アフターコロナ の 運 用 戦 略

PR

日興アセットマネジメント

■ 参考ポートフォリオを利用したシミュレーションと株式市場、債券市場との関係

債券代替と流動性を両立する
『先進国国債レラティブバリュー戦略』
世界的に低金利環境が蔓延するいま、流動性を確保しながら安定的なリターンを期待できる運用戦略が消滅しつつある。
そんな中、債券ポートフォリオの代替として有力な選択肢を提供するのが日興アセットマネジメントだ。
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■ 当戦略の運用開始以来・
月間騰落率と基準価額
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※当戦略の代表ファンドの設定来パフォーマンス（報酬控除後）
。
2020年2月27日〜2020年8月31日。
カッコ内は各月末時点の分配金込み基準価額（信託報酬控除
後の1万口当たりの値）。当戦略に分配金実績があった場合
に、当該分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理
論上のものである点にご留意ください。

海外株式：MSCI Kokusai（円ベース） ハイイールド債券（円ヘッジ）
：Bloomberg Barclays グローバル・ハイイールド・インデックス（円ヘッジベース） 海外債券：Bloomberg Barclays グロー
バル総合インデックス（米ドルベース）※各指数は当戦略のベンチマークではありません。
アデア・インベストメント・マネジメント
共同CIO

ゴピ・カルナカラン氏

●上記グラフは、参考ポートフォリオのリターンをもとに、所定の条件の下で当戦略の過去のリターンを推計したシミュレーションの結果を示すものです。期間：2012年8月〜2020年2月。●シミュレー
ションのリターンは、円ベース、運用報酬等フィー控除前、取引費用控除後、利子・配当収入等再投資後。●参考ポートフォリオは、当戦略と基本的に同一の投資戦略・投資プロセスの下で運用されてい
ますが、目標リターン・目標リスク、インフレ・ヘッジ対応ポジションの有無、現物債券の投資範囲などが当戦略とは異なります。●上記に計算される指数に関する著作権・知的財産権その他一切の権利は
当該指数の算出元または公表元に帰属します。●上記データは過去のものまたはシミュレーションの結果であり、将来の運用を約束するものではありません。
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日興アセットマネジメント
プロダクト＆ソリューション本部
オルタナティブ・年金商品担当部長
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「J-MONEY」2020年9月25日号 掲載広告
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（※）
当戦略の代表ファンドの設定来パフォーマンス
（報酬控除後）
。2020年2月27日〜2020年8月31日。上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
［投資対象：日興アセットマネジメント株式会社の先進国国債レラティブバリュー戦略に合致した有価証券および金融派生商品］
●報酬等の概要：お客様には以下の費用をご負担いただきます。＜投資顧問
報酬等＞投資顧問報酬：投資顧問契約及び投資一任契約の対価として、投資資産残高
（投資資金額が10億円以上であることが前提）
に対して年率3.0％
（税抜き）
を上限とした投資顧問報酬が契約期間に
応じてかかります。
また、
契約内容によっては、
固定報酬に加え成功報酬をご負担いただく場合があります。
その他費用：組入れ有価証券の売買委託手数料など。
また投資信託に投資する場合、信託財産留保額、
組入れ有価証券の売買委託手数料、有価証券の保管などに要する費用、管理費用、監査費用、設立に係る費用、借入金の利息、借株の費用などがかかる場合があります。※その他費用については、運用状
況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。契約に関してお客様が預託すべき委託証拠金はございません。当戦略の投資に際しては、投資一任契約に基づき投
お客様と締結する投資一任契約における運用のご参考として表示したものであり、特定ファンドの勧誘
資信託に投資する場合があります。●当広告に掲載される情報は、
日興アセットマネジメント株式会社が、
資料ではありません。●投資リスクについて
：当戦略は、投資一任契約に基づく投資、
または投資顧問契約に基づく助言は、主に株式や債券など値動きのある証券
（外貨建証券には為

替変動リスクもあります）
を対象としているため、
お客様の運用資産の評価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。
また、外貨建資産に投資する場合および通貨に投資する
場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資元金は保証されているものではなく、運用資産の評価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むこと
があります。当戦略の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。当該契約に係る主なリスクは以下の通りです。①価格変動リスク、②流動性リスク、③信用リスク、④為
替変動リスク、⑤カントリーリスク、⑥デリバティブリスク、⑦マーケット・ニュートラル戦略およびロング・ショート戦略固有のリスク
お問い合わせ

日興アセットマネジメント株式会社 www.nikkoam.com/

機関投資家事業本部
TEL：03-6447-6515 eMail：nam.ﬁ@nikkoam.com
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

