からお金を借りる時に発行
する、いわば借用証書のようなものです。
国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債、企業が発行する
社債など、発行体の違いによりさまざまな債券があります。
債券を発行する際には、あらかじめ元本の返済期限（満期日）や利子の
支払い条件等が決められています。

投資家

ご参考 ご参考

国・地方公共団体・企業など

上記はイメージ図です。

債券って何？

債券の３つの特徴

利子を
受け取れる

債券価格は
変動する

満期日に
額面金額が戻る

原則として
発行するときに約束された

利子を定期的に
受け取ることができます。
（利付債の場合）

満期日を迎える前は
市場で売買できます。
取引される際の
債券価格は

市場環境等によって
変動します。

例えば、
額面金額が100万円の
場合、原則として
満期日に100万円が

戻ることが
約束されています。

投資

債券の発行

「債券に投資する」ということ

上記は一般的な債券の説明であり、すべてを網羅しているものではありません。

債券価格の主な変動要因について
債券価格は主に「金利」と「信用力」の影響で変動します。
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上記はイメージ図です。
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発行するときに約束された

利子を定期的に
受け取ることができます。
（利付債の場合）

満期日を迎える前は
市場で売買できます。
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海外の資産に投資をすると、資産価格は為替変動の影響を受けます。為替レートは常に動いて
おり、将来どのようになるかはわかりません。ただし「今の時点で、あらかじめ将来の為替を予約
しておく」ことで為替変動の影響を減らすことができます。これを「為替ヘッジ」と言います。（図１）
為替ヘッジを行なうと為替変動の影響を受けにくくなるものの、為替ヘッジコスト（通貨間の金利
差）がかかります。（図2）

為替ヘッジって何？

為替ヘッジをしない場合は、為替変動の影響を受けるため、円高になれば為替差損が、円安に
なれば為替差益が発生します。
一方、為替ヘッジをすると、為替変動の影響が抑えられるため、円高になれば為替差損を低減
することができますが、円安になっても為替差益を享受できません。

為替ヘッジの効果について

上記は一般的な為替ヘッジの説明であり、すべてを網羅しているものではありません。

上記はイメージ図です。
海外債券に投資する場合について説明していますが、すべての投資リスクを説明しているものではありません。

上記は自国通貨が日本円である投資家の場合を示したものです。
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為替変動の
影響で、
為替差損（－5円）
が発生

〈〈 1ドル=100円で取引した時の例 〉〉
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為替ヘッジ対象通貨の
短期金利

円の短期金利

為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りますが、完全
にヘッジすることはできません。

コストが
かかるんだね！

為替変動リスクが
低減できるのか！

（図１） （図2）

為替ヘッジ効果のイメージ 為替ヘッジコストのイメージ
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為替ヘッジとは
ご参考

「為替ヘッジ」をしない場合 「為替ヘッジ」をする場合

為替差損を
低減できる

円安（1ドル＝105円）になったら

為替変動の
影響で、
為替差益（+5円）
が発生

「為替ヘッジ」をしない場合 「為替ヘッジ」をする場合

為替差益を
享受できない

ファンドの特色①
世界各国の公社債ならびに残存期間の短いわが国の国債等を実質的な
主要投資対象※1とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る
とともに、基準価額の下値抑制を目標に運用を行ないます。

◆各マザーファンドへの投資配分比率の決定にあたっては、ファンドの基準価額が上昇した場合には「グロー
バル債券マザーファンド」の組入比率を引き上げ、ファンドの基準価額が下落した場合には「グローバル債券
マザーファンド」の組入比率を引き下げることを基本とします。ただし、ファンドが実質的に保有する資産全体
のリスク水準の変化も投資配分比率の決定に影響するため、上記のようにならない場合もあります。 

＜「グローバル債券マザーファンド」について＞
●世界各国の公社債を主要投資対象とします。
●投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付（格付がない場合は同等の信用度を有すると

判断されるものを含みます。）を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等（国債、政府保証債、政府
機関債、国際機関債、地方債）を中心に投資します。

●市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、
ポートフォリオを構築します。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として0～8年の範囲内で調整
します。効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用する場合があります。

●円建資産の額と外貨建資産のうち為替ヘッジ（他通貨による代替ヘッジを含みます。）を行なった資産の
額との合計額（実質的な円建資産の額）については、原則として信託財産の純資産総額の90％±10％程度
に維持することを基本とします。

＜「野村短期日本国債マザーファンド」について＞
●残存期間の短いわが国の国債等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせて

コール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
◆各マザーファンドの組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。

ファンドは、「グローバル債券マザーファンド」および「野村短期日本国債マザーファンド」をマザーファンドとするファミ
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、これらの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。

※1

1

2
各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの基準価額（1万口当たり。
支払済みの分配金累計額は加算しません。）が予め定められた水準

（「ストップライン」と呼びます。）を下回らないことを目標に、ファンドが
実質的に保有する資産全体のリスク水準を考慮して決定します。

3
実質組入外貨建資産については、マザーファンドにおいて為替ヘッジ

（他通貨による代替ヘッジを含みます。）を行なうことを基本とし、ファンド
においては原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、外貨建資産に
直接投資をした場合は、原則として、ファンドで為替ヘッジを行なうことを
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。
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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。

ファンドの特色② 投資リスク

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、組入債券の発行体および損失限定を図るための契約提
供会社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。

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。 

●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。
●為替変動リスク

ファンドが投資対象とするグローバル債券マザーファンドでは、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、
純資産総額の20%程度を上限として、投資する外貨建資産に対して為替ヘッジを行なわない場合がありますので
為替変動リスクを完全に排除することを目指すものではありません。
なお、現地通貨による直接ヘッジのほか先進国通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合がありますが、その場合、通貨間
の値動きが異なる場合が想定され、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。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。

◆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。
●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。
●ファンドでは、マイナス利回りの資産に実質的に投資を行なう場合があります。マイナス利回りの資産への投資は、ファンドの基準価

額の下押し要因となります。
●ファンドにおける償還検討ラインは、ファンドの繰上償還の検討に用いる価額水準であり、ファンドの基準価額および償還価額が

償還検討ラインを下回らないことを示唆あるいは保証するものではありません。
　債券売却の際に発生するコスト、債券の価格変動の影響等により、基準価額が22営業日連続して償還検討ライン以下となった日の

翌営業日以降の基準価額および償還価額が、償還を決定した日の基準価額を下回る場合があります。
●ファンドでは、基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を締結することで損失限定を図りますが、契約の相手方

の倒産等により契約が履行されない場合には、基準価額および償還価額がストップラインを下回る可能性があります。
●ファンドの基準価額が22営業日連続して償還検討ライン以下で推移し、償還が決定した後もマイナス利回りの資産への投資等を

通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
●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。

《その他の留意点》

《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。

4

5

6

ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約※2

を、委託会社と受託会社が契約提供会社※3と結ぶことで損失限定を図り
ます※4。

ファンドが投資する資産の下落などにより、契約により支払われるべき金額考慮前の基準価額がストップラインを下回
ることとなった場合に、定められた規定に基づき基準価額をストップライン水準とするのに必要な金額がファンドに
支払われる契約です。 
2019年8月9日現在、契約提供会社は、クレディ・スイス・インターナショナルです。なお、契約提供会社は追加・変更と
なる場合があります。
契約提供会社の経営破たん等により契約が履行されない場合には、基準価額がストップラインを下回る可能性があり
ます。

※2

※3

※4

ファンドの基準価額が22営業日連続してストップラインを上回る予め定め
られた水準（「償還検討ライン」と呼びます。）以下となった場合※5、ファンド
の基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を結ぶ
ことができなくなった場合、あるいはファンドの基準価額がストップライン
以下となった場合には繰上償還を行ないます。

設定当初のストップラインは9,500円、償還検討ラインは9,595円とし
ます。なお、ストップラインは各月末時点において、ファンドの基準価額から
ストップラインに500円を加算した額を差し引いた額が、ファンドの基準
価額に8%を乗じて得た額を100円の整数倍に切り上げた額以上となった
場合に引き上げることとし、引き上げ幅は500円とします。また、償還検討
ラインは、ストップラインの101%とします。

基準価額の下落に伴い、「グローバル債券マザーファンド」への投資比率が低下すると、ファンドの期待リターンも
低下するため、22営業日連続して基準価額が償還検討ライン以下で推移した場合には繰上償還を行ないます。 

※5

●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。
●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。

お申込みに際してのご留意事項

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、図表等に
ついては、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



17 18

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。

ファンドの特色② 投資リスク

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、組入債券の発行体および損失限定を図るための契約提
供会社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。

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。 

●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。
●為替変動リスク

ファンドが投資対象とするグローバル債券マザーファンドでは、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、
純資産総額の20%程度を上限として、投資する外貨建資産に対して為替ヘッジを行なわない場合がありますので
為替変動リスクを完全に排除することを目指すものではありません。
なお、現地通貨による直接ヘッジのほか先進国通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合がありますが、その場合、通貨間
の値動きが異なる場合が想定され、十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。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。

◆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。
●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。
●ファンドでは、マイナス利回りの資産に実質的に投資を行なう場合があります。マイナス利回りの資産への投資は、ファンドの基準価

額の下押し要因となります。
●ファンドにおける償還検討ラインは、ファンドの繰上償還の検討に用いる価額水準であり、ファンドの基準価額および償還価額が

償還検討ラインを下回らないことを示唆あるいは保証するものではありません。
　債券売却の際に発生するコスト、債券の価格変動の影響等により、基準価額が22営業日連続して償還検討ライン以下となった日の

翌営業日以降の基準価額および償還価額が、償還を決定した日の基準価額を下回る場合があります。
●ファンドでは、基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を締結することで損失限定を図りますが、契約の相手方

の倒産等により契約が履行されない場合には、基準価額および償還価額がストップラインを下回る可能性があります。
●ファンドの基準価額が22営業日連続して償還検討ライン以下で推移し、償還が決定した後もマイナス利回りの資産への投資等を

通じてファンド全体の損益がマイナスとなった場合は、ファンドの基準価額が下落することが想定されますのでご留意ください。
●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。

《その他の留意点》

《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。

4

5

6

ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約※2

を、委託会社と受託会社が契約提供会社※3と結ぶことで損失限定を図り
ます※4。

ファンドが投資する資産の下落などにより、契約により支払われるべき金額考慮前の基準価額がストップラインを下回
ることとなった場合に、定められた規定に基づき基準価額をストップライン水準とするのに必要な金額がファンドに
支払われる契約です。 
2019年8月9日現在、契約提供会社は、クレディ・スイス・インターナショナルです。なお、契約提供会社は追加・変更と
なる場合があります。
契約提供会社の経営破たん等により契約が履行されない場合には、基準価額がストップラインを下回る可能性があり
ます。

※2

※3

※4

ファンドの基準価額が22営業日連続してストップラインを上回る予め定め
られた水準（「償還検討ライン」と呼びます。）以下となった場合※5、ファンド
の基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約を結ぶ
ことができなくなった場合、あるいはファンドの基準価額がストップライン
以下となった場合には繰上償還を行ないます。

設定当初のストップラインは9,500円、償還検討ラインは9,595円とし
ます。なお、ストップラインは各月末時点において、ファンドの基準価額から
ストップラインに500円を加算した額を差し引いた額が、ファンドの基準
価額に8%を乗じて得た額を100円の整数倍に切り上げた額以上となった
場合に引き上げることとし、引き上げ幅は500円とします。また、償還検討
ラインは、ストップラインの101%とします。

基準価額の下落に伴い、「グローバル債券マザーファンド」への投資比率が低下すると、ファンドの期待リターンも
低下するため、22営業日連続して基準価額が償還検討ライン以下で推移した場合には繰上償還を行ないます。 

※5

●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。
●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。

お申込みに際してのご留意事項

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、図表等に
ついては、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



〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

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★

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

http://www.nomura-am.co.jp/mobile/
★携帯サイト★0120-753104

販売用資料
2019年8月

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 ： 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

お申込みメモ

当ファンドに係る費用

※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。

2028年5月15日まで（2018年8月17日設定）

年1回の毎決算時（原則、5月15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。

●お申込不可日

●ご購入価額
●ご購入代金

ご購入申込日の翌営業日の基準価額

●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額
●ご換金代金

●スイッチング

原則、ご換金申込日から起算して5営業日目から販売会社でお支払いします。

スイッチングのお取扱いのある販売会社では、「野村ワールドボンド・ファンド」の換金代金をもって当ファンドへの
スイッチングが可能です。スイッチングの方法等は、ご購入、ご換金の場合と同様です。
＊販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。

●ご換金制限 大口換金には制限を設ける場合があります。

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。

販売会社の営業日であっても、お申込日当日が以下の休業日と同日の場合には、原則、ご購入、ご換金、スイッチングの各お申込みができません。
　・ニューヨークの銀行

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（スイッチングを含む）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。

課税関係

●信託期間
●決算日
　および収益分配
ご
購
入
時
ご
換
金
時

そ
の
他

ありません。
●ご購入時手数料

ありません。
●信託財産留保額（ご換金時、スイッチングを含む）

●その他の費用・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。
純資産総額に以下の率（信託報酬率）を乗じて得た額
信託報酬率は期間に応じて下記の通りとします。
　①2018年9月6日以降 （②が適用になった場合はその前日まで）
　　毎月第3営業日の翌日（信託報酬切替日）に、信託報酬切替日の前月末時点におけるグローバル債券マザーファンドへの投資比率に応じて、
　　年1.0044%※1（税抜年0.93%）以内の率に切り替えます。

以下の費用は、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
・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。

（2019年8月現在）

〈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］〈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］

野村ワールドボンド・ファンド
愛称：ほっとステップ

ストップライン付き

追加型投信／内外／債券

グローバル債券マザーファンドへの投資比率 信託報酬率
30％未満 年0.1404％※2（税抜年0.13％）

30％以上50％未満 年0.4644％※3（税抜年0.43％）
50％以上80％未満 年0.7884％※4（税抜年0.73％）

80％以上 年1.0044％※1（税抜年0.93％）
　②ファンドの基準価額がストップライン以下となり、ファンドの繰上償還が決定した日の翌日以降　年0.0648％※5（税抜年0.06％）以内

＊ファンドの基準価額がストップライン以下となりファンドの繰上償還が決定した日のファンドの基準価額算出に用いたコールレートが、0.12％未満の
場合の信託報酬率は、当該コールレートに0.5を乗じて得た率以内の率とします。ただし、当該信託報酬率はマイナスの率とはならないこととします。

(注）2019年6月末現在の信託報酬率は年1.0044％   （税抜年0.93%）となっております。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※１が年1.023％、※2が年0.143％、※3が年0.473％、※4が年0.803％、※5が

年0.066％となります。

※1

以下の費用は、ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。
　◆契約の費用（2019年8月9日現在）

ファンドは、ファンドの基準価額がストップラインを下回らないことを目的とした契約をクレディ・スイス・インターナショナルと締結しております。
当契約の対価として、ファンドの純資産総額に対し、年0.19％※6を乗じて得た額が契約提供会社へ支払われることとなります。
※6 契約の更新、契約提供会社の追加・変更等により変更となる場合があります。

（注）運用管理費用（信託報酬）の最大値にファンドが締結する契約の費用を加えた費用は年1.1944%　（税込）となります。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※7が年1.213％となります。

※7

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


