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11 月 30 日の弊社ファンドの基準価額下落について 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2021 年 11 月 30 日、弊社運用ファンドの一部において、基準価額が前日比で 5％超下落しました。 

以下に該当ファンドおよび基準価額の下落要因についてお知らせいたします。 

 

１．2021 年 11 月 30 日時点で基準価額が前日比で 5％超下落した公募投資信託 

ファンド名 基準価額 前日比 
前日比 

騰落率 

ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年 2回決算型 11,492円 -891円 -7.2% 

ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 7,795円 -604円 -7.2% 

ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年 2回決算型 19,217円 -1,432円 -6.9% 

ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 14,003円 -1,038円 -6.9% 

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 6,111円 -440円 -6.7% 

野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年 2回決算型 10,246円 -734円 -6.7% 

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年 2回決算型 15,135円 -1,003円 -6.2% 

野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 5,089円 -337円 -6.2% 

ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年 2回決算型 10,318円 -630円 -5.8% 

ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 8,991円 -546円 -5.7% 

 

 

 

 

2021 年 12 月 1 日 

 

・ 基準価額は、分配落ち前の価額を掲載しています。 

・ 騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時にファンドへ再投資したものとして計算した騰落率です。 

・ 当資料でお知らせする「基準価額 5％超下落」の基準は、ファンドの騰落率が 5％以上の下落が該当し、小数点以下を四捨五入して 5％の下落となる場合は含んでおりません。 

・ ファンドによって、投資対象市場の基準価額への反映タイミングが異なります。 

・ 公募投資信託のうち、ＤＣ（確定拠出年金）、ＥＴＦ（上場投資信託）、投資信託協会分類の特殊型（ブル・ベア型）ファンドは除外しております。 

・ ファンド名は約款に準じており、HP の表記と必ずしも一致するとは限りません。 
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２．主な市場動向について 

11月25日 11月26日 11月29日 11月30日
25日から26日

の騰落率
26日から29日

の騰落率
29日から30日

の騰落率

日経平均株価 29,499.28 28,751.62 28,283.92 27,821.76 -2.5% -1.6% -1.6%

NYダウ工業株30種 35,804.38 34,899.34 35,135.94 34,483.72 -2.5% 0.7% -1.9%

MSCIコクサイ・インデックス 3,303.65 3,226.17 3,257.23 3,200.04 -2.3% 1.0% -1.8%

MSCIエマージング・インデックス 1,254.69 1,223.13 1,218.99 1,212.42 -2.5% -0.3% -0.5%

FTSE NAREIT 全REIT インデックス 272.61 265.10 267.61 262.07 -2.8% 0.9% -2.1%

東証REIT指数 2,073.49 2,069.18 2,021.67 2,002.58 -0.2% -2.3% -0.9%

為替
（対円レート、投資信託協会）

11月25日 11月26日 11月29日 11月30日
25日から26日

の騰落率
26日から29日

の騰落率
29日から30日

の騰落率

米ドル（円／米ドル） 115.33 114.93 113.77 113.77 -0.3% -1.0% 0.0%

ユーロ（円／ユーロ） 129.28 128.91 128.42 128.41 -0.3% -0.4% -0.0%

ブラジルレアル（円／ブラジルレアル） 20.59 20.65 20.30 20.29 0.3% -1.7% -0.1%

豪ドル（円／豪ドル） 83.10 82.38 81.19 81.29 -0.9% -1.4% 0.1%

南アフリカランド（円／南アフリカランド） 7.26 7.12 7.05 7.05 -1.9% -1.0% 0.0%

中国元（円／中国元） 18.05 18.00 17.80 17.82 -0.3% -1.1% 0.1%

インド（円／ルピー） 1.56 1.55 1.53 1.53 -0.6% -1.3% -0.0%

インドネシアルピア（円／100インドネシアルピア） 0.81 0.81 0.80 0.80 0.0% -1.2% 0.0%

トルコリラ（円／トルコリラ） 9.68 9.53 9.19 8.93 -1.5% -3.6% -2.9%

（出所）Bloombergデータより野村アセットマネジメント作成

（注）市場の休日等の場合は前日の値を使用

（注）為替についてはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)取引を用いているコースもあり、必ずしも上記の為替レートの変動と一致しない場合があります。
 

南アフリカなどで検出されていた新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン型」について、WHO（世界保健

機関）が日本時間の 26 日に最も警戒レベルの高い「懸念される変異型（VOC）」に指定しました。各国政府が

変異株への警戒感を強め、英国やドイツが相次いで南アフリカなどからの渡航制限を表明しました。これにより

世界景気に悪影響を与える可能性を憂慮した投資家がリスク資産の圧縮を急ぎ、26日の世界の株式市場が大

幅安となりました。また、トルコ中央銀行の独立性に対する信頼低下から、29 日にトルコリラが大幅下落しまし

た。 

以上 
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■ご注意

下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、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、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、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。

■投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、
当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。したがって
投資家の皆様のご投資された金額を下回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。また、
投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、
リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付
書面をよくご覧下さい。

■投資信託に係る費用について

以下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。

 

ご購入時手数料
《上限3.85％（税込み）》

投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取り
ます。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。
投資信託によっては、換金時（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。

運用管理費用（信託報酬）
《上限2.222％（税込み）》

投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社
は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送
費用等として、それぞれ按分して受け取ります。
＊一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。
＊ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかり
ます。

信託財産留保額
《上限0.5％》

投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその投
資家自身が負担する趣旨で設けられています。

その他の費用
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、
「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。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。  

投資信託の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、
ご自身でご判断下さい。

 
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

 
        

2021年 12月現在 

野村アセットマネジメントからのお知らせ 
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