
2020年5月8日

5月7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。

回次ｺｰﾄﾞ 5月7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

海外株式 3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 3,236 円 -271 円 -7.7%

3101 ダイワ・インド株ファンド (愛称：パワフル・インド) 6,893 円 -491 円 -6.6%

3111 ブラジル株式オープン 7,063 円 -594 円 -7.8%

3152 オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型） 4,802 円 -271 円 -5.3%

3330 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 8,080 円 -438 円 -5.1%

3817 ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド 7,238 円 -413 円 -5.4%

3848
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース
（為替ヘッジなし）

10,493 円 -594 円 -5.4%

4758 ダイワ・インド株式オープン　－ガンジスの恵み－ 7,910 円 -483 円 -5.8%

4759 ダイワ・ブラジル株式オープン　－リオの風－ 3,645 円 -231 円 -6.0%

4777 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 5,521 円 -409 円 -6.9%

4796 ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド 5,485 円 -341 円 -5.9%

4797 ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド 12,091 円 -706 円 -5.5%

4800 ダイワ／アムンディ食糧増産関連ファンド 9,025 円 -538 円 -5.6%

5659 ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用） 10,075 円 -573 円 -5.4%

5747
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　株
式αコース

2,697 円 -155 円 -5.4%

5748
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）　通
貨αコース

3,815 円 -247 円 -6.1%

海外債券 3131 トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 1,674 円 -89 円 -5.0%

3183 トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 4,518 円 -241 円 -5.1%

海外REIT 2736
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジあり）

8,225 円 -444 円 -5.1%

2737
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッ
ジなし）

8,960 円 -610 円 -6.4%

2772
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジあり）

8,611 円 -464 円 -5.1%

2773
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジなし）

8,292 円 -564 円 -6.4%

3015
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース
（為替ヘッジなし）

2,020 円 -125 円 -5.8%

3030
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型） (愛
称：世界の街並み)

2,483 円 -140 円 -5.3%

3068 りそな ワールド・リート・ファンド (愛称：フドウさん) 6,211 円 -350 円 -5.3%
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※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。

回次ｺｰﾄﾞ 5月7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

海外REIT 3187
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替
ヘッジなし

14,867 円 -928 円 -5.9%

3231 Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス 11,965 円 -814 円 -6.4%

3270 ダイワ欧州リート・ファンド（毎月分配型） 8,843 円 -496 円 -5.3%

3318 ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 8,905 円 -606 円 -6.4%

3343 ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンド 8,765 円 -519 円 -5.6%

3406
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型）
(愛称：世界のやどかり)

7,061 円 -481 円 -6.4%

3407
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型）
(愛称：世界のやどかり)

7,042 円 -479 円 -6.4%

3716 ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド 13,948 円 -950 円 -6.4%

4711 ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用） 15,724 円 -885 円 -5.3%

4752 ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 8,252 円 -451 円 -5.2%

4857
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジ
なし

2,194 円 -138 円 -5.9%

5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ 11,748 円 -800 円 -6.4%

5688 ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 8,564 円 -583 円 -6.4%

5698
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）

8,069 円 -437 円 -5.1%

5699
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）

7,738 円 -527 円 -6.4%

5777 ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型） 15,230 円 -952 円 -5.9%

市況概況

本邦の連休中、海外リート市場、並びに⼀部の新興国通貨には下落が目⽴つものもありました。トラン
プ⽶国⼤統領が新型コロナウイルスの発⽣に関して中国への批判を強め、中国への報復措置として関税を
課す可能性を示唆した⼀方、欧⽶で経済活動再開の動きが⾒られ始めたことで需要回復への期待から原油
価格が⼤きく上昇するなど、好悪材料が併存し、世界的にリスク回避、リスク選好の動きが⼀方的に強ま
ることはありませんでした。その中で、⽶国リート市場は4月末にかけて数日間上昇していた反動や、小
売販売減少、オフィス賃料低下への懸念から下落が目⽴ちました。通貨では、経済指標の悪化や⼤幅利下
げへの期待からブラジル・レアルが、また、対⽶ドルで節目の水準を割り込んだトルコ・リラが⽐較的⼤
きく下落しました。

⽶中対⽴の再燃は懸念されますが、市場は⼀頃の不安定な状況からは脱しつつあります。新型コロナウ
イルスに関しては、欧⽶での新規感染者数のピークアウトや抗ウイルス薬への期待、また、経済活動再開
の動きが⾒られ始めるなか、市場は景気の当面の最悪期をおおむね織り込んだと思われること、さらに、
経済への⻑期的なダメージを回避するために各国の⾦融・財政当局が⼤規模な政策対応を繰り出している
ことなどに鑑みれば、新型コロナウイルスの感染第二波が抑えられるならば、市場は早晩落ち着きを取り
戻すことが期待されます。

※各ファンドにおける組入資産の評価時点に合わせてコメントを掲載します。
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当資料のお取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アセットマネジメント株式会社が作成したものです。
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おりますが、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。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切
の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果
を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点の
ものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありま

せん。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。
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。

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと

URL https://www.daiwa-am.co.jp/   お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

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。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信
託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。

注意点① お客さまにご負担いただく費用について

注意点② 投資信託のリスクについて

種類 料率 費⽤の内容 ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ
(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

直接的に
ご負担

いただく
費⽤

購⼊時⼿数料 0〜3.3％
（税込）

購入時の商品説明または商品情報の
提供、投資情報の提供、取引執⾏等
の対価です。

基準価額10,000円の時に100万口を
購入される場合、最⼤33,000円をご
負担いただきます。

信託財産留保額 0〜0.5％
換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄う
ため、換⾦代⾦から控除され、信託
財産に繰入れられます。

基準価額10,000円の時に100万口を
換⾦される場合、最⼤5,000円をご
負担いただきます。

信託財産
で間接的に

ご負担
いただく

費⽤

運用管理費用
（信託報酬）

年率
0〜1.98％
（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販
売会社、委託会社、受託会社の三者
が、信託財産の中から受け取る報酬
です。

基準価額10,000円の時に100万口を
保有される場合、最⼤1日あたり約
55円をご負担いただきます。

その他の費用・
⼿数料

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）

お客さまが投資信託をご購入する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資
信託説明書（交付目論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご自身の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいた
します。

※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は大和アセットマネジメントが運⽤する⼀般的な投資信託の料率
を表示しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、
運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。

※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。※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問
合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付目論⾒書）」をご覧ください。
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