
2022年6月15日

6月14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）等を除く。

回次ｺｰﾄﾞ 6月14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

2717
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド －AI新時代－
（為替ヘッジなし）

13,774 円 -762 円 -5.2%

2752 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり） 7,880 円 -419 円 -5.0%

2753 ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジなし） 9,502 円 -578 円 -5.7%

2787
次世代消費関連株式ファンド（資産成長型） (愛
称：フューチャー・ジェネレーションズ（資産成長型）)

6,566 円 -439 円 -6.3%

2788
次世代消費関連株式ファンド（予想分配金提示
型） (愛称：フューチャー・ジェネレーションズ（予想分
配金提示型）)

6,386 円 -423 円 -6.2%

2789 ASIイスラエル株式ファンド 12,016 円 -748 円 -5.9%

3099 ダイワ・ブラジル株式ファンド 5,557 円 -347 円 -5.9%

3111 ブラジル株式オープン 12,155 円 -758 円 -5.9%

3264
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分
配型）

2,412 円 -127 円 -5.0%

3328 ベトナム株ファンド 14,607 円 -885 円 -5.7%

3346 iFreeNEXT FANG+インデックス 21,766 円 -1,663 円 -7.1%

3348 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ 14,423 円 -779 円 -5.1%

3350 iFreeActive エドテック 6,816 円 -369 円 -5.1%

3354 FANG+インデックス・オープン 22,216 円 -1,698 円 -7.1%

3373 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 17,939 円 -988 円 -5.2%

3390 ゲーム＆eスポーツ・オープン 14,723 円 -796 円 -5.1%

3438 iFreeNEXT NASDAQ次世代50 9,020 円 -575 円 -6.0%

3440
ポーレン米国グロース株式ファンド（資産成長型）
(愛称：ベストフォーカス)

9,539 円 -572 円 -5.7%

3442 iFreeNEXT ATMX+ 7,300 円 -514 円 -6.6%

3459 iFreeNEXT ムーンショットインデックス 5,016 円 -473 円 -8.6%

3465
ポーレン米国グロース株式ファンド（予想分配金提示
型） (愛称：ベストフォーカス（予想分配金提示型）)

8,056 円 -485 円 -5.7%

3467
グローバル・サステナブル・サービス関連株式ファンド
(愛称：サブスク)

9,472 円 -517 円 -5.2%

3835
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプ
ルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）

4,149 円 -263 円 -6.0%

3836
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプ
ルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配
型）

1,892 円 -141 円 -6.9%

4759 ダイワ・ブラジル株式オープン　－リオの風－ 5,258 円 -314 円 -5.6%
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5627
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎
月分配型）

11,021 円 -754 円 -6.4%

5628
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンド２ ブラジル・レアル・
コース（毎月分配型）

6,722 円 -511 円 -7.1%

5629
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンド２ 通貨セレクト・コー
ス（毎月分配型）

5,958 円 -440 円 -6.9%

5643 ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース 4,899 円 -288 円 -5.6%

5644 ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース 3,386 円 -188 円 -5.3%

5645 ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース 2,527 円 -146 円 -5.5%

5682
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース

4,225 円 -238 円 -5.3%

5683
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース

3,528 円 -189 円 -5.1%

5763
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプ
ルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）

2,569 円 -172 円 -6.3%

5771
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース

10,231 円 -689 円 -6.3%

5772
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース

9,448 円 -733 円 -7.2%

5774
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルア
イ2－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース

7,841 円 -577 円 -6.9%

4766
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）

2,919 円 -158 円 -5.1%

2140
USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎
月分配型）

19,203 円 -1,152 円 -5.7%

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）

14,769 円 -796 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）

13,701 円 -738 円 -5.1%

3231 Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス 19,654 円 -1,059 円 -5.1%

3263 通貨選択型　米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 1,518 円 -107 円 -6.6%

3318 ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 14,708 円 -792 円 -5.1%

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)

11,579 円 -624 円 -5.1%

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)

10,935 円 -610 円 -5.1%

3427
USリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資
産成長型）

15,564 円 -935 円 -5.7%

3716 ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド 23,021 円 -1,240 円 -5.1%

5617 ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ 19,296 円 -1,040 円 -5.1%

5688 ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド 14,017 円 -756 円 -5.1%

3292
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあ
り

6,878 円 -424 円 -5.8%

3293
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジな
し

8,482 円 -570 円 -6.3%

3393 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 7,996 円 -484 円 -5.7%

3394 USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 9,596 円 -637 円 -6.2%

回次ｺｰﾄﾞ 6月14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
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市況概況

6月13日（現地）の海外株式市場・REIT市場では、前週末に発表された米国のCPI（消費者物価指数）
を受け、予想を上回るインフレやFRB（米国連邦準備制度理事会）による⾦融引き締めの加速が懸念され
たことで、リスク回避的な動きとなり、幅広い地域・セクターで下落しました。また、外国為替市場では、
リスク回避的な動きから、ブラジル・レアルやオーストラリア・ドルなどが下落しました。

3395 USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） 7,621 円 -447 円 -5.5%

3396 USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） 9,860 円 -636 円 -6.1%

3397
米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型） (愛
称：アメリカまるごとレバレッジ（隔月決算型）)

9,022 円 -706 円 -7.3%

3398
米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型）
(愛称：アメリカまるごとレバレッジ（年2回決算型）)

10,797 円 -845 円 -7.3%

3399
米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型） (愛
称：アメリカまるごとレバレッジ（毎月決算型）)

8,683 円 -673 円 -7.2%

3430 米国ABC戦略ファンド（3倍コース） 6,438 円 -791 円 -10.9%

3431 米国ABC戦略ファンド（5倍コース） 4,919 円 -1,181 円 -19.4%

5692
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジ
あり

9,178 円 -575 円 -5.9%

5693
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジ
なし

11,424 円 -774 円 -6.3%

3455 テーマレバレッジ eコマース2倍 2,269 円 -308 円 -12.0%

3458 テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 3,419 円 -450 円 -11.6%

3453 テーマレバレッジ DX2倍 4,973 円 -564 円 -10.2%

3454 テーマレバレッジ ゲーム＆eスポーツ2倍 4,567 円 -455 円 -9.1%

3456 テーマレバレッジ ヘルステック2倍 3,489 円 -322 円 -8.4%

3457 テーマレバレッジ クリーンテック2倍 8,415 円 -597 円 -6.6%

3450 テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍 3,888 円 -266 円 -6.4%

3446 テーマレバレッジ EV2倍 11,022 円 -607 円 -5.2%

3391 エドテック・オープン 5,789 円 -315 円 -5.2%

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）

12,133 円 -654 円 -5.1%

3949
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（投資
一任専用）

9,768 円 -526 円 -5.1%

回次ｺｰﾄﾞ 6月14日  下落率 5％以上のファンド 基準価額 前日比
前日比
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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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（帳票 J-10-002 営業統括部 2020年 6月改定）

株式、債券、ファンド、上場ETF及び上場リートのご購入の際のご注意事項

当資料は、投資判断の参考となる情報提供のみを目的としており、個別の金融商品の投資勧誘を
目的として作成または提供するものではありません。当資料は、作成者が信頼できると判断した
情報源に基づいて作成されていますが、その情報の正確性や完全性を、または、将来の経済・
市況動向等を予測・保証するものではありません。また、当資料中の見解等は今後予告なく変更
される場合がありますので、投資に係る最終決定はご自身の判断でなさいますようお願い申し上
げます。金融商品等の手数料等及びリスクについては、当該商品等の上場有価証券等書面、契約
締結前交付書面、目論見書及びお客さま向け資料等に記載しておりますので、よくお読みくださ
い。

【お取引時の手数料について】（営業店でお取引の場合の手数料率、税込表示）
● 国内株式の売買取引には約定代金に対して最大1.155％の売買手数料（同手数料額が2,750円に満たない

場合は2,750円）をいただきます。マルチネット取引で売買いただく場合には対面取引の基本手数
料から20％割引（当該金額が2,200円に満たない場合には、一律2,200円）となります。又、外国
株式の売買取引には売買金額（現地における約定代金に現地委託手数料と税金等を買いの場合は加え、
売りの場合は差し引いた金額）に対して最大0.88％の委託手数料（同手数料額が2,750円に満たない場
合は2,750円）をいただきます。

● 非上場債券（国債、地方債、政府保証債、社債等）を当社が相手方となり、お買付けいただく場合

には、購入対価のみお支払いいただきます。
● 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。

＜直接費用＞購入手数料（スイッチング手数料を含む）上限3.85%、換金手数料上限1.10%、信託財産留
保額上限0.50％が必要となります。マルチネット取引の場合は購入手数料（スイッチング手数料を
含む）、換金手数料について対面取引手数料の20％割引となります。

＜間接費用＞運用管理費用（信託報酬）上限2.50％、（注）その他の費用・手数料（監査費用、有価証券等
の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務に要する諸費用等）をご負担頂き
ます。（注）その他費用・手数料は、運用状況等により変動する為、料率の上限等を示すことができません。

● 外国株式、外国債券、外国投資信託を売買取引する際の円貨と外貨の交換レートには、約定代
金に応じて当社が決定する為替スプレッドがあります。

【リスクについて】
● ＜株式、上場ETF、債券のリスク＞株式や上場ETFの売買取引については、株価の変動により投資元本

を割り込むことがあります。債券は金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあり
ます。外国株式、外国債券及び外貨建て資産に投資する上場ETFは、為替相場の変動等により損失が生
じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に
より投資元本を割り込むことがあります。

● ＜為替リスク＞外貨建て商品の場合、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動あ
るいは外貨交換の際の為替スプレッドにより、円換算ベースで投資元本を割り込み損失を被る場合があ
ります。

● ＜上場リートのリスク＞リートは、不動産などで運用を行う上場投資法人です。リート市場価格につい
ては、金融経済動向、不動産市況、災害（地震、火災等）等の影響を受け変動し損失が生じるおそれが
あります。分配金は不動産などからの収入に応じ変動します。金融商品取引所が定める基準に抵触し上
場廃止になった場合には、取引が著しく困難になる可能性があります。

● ＜ファンドのリスク＞ファンドは、主に国内外の株式、債券、不動産投資信託証券など値動きのある有
価証券等（外貨建て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。
従って、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。また、「毎月分配型
」及び「通貨選択型」ファンドの“収益分配金に関する留意事項”及び“通貨選択型投資信託の収益イメー
ジ”は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書（交付目論見書）を
よくお読みください。

商号等

加入協会

ひろぎん証券株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号

日本証券業協会




