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グローバル・マルチアセット・ローリスク戦略／リスク・コントロール型バランス戦略／
リスク・コントロール型バランス戦略 米国株式モメンタム戦略

日興アセットマネジメント
世界的な低金利による非常に厳しい運用環境の中、下方リスクを抑えつつ、安定したリターン確保を望む声は強まっている。
その実現を目指す日興アセットマネジメントのマルチアセット戦略の特徴や実績を担当者に伺った。
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機動的マルチアセット戦略でリターン確保へ
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いる。金を除いてETF（上場投資信託）

クを取るポジションにスイッチするなど、
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リス

込める。実際、2020年9月以降に株式

サー）が浸透しつつあり、主に企業年

る金融ショックやその後のリバウンド、米

おり、
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「不確実性の高いマーケットの中で、

（機関投資家営業第一部 シニア マー
ケティング マネージャー 瀬川稔教氏）
。
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「グローバル・マルチアセット・ローリスク戦略」
・
・
・運用開始日：2018年7月20日、代表ポートフォリオの運用開始以来の年率リターン：5.19％（2020年12月30日時点）、
「リスク・コントロール型バランス戦略」
・
・
・運用

インフラなどのインフレ対応資産とオルタ

「コロナ・ショックの前後となる2020年2

にコントロールすることができ、株式成

開始日：2015年9月29日、代表ポートフォリオの運用開始以来の年率リターン：2.98％（2020年12月30日時点）、
「リスク・コントロール型バランス戦略＋米国株式モメンタム戦略」
・
・
・両戦略の代表ポートフォリオの合
成シミュレーション期間（2019年2月6日〜2020年12月30日）における年率リターンは、5.95％。合成シミュレーションは、それぞれのマザーファンド
（「リスクコントロール型バランス戦略」はリスクコントロールバラン
スAマザーファンド
（報酬控除前）。
「米国株式モメンタム戦略」は、米国株式モメンタム戦略マザーファンド
（報酬控除前））
を日次リバランスとして、80％：20％の配分比率で日次リターンを合成し、累積した時のシミュ
レーション結果です。年率リターンは、日次リターンベースに計測しそれぞれ年率換算したものです。
リターンは円ベースであり、運用報酬控除前、取引費用控除後、利子・配当収入等再投資後のものを表示しています。
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■当資料中のグラフ、数値等は過去のもの、またはシミュレーションの結果であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
■当資料中のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
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プロ
ダクト
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プロダクトマネージャー

半田 貴文氏

「J-MONEY」2021年4月2日号 掲載広告

機関投資家営業第一部
シニア マーケティング マネージャー
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た「リスク・センサー」を活用。
目標リスク
がボラティリティ4％の同戦略は、
コロナ・
ショックの影響を受けた2019年度は年

［投資対象：日興アセットマネジメント株式会社のグローバル・マルチアセット・ローリスク戦略、リスクコントロール型バランス戦略、リスクコントロール型バランス戦略+米国株式モメンタム戦略に
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、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料では
ありません。●投資リスクについて：当戦略は、主に債券、株式、不動産投信、物価連動債券、上場インフラおよびコモディティ連動証券、国債先物取引にかかる権利、短期金融資産および通貨、
株価指数先物のロングポジション／ショートポジションをとった場合のパフォーマンスにリターンが連動する株価指数を参照するトータル・リターン・スワップへの実質的な投資を通じて、株価指数
先物取引にかかる権利を実質的な投資対象としますので、債券、株式、不動産投信、物価連動債券、上場インフラおよびコモディティ連動証券の価格の下落や、債券、株式、不動産投信、物価連
動債券、上場インフラおよび短期金融資産の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産および商品（コモディティ）の市況の悪化、株価指数先物取引にかかる権利、国債先物取引にかかる権利
および短期金融資産の価格の下落の影響により、運用資産の評価額は変動し、損失を被ることがあります。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。当戦略の主なリスクは以下の通りです。価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリー・リスク、カウンターパーティーリスク、デリバ
ティブリスク、
レバレッジリスク、デリバティブリスク等
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