
運用実績の推移

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来= 2020年7月31日 以降
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実質的な運用会社である「アメリカン・センチュリー・インベストメンツ（ACI）」のご紹介を掲載しています！
左記QRコードから是非ご覧ください。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料
は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、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。

ケッペルDC REIT シンガポール データセンター 4.5%

合計 54.9%

ゲーミング・アンド・レジャー・プロパティーズ アメリカ スペシャルティ 5.1%

クラウン・キャッスル アメリカ インフラ 4.8%

VICIプロパティーズ アメリカ スペシャルティ 5.6%

WPキャリー アメリカ 分散型 5.1%

フィブラ・ウノ・アドミニストラシオン メキシコ 分散型 5.7%

STAGインダストリアル アメリカ 産業用施設 5.6%

アイアンマウンテン アメリカ スペシャルティ 6.1%

リンク・リアル・エステート・インベストメント・トラスト 香港 商業施設 6.0%

銘柄 国・地域 セクター 純資産比

ランド・セキュリティーズ・グループ イギリス 分散型 6.4%

組入銘柄数 21 銘柄
・配当利回りは、配当金等をもとに算出される各銘柄の
配当利回りに組入比率を掛けたものを年率で表示したも
のです。配当金等は、税金等を控除しておりません。した
がって、実際にファンドが受け取ることができる金額とは
異なります。
・配当利回り（為替ヘッジ後）は、為替ヘッジコストを反映
し、表示しています。

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

・セクター分類はACIによります。

組入上位10銘柄 2023年4月28日 現在

国・地域別配分（純資産比） セクター別配分（純資産比） ポートフォリオ特性値

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託
報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実
際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金
時の費用・税金等は考慮しておりません。

※分配金実績は、将来の分配金の水準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。

配当利回り 5.6%

配当利回り
（為替ヘッジ後）

0.2%

設定来 10.6% 設定来累計 620 円

3年 - 2022年12月 20 円

資産内容 2023年4月28日 現在

1年 -15.7% 2023年1月 20 円

6ヵ月 -2.2% 2023年2月 20 円

騰落率

3ヵ月 -8.4% 2023年3月 20 円

期間 ファンド 分配金（1万口当たり、課税前）の推移

1ヵ月 0.7% 2023年4月 20 円

野村ACIハイインカムREITファンド
（為替ヘッジあり） 毎月分配型

愛称：リートピア (月次改訂）

運用実績 2023年4月28日 現在

基準価額※ 10,492 円

※分配金控除後

純資産総額 5.7 億円

2023年4月28日

●信託設定日 2020年7月31日

●信託期間 2025年7月15日まで

●決算日 原則、毎月15日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

・国・地域は原則発行国・地域で区分

しております。

・セクター分類はACIによります。

・純資産比は、マザーファンドの純資

産比と当ファンドが保有するマザー

ファンド比率から算出しております。
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◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

商業施

設 30.4%

分散型

27.8%スペシャ

ルティ

16.8%

産業用

施設

5.6%

インフラ

4.8%

その他

のセク

ター 7.7%

その他の資

産 6.9%

追加型投信／内外／不動産投信
マンスリーレポート

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

（設定日前日＝10,000として指数化：日次）

＊当資料は、アメリカン・センチュリー・インベストメンツ（ACI）の情報提供を基に野村アセットマネジメントが作成しております。

米国

66.0%

イギリス

10.9%

香港

6.0%

メキシコ

5.7%

シンガ

ポール

4.5%

その他の国

0.0% その他の資

産 6.9%
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野村ACIハイインカムREITファンド
（為替ヘッジあり） 毎月分配型

愛称：リートピア

2023年5月

(月次改訂）

（注）上記コメントは、アメリカン・センチュリー・インベストメンツ（ACI）の情報提供等に基づき作成しています。

○先月のS&P先進国REIT指数（米ドル、配当込みベース）※は、月間で1.90％の上昇となりました。

○当ファンドの主要投資対象である米国REIT市場は上旬、3月のISM製造業景況指数などが市場予想を下回るなど、米景

気減速への懸念が高まる一方、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げ長期化懸念が和らぎ、概ね横ばいで推移しまし

た。その後、中旬に入ると、FRBの理事が一段の利上げに前向きな姿勢を示したことから、利上げ長期化に対する警戒感が

強まり下落しました。下旬においては、米地銀を巡る信用不安が再燃した一方で、市場予想を上回った大手IT（情報技術）

企業の1-3月期決算内容が好感されるなど、値動きの激しい展開となりましたが、月間では上昇となりました。

○セクター別では、賃貸住宅やヘルスケアなどの上昇率が大きなものとなりました。

○国別では、アイルランドやイギリスなどの上昇率が大きなものとなりました。

※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す。

○当ファンドのポートフォリオは、商業施設、スペシャルティ、ヘルスケアなどの厳選したREITに加え、モーゲージREITで構
成しており、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なっております。

○米国ではFRBの利上げ動向に加え、パウエル議長など金融当局者の発言の影響力が高まっており、引き続きインフレ動
向を注視して参ります。また、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が長期化していることから、世界景気に与える影響など
にも注視して参ります。

○ファンドの運用にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクから助言を受け、世界各投資
対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチによる各投資対象地域への配分と、配
当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別銘柄選定を組み合わせてポート
フォリオを構築します。

先月の投資環境

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、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。

○月間の基準価額騰落率（分配金再投資）は0.68％の上昇となりました。

○組入上位銘柄では、米国の保管・情報管理サービスを提供するアイアンマウンテンや、イギリスのショッピングセンターや
工業施設などを所有するランド・セキュリティーズ・グループなどの上昇率が大きなものとなりました。

○月中のポートフォリオの主な売買としては、ショッピングセンターなどを所有する米国のREITや、ショッピングセンター、ア
ウトレットセンターなどを所有する米国のREITなどの一部売却を行なった一方、娯楽施設を所有するVICIプロパティーズ
や、単独店舗の不動産を中心に所有する米国のREITの買い増しなどを行ないました。

先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。）

今後の運用方針 ( ) （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。）

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

追加型投信／内外／不動産投信
マンスリーレポート

2023年4月28日 現在
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野村ACIハイインカムREITファンド
（為替ヘッジあり） 毎月分配型

愛称：リートピア

2023年5月

(月次改訂）

組入上位10銘柄の解説 2023年4月28日 現在

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、

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。

（出所）組入上位10銘柄の解説は、Bloomberg、アメリカン・センチュリー・インベストメンツ（ACI）からの情報提供に基づき野村アセットマネジメントが作成し

ています。

（注）当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆する

ものではありません。

1
LAND SECURITIES GROUP PLC
ランド・セキュリティーズ・グループ

主な投資対象は、英国全域の事務所や店舗、ショッピングセンター、郊外の小売店、スーパーマーケッ
ト、工業施設、倉庫など。ホテルやレジャー用不動産、住宅用物件にも一部投資する。

2
IRON MOUNTAIN INC
アイアンマウンテン

保管・情報管理会社。記録管理、データ管理ソリューション、情報破棄の各サービスを提供する。世界
各地の銀行、エネルギー、エンターテインメント、医療、保険、法律事務所、ライフサイエンス、小売、医
薬品などの業界向けに事業を展開。

3
LINK REIT
リンク・リアル・エステート・インベストメン
ト・トラスト

ショッピングセンター、駐車場、および小売業向け不動産を運用する。世界各地で事業を展開。

4
TRUST FIBRA UNO ADMINISTRACION
フィブラ・ウノ・アドミニストラシオン

工業、商業、オフィス用不動産物件の取得、所有、開発、運営を手掛ける。メキシコで事業を展開。

5
STAG INDUSTRIAL INC
STAGインダストリアル

米国で単一テナント用産業施設への投資と管理を手掛ける。

6
VICI PROPERTIES INC
VICIプロパティーズ

体験型不動産を対象とする。大規模な市場有数のゲーム施設、ホスピタリティ施設、娯楽施設を保有。
世界的に有名なシーザーズ・パレスもその1つ。同社の戦略として、米国内で最高品質とされる最も生
産性の高い体験型不動産ポートフォリオを構築する。

7
WP CAREY INC
WPキャリー

ネットリースの不動産の投資信託に従事。長期のセール・アンド・リースバック方式およびBTS（ビルド・
トゥ・スーツ）方式の資金調達ソリューションを世界各国の企業に提供。世界各国のさまざまな不動産
ポートフォリオを保有するほか、複数の非上場REITも運用する。

8

GAMING AND LEISURE PROPERTIES
INC
ゲーミング・アンド・レジャー・プロパ
ティーズ

カジノとその他娯楽施設の所有・リース会社。

9
CROWN CASTLE INC
クラウン・キャッスル

無線通信用タワーなどのインフラを保有し、運営とリースを手掛ける。米国とオーストラリアで無線通信
サービス区域およびインフラ施設を管理・提供する。

10
KEPPEL DC REIT
ケッペルDC REIT

主な使途をデータセンターとする収益性不動産資産や不動産関連資産で構成される分散型ポートフォ
リオへ直接的・間接的に投資する。

組入銘柄 組入銘柄解説

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

追加型投信／内外／不動産投信
マンスリーレポート
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ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料
は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、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。

野村ACIハイインカムREITファンド
（為替ヘッジあり） 毎月分配型

愛称：リートピア (月次改訂）

ファンドの特色

2023年4月28日

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

追加型投信／内外／不動産投信
マンスリーレポート

● 高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。

● 世界各国（新興国を含みます。）の不動産関連有価証券※1を実質的な主要投資対象※2とします。

※1 ファンドにおいて不動産関連有価証券とは、世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（⼀般社団法人投資

信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）および不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等（総称して「REIT」といいます。）、不動産

に関連する株式および上場投資信託証券（ETF（REITを除きます。））をいいます。

※2 「実質的な主要投資対象」とは、「野村ハイインカムREIT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。

● REITおよび株式への投資にあたっては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インク（American Century Investment 

Management, Inc.）から助言を受け、世界各投資対象地域の経済、為替相場、不動産市場の見通しに基づくトップダウン・アプローチ

による各投資対象地域への配分と、配当水準、配当性向、配当成長を評価するための精緻なボトムアップ・アプローチによる個別

銘柄選定を組み合わせてポートフォリオを構築します。

◆不動産ローン担保証券等に投資するモーゲージREIT等への投資割合には制限を設けません。

◆株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の

株式に限るものとします。

◆効率的な運用を行なうため、不動産に関連するETFを活用する場合があります。

● REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

● 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）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。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通

貨については、為替ヘッジを行なわない場合があります。

● ファンドは「野村ハイインカムREIT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。

● 原則、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことを基本

とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によって

は、分配金額が大きく変動する場合があります。

＊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。

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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ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料
は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、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。

ファンドは、REIT（不動産投資信託証券）や株式等を実質的な投資対象としますので、組入REIT、組入株式の
価格下落や、組入REIT、組入株式の発行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。

※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。

野村ACIハイインカムREITファンド
（為替ヘッジあり） 毎月分配型

愛称：リートピア (月次改訂）

投資リスク

2023年4月28日

追加型投信／内外／不動産投信

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
野村アセットマネジメント株式会社

☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 （フリーダイヤル）
＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時

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

＜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]

【ご留意事項】
・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。
・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。

マンスリーレポート

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】

●信託期間 2025年7月15日まで（2020年7月31日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.3％（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に

●決算日および 年12回の決算時（原則、毎月15日。休業日の場合は翌営業日） 定める率を乗じて得た額

　 収益分配 に分配の方針に基づき分配します。 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年1.35％）の率を

●ご購入単位 1口単位または1円単位（当初元本1口＝1円） 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

※ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 ＊ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給に

●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 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。

差し引いた価額 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、

●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記のいずれ 外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う

かの休業日に該当する場合には、原則、ご購入、ご換金の ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が

各お申込みができません。 お客様の保有期間中、その都度かかります。

・ニューヨークの銀行　・ニューヨーク証券取引所 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に

●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 料率・上限額等を示すことができません。

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 ◆信託財産留保額（ご換金時） 1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

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。 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

なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる 応じて異なりますので、表示することができません。

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。 ※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。
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　分配金に関する留意点

野村ACIハイインカムREITファンド
（為替ヘッジあり） 毎月分配型

愛称：リートピア (月次改訂）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料
は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、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。

2023年4月28日

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

追加型投信／内外／不動産投信
マンスリーレポート
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村ACIハイインカムREITファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型（愛称：リートピア）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第63号 ○
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