
当資料のお取り扱いにおけるご注意
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンド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、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基
準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に
帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証
券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確
性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を
考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時
点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも
のではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/
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2016年11月9日

11月9日の基準価額の下落について

当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。

※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

次頁に各市場の動向についてのコメント、および主要指標の動きを掲載しています。

回次ｺｰﾄﾞ 11月9日  下落率 5％以上のファンド 基準価額 前日比
前日比
騰落率

0805 ストック インデックス ファンド２２５ 7,298 円 -413 円 -5.4%

0822 ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ 5,172 円 -292 円 -5.3%

2812 ダイワ・ジャパン・オープン (愛称：Ｄ．Ｊ．オープン) 7,157 円 -433 円 -5.7%

3192 利回り株チャンス　米ドル型（年４回決算型） 6,461 円 -448 円 -6.5%

3198 ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 9,756 円 -701 円 -6.7%

3225 大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 11,996 円 -679 円 -5.4%

3227 Ｄ－Ｉ'ｓ 日経２２５インデックス 11,070 円 -626 円 -5.4%

3261 日本株発掘ファンド　米ドル型 6,914 円 -487 円 -6.6%

3308 ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 9,617 円 -544 円 -5.4%

4602 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 －ライジング・ジャパン－ 9,512 円 -606 円 -6.0%

4611 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver6－ 8,928 円 -505 円 -5.4%

4615 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver7－ 10,227 円 -579 円 -5.4%

4617 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト11 Ver4－ 8,597 円 -487 円 -5.4%

4618 ダイワ日本株式インデックス・ファンド－シフト12 Ver2－ 8,638 円 -489 円 -5.4%

4633 ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 8,467 円 -479 円 -5.4%

4642 ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 9,766 円 -553 円 -5.4%

4721 ダイワ金融新時代ファンド 4,731 円 -269 円 -5.4%

5601 ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５ 11,166 円 -631 円 -5.3%

5757 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型） 8,642 円 -610 円 -6.6%

5848 静岡ベンチマーク・ファンド 10,962 円 -632 円 -5.5%

3702
ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド） (愛称：
ＤＣ・Ｄ．Ｊ．オープン)

12,047 円 -729 円 -5.7%

3703 ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド） 17,714 円 -1,002 円 -5.4%

3705 ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド 19,098 円 -1,100 円 -5.4%



※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

【基準価額下落の要因】

本日の日本株式市場は、TOPIX（東証株価指数）で▲4.6％、日経平均株価で▲5.4％の下落となりました。米

国大統領選挙におけるトランプ氏勝利の可能性が高まるにつれて、急速にリスク回避の動きが強まりました。トラ

ンプ氏が日本や中国の対米貿易黒字を問題視していることもあり、為替市場において円高となったことも日本株

にはマイナス要因となりました。

今後の日本株式市場は、短期的には円高やトランプ氏の政策に関する不透明感への懸念から、調整が先行

する可能性がありそうです。新政権の陣容や具体的政策が徐々に明らかになることで、日本株にはプラス・マイ

ナス両面の影響が出てくると考えますが、それでも全体的には不透明感が後退すること自体がプラスの効果を

及ぼすとみています。国内の市場環境に目を転じると、景気は緩やかながらも回復基調にあり、企業業績も今年

度上半期での底入れが確認されつつあります。したがって、米国の政治面での不透明感が後退するにつれて、

株価はファンダメンタルズの改善を反映する形で、回復基調をたどっていくと予想しています。

◆以下に、基準価額の変動要因となった主な市場環境について掲載します。

【主要指標の動き】

（出所）ブルームバーグのデータを基に大和投資信託作成
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※上記の為替騰落率は、わが国の対顧客電信売買相場の
仲値を採用し、算出しています。

以上

市場指数

直近値 騰落率

11月9日 11月8日比

TOPIX 1,301.16  ▲4.6%

日経平均株価 16,251.54  ▲5.4%

JPX400 11,662.18  ▲4.6%

東証2部指数 4,473.86  ▲2.9%

JASDAQ ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 111.30  ▲2.8%

東証マザーズ指数 829.40  ▲5.3%

為替（対円）

直近値 騰落率

11月9日 11月8日比

米ドル 102.22  ▲2.2%



※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価

額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた

利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先

進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価

証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」

をご覧ください。

以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入

される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる

費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する

一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得

をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたし

ますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。

ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

投資者が直接的に負担する費用 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

購入時手数料 料率の上限は、3.24％（税込）です。
運用管理費用

（信託報酬）

費用の料率の上限は、

年2.1816％（税込）です。

換金手数料 料率の上限は、1.296％（税込）です。

その他の費用・

手数料

信託財産留保額 料率の上限は、0.5％ です。

ファンドの費用について

投資リスクについて

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要
する費用、資産を外国で保管する場合の費
用等を信託財産でご負担いただきます。

（その他の費用・手数料については、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。）

※手数料等の合計額については、保有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。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
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