基準価額が5%を超えて、大きく下落したファンド
2020年3月23日
銘柄名
ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓ オープン
ＨＳＢＣ ブラジル オープン
ＨＳＢＣ ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）
ＨＳＢＣ ロシア オープン
ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣｓ ファンド
ＨＳＢＣ 世界資源エネルギーオープン
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド
ＥＸＥ－ｉ グローバルＲＥＩＴファンド
ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンド
ＥＸＥ－ｉ 新興国株式ファンド
ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド
ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）
資源ツインαファンド（通貨選択型）米ドルコース
資源ツインαファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
資源ツインαファンド（通貨選択型）トルコリラコース
豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース
ＵＢＳ原油先物ファンド
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド
ウルトラバランス 世界株式
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
ＤＩＡＭシェール株ファンド
ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド （毎月決算型）
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード 国内リート
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）
たわらノーロード 先進国リート
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）
ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）
新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン
新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン（年１回決算型）
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン
新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（成長型）
新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０４０
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０５０
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 年２回決算コース
ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース
ＧＳ グローバルＲＥＩＴ ポートフォリオ（毎月分配型）
ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＡコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）
ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）
ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＣコース（年１回決算型、為替ヘッジあり）
ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＤコース（年１回決算型、為替ヘッジなし）

委託会社名

ＨＳＢＣ投信

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＳＢＩアセットマネジメント

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

ＵＢＳアセット・マネジメント
あおぞら投信
アストマックス投信投資顧問

アセットマネジメントＯｎｅ

アライアンス・バーンスタイン
インベスコ・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックス・アセット

銘柄名
バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド
バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド
ＤＷＳ ロシア株式ファンド
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
ドイチェ・ユーロスター・オープン
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型）
ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）
ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）
パトナム・インカム・ファンド
ｉＴｒｕｓｔエコイノベーション
ｉＴｒｕｓｔロボ
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ －ブラジル株
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）
フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）
フィデリティ・オーストラリア配当株投信
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Ａコース（為替ヘッジ付き）
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし）
ｉシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド
ｉシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
ｉシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン
ブラックロック・ゴールド・ファンド
ブラックロック天然資源株ファンド
ブラックロック米国小型成長株式オープン Ａコース（為替ヘッジなし）
ブラックロック米国小型成長株式オープンＢコース（為替ヘッジあり）
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
マニュライフ・カナダ株式ファンド
マニュライフ・米国銀行株式ファンド
Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｊリートインデックス
Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国リートインデックス
ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型）
ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
グローバル・リート・セレクション
ワールド・リート・セレクション（欧州）
ワールド・リート・セレクション（米国）
日本株式・Ｊリートバランスファンド
米国中小型株オープン
楽天・新興国株式インデックス・ファンド
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（トルコリラ）毎月分配型
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型
楽天日本新興市場株ダブル・ブル
ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ ワールド・リゾート
イノベーション・インデックス・フィンテック
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）
オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
高成長インド・中型株式ファンド
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド
三井住友・グローバル・リート・オープン
三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）

委託会社名
ザ・バンガード・グループ・インク
ドイチェ・アセット

ニッセイアセットマネジメント

パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
ピクテ投信投資顧問

フィデリティ投信

ブラックロック・ジャパン

マニュライフ・アセット・マネジメント

りそなアセットマネジメント
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

岡三アセットマネジメント

楽天投信投資顧問

三井住友ＤＳアセットマネジメント

銘柄名
三井住友・グローバル・リート・プラス
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり）
世界インパクト投資ファンド
世界インパクト投資ファンド（資産成長型）
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
北米高配当株ファンド（年２回決算型）
北米高配当株ファンド（毎月決算型）
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
Ｊリートアクティブファンド（１年決算型）
Ｊリートファンド
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
ＳＭＴ 新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン
ＳＭＴ 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
ＳＭＴ 米国ＲＥＩＴインデックス・オープン
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり）
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
ブラジル公社債ファンド
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
ワールド・リート・オープン（資産成長型）
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型）
次世代米国代表株ファンド
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
アメリカン・ドリーム・ファンド
新生・ＵＴＩインドファンド
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ｉＦｒｅｅ レバレッジ Ｓ＆Ｐ５００
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス
ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ＥＶ
ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ エドテック
ｉＦｒｅｅレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型） Ａコース（為替ヘッジあり）
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）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・ブラジル株式ファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
つみたて椿
女性活躍応援ファンド
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）
米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）
ハリス世界株ファンド（資産成長型）
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン

委託会社名

三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友トラスト・アセット

三菱ＵＦＪ国際投信

新生インベストメント・マネジメント
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

大和投資信託

朝日ライフアセットマネジメント

銘柄名
インデックスファンドＪリート
インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型）
インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）
オーストラリア株式ファンド
グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）
グローバル・フィンテック株式ファンド
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）
グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）
ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型）
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
資源ファンド（株式と通貨）メキシコペソ・コース
資源ファンド（株式と通貨）円コース
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
資源ファンド（株式と通貨）米ドル・コース
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド資産成長型（ヘッジなし）
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ａ（ヘッジなし）
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型Ｂ（ヘッジあり）
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド
日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース）
ノーロード明治安田Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ
明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）
Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド 年２回決算型
Ｊ－ＲＥＩＴバリューファンド 毎月分配型
野村Ｊリートファンド
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
野村ブル・ベア セレクト７（円安豪ドル高トレンド７）

委託会社名

日興アセットマネジメント

明治安田アセットマネジメント

野村アセットマネジメント

