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⚫ グローバル厳選証券戦略は、有望企業を選別のうえ、その企業が発行する証券の中から最も投資効率が高いと考えられる証券に投資します。
同戦略の類似戦略は、過去さまざまな局面において、安定的なパフォーマンスをあげてきました。

⚫ 調整局面における下落率も、他の資産と比較して抑えられており、あらゆる市場環境において安心して長期保有いただける戦略といえます。

グローバル厳選証券戦略の安定的なパフォーマンス

パフォーマンスの推移 年率リターン・最大ドローダウン＊

※2009年12月9日を100として指数化。

（グローバル厳選証券戦略の類似戦略の運用開始日（2009年12月9日）～2020年2月末）

― 先進国株式
― グローバル厳選証券戦略の類似戦略
― 4資産均等
― 米国ハイイールド債券
― 優先証券
― 米国投資適格社債

※「グローバル厳選証券戦略の類似戦略」は米ドルベース、費用控除前のパフォーマンス。※グローバル厳選証券戦略の類似戦略の過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するも
のではありません。※4資産均等は米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、優先証券、先進国株式に1/4ずつ均等投資したと仮定し月次リバランスしています。※各資産は米ドルベース、トータルリターン。
※指数については、裏表紙の「当資料で使用した指数について」をご覧ください。

（出所）NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー、ブルームバーグ

（グローバル厳選証券戦略の類似戦略の運用開始日（2009年12月9日）～2020年2月末）

米 国 債 券 ハイブリッド 株 式
グローバル

厳選証券戦略
の類似戦略

投資
適格社債

ハイイールド
債券

優先
証券

先進国
株式

バランス

4資産
均等

＊最大ドローダウン：過去の資産価格のピーク時からどれだけ下落したかを示します。
その資産の安定性を図る尺度として使われます。

※上記資産はそれぞれ異なるリスク特性を持ちます。

年率
リターン

最 大
ド ロ ー
ダ ウ ン
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（ご参考）

インカム収入 米国10年債利回り

2010 18.7% 6.4% 3.3%

2011 6.7% 5.9% 1.9%

2012 17.1% 5.7% 1.8%

2013 0.9% 5.9% 3.0%

2014 11.2% 6.3% 2.2%

2015 1.4% 6.5% 2.3%

2016 11.1% 6.3% 2.4%

2017 9.9% 5.4% 2.4%

2018 -3.5% 5.9% 2.7%

2019 19.4% 5.3% 1.9%

2020* -1.2% 0.8% 1.1%

累積 134.6% 79.8% -

トータルリターン
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価格変動 インカム収入

⚫ グローバル厳選証券戦略の類似戦略は、運用開始来の平均で年率5.5％程度の高いインカム収入を維持してきました。

⚫ 相対的に高いインカム収入を着実に積み上げることにより、安定的なパフォーマンスを実現しています。

高いインカム収入がパフォーマンスの源泉

グローバル厳選証券戦略の類似戦略のリターンの要因分析

（2009年12月末～2020年2月末） （2010年～2020年）

平均

5.5％

※2009年12月末を100として指数化。

※「グローバル厳選証券戦略の類似戦略」は米ドルベース、費用控除前のパフォーマンス。※グローバル厳選証券戦略の類似戦略の過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するも
のではありません。※米国10年債利回りについては、2010年～2019年は各年末時点、2020年は2月末時点の利回りを使用。

（出所）NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー、ブルームバーグ

＊2020年は2月末までの値を使用。
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徹底した企業調査に基づく独自のアプローチ

⚫ グローバル厳選証券戦略は、マクロ経済分析を重視する一般的なバランスファンドと異なり、徹底的な企業調査に基づく独自のアプローチに
よってポートフォリオを構築します。

⚫ 徹底した企業分析で選択した有望企業の最も魅力的な証券に厳選して投資を行なうことで、リスクを抑えつつ高いリターンの獲得をめざします。

徹底した企業分析を重視するボトムアップ・アプローチ

A社 B社 C社 D社 E社

株式

債券

優先証券

転換社債

A社

同一企業が発行する複数証券の中から、
最適な証券を選択

ポートフォリオ

株式

債券

優先証券

転換社債

C社

株式

債券

優先証券

転換社債

E社

”有望企業”の”最適な証券”を厳選し、ポートフォリオを構築

“最適な証券”
の選択

ステップ2

バリュー投資に定評がある株式リサーチチームの
企業分析により有望企業を選択

“有望企業”
の選択

ステップ1

一般的な
バランスファンド

マクロ経済分析を重視するトップダウン・アプローチ

経済見通しに基づきポートフォリオを構築

景気、金利など市場環境を分析し、
資産配分を決定

マクロ経済の分析
ステップ

1

転換
社債

魅力度に応じて各資産クラスの中で
投資銘柄を調整

各資産内で投資銘柄を選定ステップ

２

株式 債券
優先
証券

転換
社債

ポートフォリオ

※上記は資料作成時点のものであり、今後見直す場合があります。※上図はイメージです。 （出所）NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー

徹底した企業調査で”有望企業”を選択

株式 債券
優先
証券

転換
社債
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銘柄選択事例

子会社を通じ、電力事業（発電・送電・配電）のほか、天然ガスの探査・生産を手掛ける大手公益持株会社。

ステップ1
“有望企業”の選択

投資開始日までの株価の推移
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（米ドル）

電力需要の低迷

新エネルギー
の台頭

多くの市場参加者の着目点・評価

グローバル厳選証券戦略の着目点・評価

ビジネス環境の変化

足元の事象・業績

業績悪化
株価は下落

子会社破産懸念

市場での評価

将来の見通し

業績不振の子会社を整理

好調な公益事業に特化

財務体質強化

収益安定化

（有望な企業として選択）

当戦略の評価

・市場はリスクを
過大に評価

・同業他社との
比較でも割安

（低評価）

ファーストエナジー
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株式 シニア債

資 産 クーポン 格付 利回り スプレッド デュレーション

2027年満期
シニア債

3.900％ BB+ 3.7％ 323bps 7.5年

株 式 利回り：4.5％

投資開始時点の各資産の状況 （選択日：2017年8月11日）

グローバル厳選証券戦略による投資開始時点における1年程度先の各資産の評価

資 産 利回り 価格上昇余地 価格下落余地

2027年満期
シニア債

4.5％程度 限定的 金利上昇による価格下落懸念

株 式 4.5％程度
市場のﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝ
見直しで上昇余地

子会社整理などのリスクは
すでに十分織り込まれた水準

市場の再評価による価格上昇が見込まれる株式を選択

価格の推移（株式買付日（2017年8月11日）～2018年6月29日）

利益確定により一部売却

※2017年8月11日を100として指数化。

※各資産は米ドルベース、トータルリターン。

⚫ 株価はすでに十分にリスクを織り込んだ割安な水準に低迷。下落余地に比べて上昇余地
が大きいと判断。

⚫ シニア債利回りと株式配当利回りがほぼ同水準となる中、債券は価格上昇余地が限られ
る一方で、株式は子会社の整理、業態の変容などで上昇余地が大きいと判断。

継続
保有

ステップ2
“最適な証券”の選択

（2012年初～株式買付日（2017年8月11日））

※各証券で使用している利回りは次の通りです。 シニア債：最終利回り、株式：予想配当利回り。
※格付はS&Pグローバル・レーティングの自国通貨建長期債務格付けを使用。
※シニア債：企業の発行する社債のうち弁済順位が高くリスクの低い社債。ここでは劣後債や転換社債等と区別するためにシニア債と記載。（出所）NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー、ブルームバーグ

企業などの大口顧客向け市場での
売上高の減少等により、下落トレンドに

シェール・ガス事業に投資を行なう
と発表したが、財務体質の悪化懸念
から市場では同社に対するネガティブな
見通しが強まり株価は下落
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予想EPS(右軸)

EPS(右軸)

S&P500指数(配当込み、左軸)

調整局面を乗り越え上昇基調が続く米国株式

⚫ 米国株式は、長期にわたって上昇基調を維持してきました。

⚫ 過去には、リーマン・ショックやチャイナ・ショック、2018年後半の株価下落局面など、株価が大きく調整する局面もありましたが、
いずれの局面でも株価は過去の高値を更新し、上昇基調を回復してきました。

⚫ 足元コロナウイルス感染拡大の影響で市場が混乱しており注視が必要な状態です。

米国株式の推移

（株価：2004年12月末～2020年2月末、EPS：2005年～2021年）

※米国株式はS&P500指数（配当込み、米ドル建て）。※2020年以降の予想EPSは2020年3月のブルームバーグ予想。

（米ドル）

（出所）ブルームバーグ

（ポイント）

③2018年末の調整
最高値からの下落率

▲19.4％

②チャイナ・ショック
最高値からの下落率

▲13.0％

①リーマン・ショック
最高値からの下落率

▲55.3％
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2019年9月3日以降のS&P500指数（配当込み）の最高値からの下落率
が5%を超えた場合、下落率の2倍程度の株価指数先物を買建て。（下落
率は日次で計測）

株価がさらに下落した場合、下落率に応じて株価指数先物ポジションを拡大。
（ポジションの上限は100％）株価が上昇に転じても、最高値を回復するまで
株価指数先物のポジションを維持。

株価が最高値を回復したタイミングで、株価指数先物のポジションを解消。
（株価指数先物組入比率は0％）

-20%

-10%

0%

10%

20%

95

98

100

103

105
株価下落率（右軸）

先物戦略(左軸)
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0%

10%

20%

95

98

100

103

105
株価下落率（右軸）

先物戦略(左軸)

（出所）ブルームバーグ、NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー、UBS証券のデータを基に大和アセットマネジメント作成

調整局面をチャンスに変える米国株式先物戦略

⚫ 米国株式先物戦略では、S&P500指数(配当込み)が運用開始以降の最高値から5％以上下落した場合に株価指数先物を買建て*、
最高値を回復したタイミングでポジションを解消します。

⚫ 株価の調整局面に買い、株価の高値更新時に売却することで収益の積み上げをめざします。

各局面における米国株式先物戦略のパフォーマンス・シミュレーション

①リーマン・ショック前後 ②チャイナ・ショック前後 ③2018年末の下げ前後
（2018年9月末～2019年4月末）（2015年7月末～2016年4月末）（2007年10月末～2012年4月末）

*株価指数先物ポジションは株価下落率の2倍程度（下落率5％の場合、ファンドの純資産の10％相当。
ただし上限100％）のポジション構築をめざします。

株価指数先物ポジション構築イメージ

10％
程度

▲5％

株価指数
先物

▲7％

14％
程度

0％

株価指数
先物ポジション
(純資産比率)

下落率に応じて
株価指数先物を
買増し*

ポジション
解消

株価指数
先物

※上記はイメージ図です。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

S&P500指数（配当込み）
株価下落率

5%下落時
株価指数先物
買建て*

最高値回復時
ポジション解消

*純資産に対する比率で、株価下落率の2倍程度のポジション構築をめざします。

1

2

3

※米国株式先物戦略のパフォーマンスは、各局面の株価指数先物買建て開始日を100として指数化。 ※「米国株式先物戦略」は過去のシミュレーション（米ドルベース）にもとづくものであり、当ファンドの実績ではありません。
また当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。※上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。※報酬控除前。手数料・税金等は考慮しておりません。
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株価指数先物ポジション
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ふたつの戦略の投資効果をまとめて享受

⚫ 当ファンドでは、あらゆる局面で安定的なパフォーマンスをめざす「グローバル厳選証券戦略」と、株価のリバウンド局面で収益獲得をめざす
「米国株式先物戦略」を組み合わせることで、ふたつの戦略の投資効果をまとめて享受します。

※上記はイメージ図です。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

通 常 時 株価調整 ～ 回復局面 回 復 後

グローバル厳選証券戦略
（ファンド純資産の100％程度）

米国株価指数先物
（ファンド純資産の0％～100％程度）

米国株価
指数先物

グローバル
厳選証券戦略

グローバル
厳選証券戦略

グローバル
厳選証券戦略

株価が最高値*から▲5％の下落

▲5％以上の株価下落
⇒株価指数先物ポジションを構築

株価の下落幅が拡大
⇒株価指数先物ポジション増加

株価が最高値*回復

株価が最高値回復
⇒株価指数先物ポジション解消

S&P500指数（配当込み）

通 常 時 株価調整 ～ 回復局面 回 復 後

当ファンド
の投資効果

米国株価
指数先物

－米国株式先物戦略－
株価の調整～回復局面で

段階的に株価指数先物ポジションを構築

－グローバル厳選証券戦略－
常時、ファンド純資産の100％相当投資

戦略の組み合わせイメージ

当ファンドの投資効果のイメージ

グローバル厳選証券戦略へ投資
グローバル厳選証券戦略に

株価指数先物への投資を追加
グローバル厳選証券戦略へ投資

（株価指数先物のポジション解消）

* 2019年9月3日以降のS&P500指数(配当込み)の最高値

株価が最高値を回復するまで
株価指数先物ポジションを維持
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当ファンド(円建て、シミュレーション)、（左軸）
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9% 12% 15% 18%

当ファンド
（円建て、シミュレーション）

ふたつの戦略の組み合わせ効果（シミュレーション）

⚫ 「グローバル厳選証券戦略」に「米国株式先物戦略」を組み合わせることで、優れたリターンの獲得が期待できます。

⚫ シミュレーションでは、リスク水準を抑えつつ、リターン水準が引き上げられたことで投資効率も向上しています。

パフォーマンス・シミュレーション シミュレーションのリスク・リターン

（2009年12月末～2019年6月末、円建て）

S&P500指数
（配当込み、円建て）

（2009年12月末～2019年6月末、円建て）

※「グローバル厳選証券戦略の類似戦略」は費用控除前のパフォーマンス。※当ファンドのシミュレーションはグローバル厳選証券戦略の類似戦略の過去の実績と過去の株価推移に基づく米国株式先物戦略
のシミュレーションを合成したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ※報酬控除前。手数料・税金等は考慮しておりません。

年
率
リ
タ
ー
ン

年率リスク

※2009年12月末を100として指数化。

（出所）ブルームバーグ、NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー、UBS証券のデータを基に大和アセットマネジメント作成

当ファンド
（シミュレーション）

グローバル
厳選証券戦略
の類似戦略

S&P500
指数

年率リターン 13.4％ 10.5％ 14.8％

年率リスク 11.9％ 10.6％ 17.5％

リターン/リスク 1.12 0.99 0.85

グローバル厳選証券戦略
の類似戦略（円建て）
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計額 基準価額

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

20 0 60 100 180

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

90 80 0 100 270

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

140 120 110 100 470

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

80 60 60 40 240

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

50 30 20 50 150

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

30 20 30 60 140

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

60 70 60 40 230

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

30 20 10 10 70

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

0 10 30 0 40

30 30 30 30 30 30 180

110 130 240

17,070

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

10,203

9,752

12,185

14,080

17,239

17,637

17,865

16,039

18,335

2016年

2017年

2018年

2019年

分配金もダブルチャンス

⚫ グローバル厳選証券戦略のインカム収入の水準に応じた毎月分配に加え、年4回（3、6、9、12月）、米国株式先物戦略のパフォーマンス
水準に応じたボーナス分配を付加することをめざします。

（ご参考）当ファンドの分配金シミュレーション（円）

<シミュレーションの前提>毎月分配：シミュレーション対象期間における「グローバル厳選証券戦略の類似戦略」の平均利回りから報酬等を控除した水準を基に、簡便的に毎月30円で固定。
ボーナス分配：ボーナス分配対象の決算時に、米国株式先物戦略の分配控除後累積リターンが0以上だった場合、当該分配控除後累積リターンの1/4程度のボーナス分配を実施。10円単位で切り下げ。

※基準価額は2010年～2018年は各年末時点、2019年は6月末の分配金控除後の値。手数料・税金等は考慮しておりません。当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※当ファンドのシミュレーションはグローバル厳選証券戦略の類似戦略の過去の実績と過去の株価推移に基づく米国株式先物戦略のシミュレーションを合成したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・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。

収益分配
のイメージ

※毎月分配を黒、ボーナス分配を赤、基準価額を青で表示。

（出所）ブルームバーグ、NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー、UBS証券のデータを基に大和アセットマネジメント作成
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ファンドの運用状況（基準日：2020年2月28日）

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除していま
す（後述のファンドの費用をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際の
ファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※比率は、当該ファンドの純資産総額に対するものです。※比率の合計が四捨五入の
関係で一致しない場合があります。
※上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

期間別騰落率

期間

1カ月間

3カ月間

6カ月間

1年間

3年間

5年間

年初来

設定来

基準価額

-2.2 % 

-0.5 % 

ファンド

238百万円

2020年2月28日現在

純資産総額

10,329 円

+3.9 % 

-1.5 % 

----- 

----- 

----- 

----- 0

1

2

3

4

5

6

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

設定時 19/10/25 19/12/16 20/2/10

純

資

産

総

額

（
億

円

）

基

準

価

額

（
円

）

純資産総額

分配金再投資基準価額

基準価額

≪分配の推移≫

（1万口当たり、税引前）

(20/01)

(19/12) 0円

第5期 (20/02) 30円

第4期 30円

第3期

決算期（年/月） 分配金

第1期 (19/10) 0円

第2期 (19/11) 0円

分配金合計額 設定来： 60円

※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。

≪主要な資産の状況≫

（1万口当たり、税引前）

資産別構成

外国債券 米ドル

日本円

コール・ローン、その他※

合計

※外貨キャッシュ、経過利息等を含みます。

組入銘柄

Star Helios Plc

比率

98.3%

銘柄名

1.1%

100.0%

1.7%

1 98.3%

通貨

通貨別構成 合計100.0%

資産 比率

1

銘柄数 比率

98.9%

当初設定日（2019年9月3日）～2020年2月28日
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銘柄名 企業名 企業概要 資産名 比率

HP ENTERPRISE 6.35 10/15/45 ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
世界各地の顧客向けに情報技術ソリューション事業を展開。企業セキュ

リティ、分析・データ管理、アプリケーション開発・テスト、データセンターケ

ア、クラウド・コンサルティング、ビジネスプロセスサービスなどを提供。

投資適格社債 2.4%

VIACOM INC 6 7/8 04/30/36 バイアコム
米国の大手メディア企業。テレビ、インターネット、モバイル機器、ゲーム向

けの番組を制作する。映画の制作・資金調達・配給も手掛ける。
投資適格社債 2.1%

EMERA INC 6 3/4 06/15/76 エメラ
発電・天然ガス発電会社。送配電とクリーンエネルギーへの転換に注力。

カナダ全域、カリブ海地域、およびフロリダ州、ニューメキシコ州をはじめとす

る米国で事業を展開。

投資適格社債 1.7%

NORDSTROM INC 5 01/15/44 ノードストローム
ファッション小売会社。男性、女性、子供用の衣料品、靴、アクセサリー

などを販売。小売店、ディスカウントストア、ブティック、カタログ、インターネッ

トを通して事業を展開。

投資適格社債 1.5%

WELLS FARGO CO 7 1/2 PERP ウェルス・ファーゴ
総合金融サービス会社。銀行、保険、投資、モーゲージ、リース、クレジッ

トカード、消費者金融などを手掛ける。実店舗、インターネット、その他流

通網を通じ、世界で事業を展開。

転換社債 1.5%

JPMORGAN CHASE 6 3/4 PERP JPモルガン
国際的金融サービスおよびリテール銀行業務に従事。サービスには、投資

銀行業務、トレジャリーサービス、証券サービス、資産管理、プライベート

バンキング、カード会員サービス、商業銀行業務、住宅金融などがある。

優先証券 1.5%

CITIGROUP INC 6 1/4 PERP シティグループ
総合金融サービス持株会社。消費者・法人顧客に多様な金融サービス

を提供する。サービスには投資銀行、個人向け証券仲介、法人向け銀

行、資金管理などがある。世界各地の顧客を対象にサービスを提供。

優先証券 1.3%

CENTENE CORP 5 3/8 06/01/26 センティーン
複合マネージドケア組織を運営。メディケイドとメディケイド関連プログラムを

提供する。複数の州で医療保険を提供。行動医学、治療コンプライアン

スなどの専門サービスも手掛ける。

投資適格社債 1.3%

SEAGATE HDD CAYM 4 7/8 06/01/27 シーゲイト
ハードディスクドライブ･メーカー。対象は､エンタープライズおよびクライアント

コンピューターアプリケーションなど。オンラインバックアップ､データの保護など

を含むデータ保存サービスも提供する。

投資適格社債 1.3%

GENERAL MOTORS 6.6 04/01/36 ジェネラル・モーターズ
自動車メーカー。乗用車、トラック、クロスオーバー、および自動車部品を

製造・販売する。自動車保険、自動車部品、アフターサービス、衛星ラジ

オ、および自動車ローンの各サービスも提供。世界各国で事業を展開。

投資適格社債 1.3%

グローバル厳選証券戦略＊のポートフォリオ概要 ①

（2020年1月末現在）組入上位10銘柄 合計15.9％

＊グローバル・マルチ・ストラテジー－ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド
※上記は、エヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーの提供するデータを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。※比率は、当該ファンドの純資産総額に対するものです。※上記データは、月末時
点（現地）のデータを記載しています。※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。※上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
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資本財・サービス

64.1%

銀行

14.7%

公益

11.2%

金融サービス

2.7%

不動産

3.1%

保険

1.9%

現金

2.3%

AAA

2.6%

AA

0.0%
A

4.4%

BBB

38.9%

BB

32.9%

B

12.4%

無格付

8.9%

163 4.3 5.5 5.3

銘柄数 最終利回り（％） 直接利回り（％） 実効デュレーション

グローバル厳選証券戦略＊のポートフォリオ概要 ②

（2020年1月末現在）

＊グローバル・マルチ・ストラテジー－ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド
※上記は、エヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーの提供するデータを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。※比率は、当該ファンドの純資産総額に対するものです。※上
記データは、月末時点（現地）のデータを記載しています。※ポートフォリオ特性値の利回りは、ファンドの組入資産の各特性値（直接利回り、最低利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。
なお株式は配当利回りの値を用いています。※業種名は、原則としてエヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーの分類によるものです。※格付別構成の比率は債券ポートフォリオに対す
るものです。※格付別構成については、Moody's、S&Pグローバル・レーティング、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。※比率の合計が四捨五入の関係で一致しない場合があります。
※上記は過去の実績を示したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保証するものではありません。

ポートフォリオ特性値

資産別構成 国・地域別構成 債券 格付別構成業種別構成

米国

87.8%

カナダ

4.0%

英国

2.7%

その他

3.2%

現金

2.3%

投資適格社債

27.8%

ハイイールド債券

36.0%

優先証券

14.4%

転換社債

10.2%

株式

9.3%

現金

2.3%
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ＮＷＱインベストメント・マネジメント・カンパニーについて

※TIAAおよびNUVEEN LLCについては、2019年9月末時点のデータ。NWQ・インベストメント・マネジメント・カンパニーについては、2019年12月末時点のデータ。
*換算為替レートは、（2019年9月末時点のレート）1米ドル=108.08円。
** 換算為替レートは、（2019年12月末時点のレート）1米ドル=108.61円。

運用資産残高：約122億米ドル（約1.3兆円**）従業員：33名（内、運用担当21名）
業界経験年数：平均約21年 運用チームの企業訪問数：年間約1,200件（2019年）
グローバル厳選証券戦略の類似戦略のアナリスト人員数：株式/16名、株式以外/5名

NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー

企業分析、バリュー投資のスペシャリスト

高

リ

タ

ー

ン

低 リ ス ク

「NWQ」の社名の由来

「NWQ」とは「North West Quadrant」＝第二象限を意味します。

NWQインベストメント・マネジメント・カンパニーはリスク調整後リターンの最大化を

大きな投資テーマとしており、リスク調整後リターンチャートの左上（North West 

Quadrant）をめざしていきたいという意味が社名に込められています。

こうした会社創設の信念のもと、グローバル厳選証券戦略の類似戦略も運用開始来で

優れたリスク調整後リターンを達成しています。

（全米大学教職員保険年金協会）

世界最大級の年金運用機関

TIAA
1918年設立の世界最大級の年金運用機関、総合金融サービス会社。

全米の大学教職員を中心に約500万人から受託し、年金運用を中心に幅広いサービスを提供。

年金受託残高：約1.1兆米ドル（約119兆円*）従業員：約20,000人（契約社員等含む）

（ヌビーン）

TIAAの資産運用部門

NUVEEN  LLC
11社のグループ運用会社を傘下に有する、グローバルでも有数の資産運用会社。

2014年よりTIAAの資産運用部門となる。

運用資産残高：約1兆米ドル（約110兆円* ） 従業員：約3,000人

（出所）NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー

⚫ 「グローバル厳選証券戦略」の運用は、NWQインベストメント・マネジメント・カンパニーが行ないます。同社は世界最大級の年金運用機関である
TIAAの資産運用部門、NUVEEN LLCの一員です。同社はバリュー投資のスペシャリストであり、ボトムアップのリサーチに強みがあります。
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ファンドの特色

2

1

世界の米ドル建資産への投資にあたっては、有望企業を選別のうえ、その企業が発行

する証券（株式、債券、優先証券など）の中で相対的に魅力度の高い証券を選択し

ます。

◆ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけと

なる事象などに着目した評価･分析を行ない、有望企業を選別します。

◆ 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目

して、相対的に魅力度の高い証券に投資します。

◆運用は、エヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーが行ないます。

◆パフォーマンス連動債券を通じて、世界の米ドル建資産とS&P500指数先物に投資します。

ファンドの仕組み

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等
ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。

②原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。3月、6月、9月、12月の計算期末については、継続分配相当額に付加して分配を行なう場合があります。

ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

毎月17日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

※分配金額は、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。

分
配
に
つ
い
て

分
配
方
針

パフォーマンス連動債券について、くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資対象債券の
概要」をご参照ください。

●パフォーマンス連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
●為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

1. 原則として、フレキシブル・インカム・ファンド＊に対する100%程度の投資効果を享受すると同時に、S&P500指数先物に

対する0％～100%程度の投資効果を享受します。

※フレキシブル・インカム・ファンドおよびS&P500指数先物に対する投資効果を享受する比率は、原則月次で調整されます。

2. フレキシブル・インカム・ファンドの受益証券を通じて、世界の米ドル建資産（株式、債券、優先証券など）に対する投資効

果を享受します。

3. S&P500指数先物を対象としたスワップ取引を通じて、S&P500指数先物に対する投資効果を享受します。

4. クーポン見直し日における投資対象債券の価格と、フレキシブル・インカム・ファンドの利回りおよびS&P500指数先物の価格

などから算出されるクーポンが支払われます。

パフォーマンス連動債券 発行体：スター・ヘリオス・ピーエルシー 表示通貨：米ドル建て

世界の米ドル建資産への投資と米国株価指数先物取引の投資効果を享受する

パフォーマンス連動債券に投資します。

◆世界の米ドル建資産に対する100%程度の投資効果を享受すると同時に、米国株価

指数先物に対する0%～100%程度の投資効果を享受します。

3 米国株価指数先物取引においては、リバウンド局面での高いキャピタル・ゲインの獲得

をめざし、米国株価指数の下落に応じ、先物取引を活用します。

◆S&P500指数先物を対象としたスワップ取引を通じて、米国株価指数先物に対する

投資効果を享受します。

※スター・ヘリオス・ピーエルシーは、分別保管される資産を裏付けとして債券を発行することを主な業務とする、アイルランド籍
の特別目的会社です。裏付資産は保管会社によって分別管理されています。

＊外国投資信託「グローバル・マルチ・ストラテジー－ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド（無分配
クラス）」をさします。

※「NWQグローバル厳選証券ファンド（愛称：選択の達人）」とのスイッチングについては
21ページをご覧ください。
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投資リスク

基準価額の変動要因

⚫ 当ファンドは、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なく、これを割込むことがあります。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。

〈主な変動要因〉 ※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。

価格変動リスク・信用リスク 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

株価の変動
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合も
あるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。

公社債の価格変動

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が
債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリス
クが高いと考えられます。ハイ・イールド債券は、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるな
ど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。

その他の価格変動

優先証券は、発行体の財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、優先証券の価格が大きく下落する可能性があります。転換社債の価格は、転換
対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影響を受けて変動します。転換社債の価格は、発行企業の信用状況によっても変動します。特に、発行企業が債務不履行を発生さ
せた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債の価格は下落します。
※その他の価格変動は、上記に限定されるものではありません。

株価指数先物取引の

利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落により損失が発生し、基準価額が下落する要
因となり、投資元本を割込むことがあります。

パフォーマンス連動債券

への投資に伴うリスク

当ファンドが投資対象とする債券の発行体は、S&P500指数先物を対象としたスワップ取引を行ないます。スワップ取引の相手方に債務不履行や倒産その他の事態が生じた場合、予
想外の損失を被る可能性があります。また、当ファンドでは、先物取引等を利用して純資産規模を上回る組入れを行なう場合があることから、価額変動リスクが現物有価証券に投資す
る場合と比べて大きくなる可能性があります。

為替変動リスク
外貨建資産については、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に
進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方
針に沿った運用が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。

その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が
下落する要因となります。また、パフォーマンス連動債券の値付業者の財務状況が著しく悪化した場合などには、当該債券の流動性が著しく低下する可能性があり、その影響により、当
ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

その他の留意点 リスクの管理体制

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定
（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および
会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 18

収益分配金に関する留意事項

◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、基準価額は下がります。

◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部
が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファ
ンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。

普通分配金 ：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る
部分からの分配金です。

元本払戻金 ：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の
（特別分配金） 投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の

額だけ減少します。

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

分配金
支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

分配金
支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

元本払戻金(特別分
配金)は実質的に元本
の一部払戻しとみなさ
れ、その金額だけ個別
元本が減少します。
また、元本払戻金(特
別分配金)部分は非
課税扱いとなります。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資信託の純資産 分配金
投資信託で分配金が支

払われるイメージ

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金
および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

10,500円

前期決算日

※分配対象額
500円

当期決算日
分配前

※50円を取崩し

当期決算日
分配後

※分配対象額
450円

前期決算日

※分配対象額
500円

当期決算日
分配前

※80円を取崩し

当期決算日
分配後

※分配対象額
420円

期中収益
（①＋②）

50円

※ 50円

10,550円

※ 450円
（③＋④）

10,450円

分配金
100円

※ 420円
（③＋④）

10,500円

10,400円

10,300円

分配金
100円

※ 80円

配当等収益
① 20円

※ 500円
（③＋④）

※ 500円
（③＋④）

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

（注）普通分配金に対する課税については、「投資信託説明書（交付
目論見書）」をご覧ください。
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ファンドの費用（消費税率10％の場合）

購入金額 手数料率（税込）

1億円未満 2.20％

1億円以上5億円未満 1.10％

5億円以上10億円未満 0.55％

10億円以上 なし

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

料率等 費用の内容

購入時手数料 購入金額に右記の購入時手数料率を乗じて得た額とします。
購入金額：（申込受付日の翌営業日の基準価額／1万口）×購入口数

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。

信託財産留保額 ありません。 －

（ご参考）

料率等 費用の内容

運用管理費用
（信託報酬）

年率1.1275％（税込）
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

投資対象とする
パフォーマンス連動債券 年率0.28％程度 パフォーマンス連動債券にかかる費用等です。

パフォーマンス連動債券が投資
対象とする投資信託証券 年率0.55％程度 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。

実質的に負担する
運用管理費用 年率1. 9575％（税込）程度 －

その他の費用・
手数料

「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。

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。

※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。

口数指定で購入する場合 金額指定で購入する場合

例えば、基準価額10,000円の時に100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額＝（10,000円／1万口）×100万口＝100万円
購入時手数料＝購入金額（100万円）×2.20％（税込）＝22,000円 となり、
購入金額に購入時手数料を加えた合計額102万2,000円をお支払いいただくこととなります。

購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購入口数
を計算します。例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時
手数料（税込）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額とはなりません。

◆お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

◆お客さまが直接的に負担する費用 購入時手数料率

当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。

※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。

※大和証券でお申込みの場合
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お申込みメモ ※大和証券でお申込みの場合

購入単位
100円以上1円単位＊または100口以上1口単位
＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。
※ただしスイッチングの場合は、1口単位です。

購入・換金価額 購入および換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当たり）

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込受付中止日

① ニューヨーク証券取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行またはダブリンの銀行のいずれかの休業日
② 毎年12月24日
③ ①②のほか、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日
（注）申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせください。

申込締切時間 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購
入、換金の申込みを取消すことがあります。

信託期間 2024年9月17日まで（2019年9月3日設定）
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

繰上償還

◎主要投資対象とするスター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券が償還することとなる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させ
ます。
◎次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還ができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 毎月17日（休業日の場合、翌営業日）

収益分配

年12回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「分配金支払いコース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。

信託金の限度額 5,000億円

課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、
当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

委託会社 大和アセットマネジメント株式会社 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 販売会社 大和証券株式会社
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「ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド」とのスイッチングについて

当ファンドは、「NWQグローバル厳選証券ファンド（愛称：選択の達人）」とスイッチングを行なうことができます。
スイッチング手数料はかかりません。

「NWQグローバル厳選証券ファンド 愛称：選択の達人 」 の費用・投資リスク

投資リスク

当ファンドは、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なく、これを割込むことがあります。

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。基準価額の主な変動要因は次の通りです。

購入時手数料 購入金額に2.2％（税込）を上限とする率を乗じて得た額

信託財産留保額 ありません。

スイッチング
手数料

ありません。

運用管理費用
（信託報酬）

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して
年率1.1275％（税込）
なお、投資対象とする投資信託証券の報酬等が年率0.55％程度かかるため、
実質的に負担する運用管理費用は年率1.6775％（税込）程度

その他の費用・
手数料

「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。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。※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。
※信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。※課税上は株式投資信託として取扱われます。

選択の達人には、「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」「為替ヘッジあり／隔月分配型」「為替ヘッジなし／隔月分配型」の４つのファンドがあります。

4つのファンド間においてもスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

※お申込みの際は、必ず当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

スイッチングの仕組み

NWQグローバル厳選証券（米国株プラス）毎月分配型

（愛称：ダブルチャンス）

スイッチング
（無手数料）

ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（愛称：選択の達人）

為替ヘッジあり 為替ヘッジなし

為替ヘッジあり／隔月分配型 為替ヘッジなし／隔月分配型

お客さまが直接的に負担する費用 お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

●価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、公社債の価格変動、その他の価格変動）

●新興国への投資リスク ●為替変動リスク ●カントリー・リスク

●その他（解約申込みに伴うリスク等）

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

ファンドの費用（大和証券でお申込みの場合、消費税率10％の場合）各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。

※大和証券でお申込みの場合
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MEMO



当資料のお取扱いにおけるご注意

◼ 当資料は大和アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。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。

◼ 当資料で掲載した画像等はイメージです。

◼ 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。

◼ 分配金額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。

◼ 当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推
奨を目的とするものではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するもので
はありません。

当資料で使用した指数について

◼ 「先進国株式」はMSCI World Index、「米国投資適格社債」はICE BofAML US Corporate Index、「米国ハイイールド債券」はICE BofAML BB-B US High Yield
Index、「優先証券」はICE BofAML Fixed Rate Preferred Securities Indexを使用。


