
受賞情報

(月次改訂)

マンスリーレポート

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的と

しており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府

令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及

ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

Morningstar Award“Fund of the Year 2019,2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると

判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並

びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年、2020年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断し

たものです。国際株式型（特定地域） 部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド719本の中から、2020年12月末においては718本の中からそれぞれ選考されまし

た。

(月次改訂)

2022年7月29日

マンスリーレポート
追加型投信／内外／株式

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明

モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2019”
モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2020”

優秀ファンド賞 受賞
投資信託／外国株式グロース部門

（国際株式型（特定地域）部門）

「R&I ファンド大賞 2021」

野村未来トレンド発見ファンドBコース（為替ヘッジなし） 愛称：先見の明

野村未来トレンド発見ファンドBコース（為替ヘッジなし） 愛称：先見の明

優秀ファンド賞 受賞

最優秀ファンド賞 受賞
NISA／外国株式グロース部門

「R&I ファンド大賞 2022」
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運用チームより

マンスリーレポート

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

(月次改訂)

2022年7月29日

マンスリーレポート
追加型投信／内外／株式

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明

(2022年8月5日 現在)

上記の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。

（出所）各種情報に基づき野村アセットマネジメントが作成しています。

（注）上記の内容は、当ファンドに関わるテーマや企業の取り組みなどをご紹介しています。採り上げた企業を当ファンドが保有しているとは限りません。また、特定銘柄の売買など

の推奨、また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません。

【成長テーマ : 高齢化社会】
今後、世界の国々が日本のように高齢社会を迎える中で、「高齢化社会」のテーマは景気に左右されにくく人々の生活に欠かせないテー
マです。高齢化の進展とともに、新薬開発のニーズは一段と高まると考えられる一方で、新薬開発の成功確率は約3万分の1、開発期
間は10年以上と言われています。世界のヘルスケア業界は、現在、デジタル技術を活用したAI（人工知能）創薬、遺伝子の変異に注
目したゲノム医療、iPS細胞を活用した再生医療など新薬開発の効率化や新たな治療法の確立に向け急速に進化しています。当ファン
ドでも「高齢化社会」は上位注目テーマであり、今後も様々な切り口から銘柄を発掘してまいります。
【企業例 : ブリストルマイヤーズスクイブ】
同社は医薬品の開発、製造、販売企業で豊富な薬のラインナップを持ち、新薬の開発に積極的な企業です。日本では頭痛薬なども有
名ですが、がん治療や白血病治療薬、脳梗塞予防薬、抗リウマチ薬、B型肝炎治療薬、エイズ治療薬など豊富な薬のラインナップを保
有しています。これらの既存の薬から生まれるキャッシュフロー（現金収支）を、将来の新薬の開発に投資をする事で多くの新薬候補につ
ながっています。同社は人工知能や、ゲノム編集技術など最先端の技術も活用し研究開発しており、中長期的な成長が期待できると考
えております。

画像はイメージです
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追加型投信／内外／株式

(月次改訂)

2022年7月29日

野村未来トレンド発見ファンド
Aコース(為替ヘッジあり)

愛称：先見の明

資産内容 2022年7月29日 現在

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。

マンスリーレポート

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報

酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の

ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・

税金等は考慮しておりません。

運用実績の推移 （設定日前日＝10,000として指数化：日次）
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運用実績 2022年7月29日 現在

56.9%設定来
設定来累計 1,250 円設定来＝2017年6月2日以降

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に

遡った期間としております。

純資産総額 131.5 億円

基準価額※ 14,459 円
※分配金控除後

●信託設定日 2017年6月2日

●信託期間 2030年11月14日まで

●決算日 原則 11月14日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

騰落率

期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

-2.7%

-6.4%

-19.0%

20.3%

1ヵ月 5.8%

アメリカ 79.1%

フランス 4.5%

オランダ 3.2%

日本 2.6%

ドイツ 1.8%

その他の国・地域 3.7%

その他の資産 5.2%

合計(※) 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分 業種別配分

20.1%

14.7%

9.2%

7.2%

純資産比

22.4%

21.2%

5.2%

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

半導体・半導体製造装置

資本財

ヘルスケア機器・サービス

業種

その他の業種

その他の資産

合計 100.0%

アメリカ・ドル 80.9%

ユーロ 11.7%

日本・円 5.1%

イギリス・ポンド 1.2%

スイス・フラン 1.0%

その他の通貨 0.0%

純資産比通貨

通貨別配分（為替ヘッジ前）

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

銘柄

INTUIT INC

MICROSOFT CORP

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

CME GROUP INC

AMAZON.COM INC

SERVICENOW INC

UNITEDHEALTH GROUP INC

ADOBE INC

MASTERCARD INC

COTERRA ENERGY INC

業種

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

各種金融

小売

ソフトウェア・サービス

ヘルスケア機器・サービス

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

エネルギー

国・地域

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

合計

4.2%

3.9%

3.6%

3.1%

3.1%

3.0%

2.8%

2.7%

2.5%

2.3%

31.2%

純資産比テーマ

アウトソーシング

AI/クラウドサービス

高齢化社会

フィンテック

AI/クラウドサービス

AI/クラウドサービス

高齢化社会

AI/クラウドサービス

フィンテック

インフラ/エネルギー

組入銘柄数 ：57 銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で

区分しております。

・純資産比は、マザーファンドの

純資産比と当ファンドが保有す

るマザーファンド比率から算出し

ております。

・テーマは適宜見直しを行なうた

め、分類が変更になる場合があ

ります。

組入上位10銘柄 2022年7月29日 現在

2019年11月

2018年11月

2017年11月

500 円

400 円

200 円

100 円

50 円

2021年11月

2020年11月

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

・上記は、基準日の直近1ヵ月の基準価額（分配金込み）の騰落額を委託会社が一定の条

件の基に算出したもので、円貨にて表示しております。

要因項目

基準価額騰落額（分配金込み）

株価要因

為替要因（ヘッジコスト込み）

その他（信託報酬等）

848 円

-31 円

-24 円

直近1ヵ月の騰落

793 円

基準価額変動の要因分解

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆

あるいは保証するものではありません。

15.0%

8.3%

7.7%

7.5%

純資産比

23.9%

32.4%

5.2%

100.0%

テーマ別配分

高齢化社会

AI/クラウドサービス

インフラ/エネルギー

新技術

フィンテック

テーマ

その他のテーマ

その他の資産

合計

・テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

米ドル・ユーロ売り円買い

為替ヘッジ比率
98.0%

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
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追加型投信／内外／株式

(月次改訂)

2022年7月29日

野村未来トレンド発見ファンド
Bコース(為替ヘッジなし)

愛称：先見の明

資産内容 2022年7月29日 現在

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。

マンスリーレポート

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報

酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の

ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・

税金等は考慮しておりません。

運用実績の推移 （設定日前日＝10,000として指数化：日次）
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運用実績 2022年7月29日 現在

111.7%設定来
設定来累計 1,600 円設定来＝2015年11月27日以降

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に

遡った期間としております。

純資産総額 440.9 億円

基準価額※ 19,167 円
※分配金控除後

●信託設定日 2015年11月27日

●信託期間 2030年11月14日まで

●決算日 原則 11月14日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

騰落率

期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

1.5%

7.5%

-2.9%

49.8%

1ヵ月 4.3%

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的

な比率をいいます。

アメリカ 79.8%

フランス 4.5%

オランダ 3.2%

日本 2.6%

ドイツ 1.8%

その他の国・地域 3.7%

その他の資産 4.3%

合計(※) 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分 業種別配分

20.2%

14.9%

9.3%

7.2%

純資産比

22.6%

21.4%

4.3%

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

半導体・半導体製造装置

資本財

ヘルスケア機器・サービス

業種

その他の業種

その他の資産

合計 100.0%

アメリカ・ドル 81.7%

ユーロ 11.9%

日本・円 4.3%

イギリス・ポンド 1.2%

スイス・フラン 1.0%

その他の通貨 0.0%

実質通貨比率通貨

通貨別配分

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

銘柄

INTUIT INC

MICROSOFT CORP

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

CME GROUP INC

AMAZON.COM INC

SERVICENOW INC

UNITEDHEALTH GROUP INC

ADOBE INC

MASTERCARD INC

COTERRA ENERGY INC

業種

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

各種金融

小売

ソフトウェア・サービス

ヘルスケア機器・サービス

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

エネルギー

国・地域

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

合計

4.2%

4.0%

3.6%

3.2%

3.1%

3.0%

2.9%

2.7%

2.5%

2.3%

31.5%

純資産比テーマ

アウトソーシング

AI/クラウドサービス

高齢化社会

フィンテック

AI/クラウドサービス

AI/クラウドサービス

高齢化社会

AI/クラウドサービス

フィンテック

インフラ/エネルギー

組入銘柄数 ：57 銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で

区分しております。

・純資産比は、マザーファンドの

純資産比と当ファンドが保有す

るマザーファンド比率から算出し

ております。

・テーマは適宜見直しを行なうた

め、分類が変更になる場合があ

ります。

組入上位10銘柄 2022年7月29日 現在

2019年11月

2018年11月

2017年11月

600 円

400 円

300 円

200 円

100 円

2021年11月

2020年11月

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

・上記は、基準日の直近1ヵ月の基準価額（分配金込み）の騰落額を委託会社が一定の条

件の基に算出したもので、円貨にて表示しております。

要因項目

基準価額騰落額（分配金込み）

株価要因

為替要因

その他（信託報酬等）

1,143 円

-335 円

-22 円

直近1ヵ月の騰落

786 円

基準価額変動の要因分解

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆

あるいは保証するものではありません。

15.1%

8.4%

7.8%

7.5%

純資産比

24.1%

32.7%

4.3%

100.0%

テーマ別配分

高齢化社会

AI/クラウドサービス

インフラ/エネルギー

新技術

フィンテック

テーマ

その他のテーマ

その他の資産

合計

・テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
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追加型投信／内外／株式

(月次改訂)

2022年7月29日

野村未来トレンド発見ファンド
Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

愛称：先見の明

資産内容 2022年7月29日 現在

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。

マンスリーレポート

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報

酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の

ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・

税金等は考慮しておりません。

運用実績の推移 （設定日前日＝10,000として指数化：日次）

0

200
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8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

20/01 20/07 21/01 21/07 22/01

基準価額(分配金再投資）

基準価額

（億円）

純資産

（右軸）

（左軸）

運用実績 2022年7月29日 現在

13.6%設定来
設定来累計 3,100 円設定来＝2020年1月31日以降

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に

遡った期間としております。

純資産総額 137.0 億円

基準価額※ 8,612 円
※分配金控除後

●信託設定日 2020年1月31日

●信託期間 2030年11月14日まで

●決算日 原則、毎月14日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

騰落率

期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

-2.7%

-6.4%

-19.0%

-

1ヵ月 5.8%

アメリカ 78.9%

フランス 4.4%

オランダ 3.2%

日本 2.6%

ドイツ 1.8%

その他の国・地域 3.6%

その他の資産 5.5%

合計(※) 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分 業種別配分

20.0%

14.7%

9.2%

7.1%

純資産比

22.4%

21.1%

5.5%

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

半導体・半導体製造装置

資本財

ヘルスケア機器・サービス

業種

その他の業種

その他の資産

合計 100.0%

アメリカ・ドル 80.7%

ユーロ 11.7%

日本・円 5.4%

イギリス・ポンド 1.2%

スイス・フラン 1.0%

その他の通貨 0.0%

純資産比通貨

通貨別配分（為替ヘッジ前）

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

銘柄

INTUIT INC

MICROSOFT CORP

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

CME GROUP INC

AMAZON.COM INC

SERVICENOW INC

UNITEDHEALTH GROUP INC

ADOBE INC

MASTERCARD INC

COTERRA ENERGY INC

業種

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

各種金融

小売

ソフトウェア・サービス

ヘルスケア機器・サービス

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

エネルギー

国・地域

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

合計

4.2%

3.9%

3.6%

3.1%

3.1%

3.0%

2.8%

2.7%

2.5%

2.3%

31.1%

純資産比テーマ

アウトソーシング

AI/クラウドサービス

高齢化社会

フィンテック

AI/クラウドサービス

AI/クラウドサービス

高齢化社会

AI/クラウドサービス

フィンテック

インフラ/エネルギー

組入銘柄数 ：57 銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で

区分しております。

・純資産比は、マザーファンドの

純資産比と当ファンドが保有す

るマザーファンド比率から算出し

ております。

・テーマは適宜見直しを行なうた

め、分類が変更になる場合があ

ります。

組入上位10銘柄 2022年7月29日 現在

2022年5月

2022年4月

2022年3月

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

2022年7月

2022年6月

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

・上記は、基準日の直近1ヵ月の基準価額（分配金込み）の騰落額を委託会社が一定の条

件の基に算出したもので、円貨にて表示しております。

要因項目

基準価額騰落額（分配金込み）

株価要因

為替要因（ヘッジコスト込み）

その他（信託報酬等）

505 円

-17 円

-14 円

直近1ヵ月の騰落

474 円

基準価額変動の要因分解

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆

あるいは保証するものではありません。

14.9%

8.3%

7.7%

7.5%

純資産比

23.8%

32.3%

5.5%

100.0%

テーマ別配分

高齢化社会

AI/クラウドサービス

インフラ/エネルギー

新技術

フィンテック

テーマ

その他のテーマ

その他の資産

合計

・テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

米ドル・ユーロ売り円買い

為替ヘッジ比率
98.0%

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
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追加型投信／内外／株式

(月次改訂)

2022年7月29日

野村未来トレンド発見ファンド
Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

愛称：先見の明

資産内容 2022年7月29日 現在

・国・地域は原則発行国・地域で区分しております。

※先物の建玉がある場合は合計欄を表示しておりません。

マンスリーレポート

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報

酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際の

ファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・

税金等は考慮しておりません。

運用実績の推移 （設定日前日＝10,000として指数化：日次）
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運用実績 2022年7月29日 現在

36.8%設定来
設定来累計 3,200 円設定来＝2020年1月31日以降

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に

遡った期間としております。

純資産総額 311.2 億円

基準価額※ 10,300 円
※分配金控除後

●信託設定日 2020年1月31日

●信託期間 2030年11月14日まで

●決算日 原則、毎月14日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

騰落率

期間

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

ファンド

1.5%

7.6%

-2.9%

-

1ヵ月 4.3%

アメリカ 79.8%

フランス 4.5%

オランダ 3.2%

日本 2.6%

ドイツ 1.8%

その他の国・地域 3.7%

その他の資産 4.3%

合計(※) 100.0%

純資産比国・地域

国・地域別配分 業種別配分

20.2%

14.9%

9.3%

7.2%

純資産比

22.6%

21.4%

4.3%

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

半導体・半導体製造装置

資本財

ヘルスケア機器・サービス

業種

その他の業種

その他の資産

合計 100.0%

アメリカ・ドル 81.7%

ユーロ 11.9%

日本・円 4.3%

イギリス・ポンド 1.2%

スイス・フラン 1.0%

その他の通貨 0.0%

実質通貨比率通貨

通貨別配分

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

銘柄

INTUIT INC

MICROSOFT CORP

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

CME GROUP INC

AMAZON.COM INC

SERVICENOW INC

UNITEDHEALTH GROUP INC

ADOBE INC

MASTERCARD INC

COTERRA ENERGY INC

業種

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

各種金融

小売

ソフトウェア・サービス

ヘルスケア機器・サービス

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

エネルギー

国・地域

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

合計

4.2%

4.0%

3.6%

3.2%

3.1%

3.0%

2.9%

2.7%

2.5%

2.3%

31.5%

純資産比テーマ

アウトソーシング

AI/クラウドサービス

高齢化社会

フィンテック

AI/クラウドサービス

AI/クラウドサービス

高齢化社会

AI/クラウドサービス

フィンテック

インフラ/エネルギー

組入銘柄数 ：57 銘柄

・国・地域は原則発行国・地域で

区分しております。

・純資産比は、マザーファンドの

純資産比と当ファンドが保有す

るマザーファンド比率から算出し

ております。

・テーマは適宜見直しを行なうた

め、分類が変更になる場合があ

ります。

組入上位10銘柄 2022年7月29日 現在

2022年5月

2022年4月

2022年3月

0 円

0 円

0 円

100 円

0 円

2022年7月

2022年6月

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

・上記は、基準日の直近1ヵ月の基準価額（分配金込み）の騰落額を委託会社が一定の条

件の基に算出したもので、円貨にて表示しております。

要因項目

基準価額騰落額（分配金込み）

株価要因

為替要因

その他（信託報酬等）

614 円

-180 円

-11 円

直近1ヵ月の騰落

423 円

基準価額変動の要因分解

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆

あるいは保証するものではありません。

15.1%

8.4%

7.8%

7.5%

純資産比

24.1%

32.7%

4.3%

100.0%

テーマ別配分

高齢化社会

AI/クラウドサービス

インフラ/エネルギー

新技術

フィンテック

テーマ

その他のテーマ

その他の資産

合計

・テーマは適宜見直しを行なうため、分類が変更になる場合があります。

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

・実質通貨比率は為替予約等を含めた実質的

な比率をいいます。
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今後の運用方針 （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。）

先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。）

マンスリーレポート (月次改訂)

2022年8月

○米国：株式市場は上旬、6月のISM製造業景況指数が市場予想を下回り景気の先行きに対する懸念が高まった一方、雇用統

計で労働市場の底堅さが示されたことから、横ばい圏での推移となりました。中旬からは、4-6月期の企業決算がはじまりインフレ

の企業業績への悪影響が懸念されていたものの、市場予想を上回る好決算が相次いだことや、6月の小売売上高が前月比で増

加に転じたこと、ミシガン大学が発表した7月の期待インフレ率の速報値が前月と比較して低下したことなどにより上昇しました。

下旬は、FRB（米連邦準備制度理事会）がFOMC（米連邦公開市場委員会）において市場想定通り0.75％の政策金利引き上げ

を決定し、過度な金融引き締め懸念が後退したことなどにより上昇し、月間で上昇しました。

○欧州：株式市場は上旬から中旬にかけて、エネルギー価格の下落からインフレ懸念がやや後退した一方、7月のユーロ圏総合

PMI（購買担当者景気指数）がおよそ1年半ぶりの水準まで低下するなど、景気後退を示唆するような経済指標の発表が相次ぎ、

横ばい圏での推移となりました。下旬は、ECB（欧州中央銀行）が2011年以来の利上げを決定したことによる景気への悪影響や、

イタリアの政局不透明感などが懸念されたものの、4-6月期決算において好業績を発表した企業が物色されたこと、ロシアからの

欧州向け天然ガス供給の再開見通しを受けて不安感が後退したことなどにより、月間で上昇しました。

○アジア地域：東京株式市場は、参議院選挙において与党が過半数を獲得したことや、米国株式市場の上昇などが好感され、

月間で上昇しました。一方、日本を除くアジア・オセアニア株式は、中国における情報技術関連銘柄などに対する規制強化や、

未完成住宅の購入者による住宅ローンの返済拒否問題などが嫌気され、月間で下落しました。

○為替：ドル・円レートは下落（円高）しました。FOMCにおける政策金利の引き上げが0.75％と市場予想と一致し、過度な金融引

き締め懸念が後退したことなどにより日米の金利差が縮小し、月末のドル・円レートは134円61銭と、月間では2円7銭のドル安・円

高となりました。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、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。

追加型投信／内外／株式

○各コースの基準価額（分配金再投資）の月間騰落率は次の通りとなりました。

【Aコース】 +5.80％ （参考指数対比+1.40％） 【Bコース】 +4.28％ （参考指数対比+1.28％）

【Cコース】 +5.82％ （参考指数対比+1.42％） 【Dコース】 +4.28％ （参考指数対比+1.28％）

資本財・サービスセクター内の銘柄選択効果や株価騰落率が参考指数を上回った情報技術セクターをオーバーウェイト（参考指

数に比べ高めの投資比率）としていたことがプラスに寄与しました。
※AコースとCコースの参考指数は、MSCI AC・ワールド・インデックス（税引後配当込み・円ヘッジベース）、BコースとDコースの参考指数は、

MSCI AC・ワールド・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）です。

○先月は、AI/クラウドサービスのテーマに関連する米国のソフトウェア株などを買い付けした一方、消費の多様化のテーマに関

連する米国のホテル・レストラン・レジャー株の全売却などをしました。

○米国経済は、景気減速感が強まっています。個人消費や設備投資を中心とした内需の低迷、在庫積み増しペースの鈍化により、4-6

月期の実質GDP（国内総生産）成長率の速報値は前期比年率-0.9％のマイナス成長となりました。一方でインフレ圧力は引き続き強く、

FRBは、7月のFOMCにおいて6月に続き0.75％の利上げを決定しました。今後もFRBは、経済データを注視しつつ金融政策運営を行

なうと見られます。

○株式市場では、高いインフレ率を背景とする各国中央銀行の金融引き締め政策が個人消費や企業業績に与える影響が注視されて

います。これまでに発表された主要企業の4-6月期決算は全体として市場予想を上回る結果となっているものの、インフレによるコスト上

昇が利益率を圧迫した企業や、今後の業績見通しが市場予想を下回った企業も散見されます。現在、ポートフォリオはリスクを引き下げ

た状態としておりますが、経済指標などから確認できる市場環境の変化と企業の業績動向や中期的な成長戦略の変化を精査し、高成

長期待銘柄への再投資のタイミングを検討してまいります。

先月の投資環境

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明

（2022年8月5日現在）
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（出所）Bloombergの情報を基に野村アセットマネジメントが作成。

（注) 当資料はファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆する

ものではありません。

組入上位10銘柄の解説

(月次改訂)

2022年8月

2022年7月29日現在

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

マンスリーレポート
追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明

1
INTUIT INC
インテュイット

会計・税務関連クラウドサービスを提供する米国のソフトウェア企業。特に会計管理ソフトウェアでは、
その機能性やコストパフォーマンスが評価され、主に中小企業や個人事業主向けにおいてシェアを獲
得している。中小企業におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の浸透を背景とした同社ソフト
ウェアのシェア拡大に加えて、新しい機能性の追加や海外展開が進むことで、更なる成長が期待され
る。

2
MICROSOFT CORP
マイクロソフト

「Windows」や「Office」などを開発・販売する米ソフトウェアメーカー。パソコン市場の低迷などによる業
績低迷期を乗り越え、クラウドコンピューティング事業の高成長、徹底した費用管理などによる事業構
造の改革で再び業績成長を遂げている。

3
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
ブリストル マイヤーズ スクイブ

癌治療薬や血液疾患治療薬などに強みも持つ米国の大手製薬会社。既存薬からのキャッシュフロー
（現金収支）を積極的に研究開発に投資することで、幅広い分野で有望な新薬パイプラインを構築。
また、これまでの買収/提携により遺伝子治療で注目されるCRISPR技術（代表的なゲノム編集技術）も
保有するなど中長期的な成長が期待できる。

4
CME GROUP INC
CMEグループ

世界最大のデリバティブ（派生商品）取引運営会社。CME（シカゴ・マーカンタイル取引所）、CBOT
（シカゴ商品取引所）、NYMEX（ニューヨーク・マーカンタイル取引所）、COMEX（ニューヨーク商品取
引所）の4つの主要取引所で世界を代表する金利や株価指数、外国為替、コモディティなど幅広い資
産を網羅。24時間取引可能なことや豊富な商品ラインナップを背景に、グローバル化の進展やリスク
ヘッジ需要の高まりに応じた業績拡大が期待される。

5
AMAZON.COM INC
アマゾン・ドット・コム

インターネット販売の世界最大手。主力のEC(電子商取引）事業では、積極的な物流投資による配送
スピードの向上やプライムサービスによる優良顧客囲い込み戦略が堅調な業績成長を支えており、海
外市場への投資も積極的に行なっている。また、クラウドコンピューティング事業であるアマゾン・ウェ
ブ・サービス（AWS)が急成長しており、収益源の多様化も順調に進捗している。

6
SERVICENOW INC
サービスナウ

米国のソフトウェア企業。企業内のIT部門や、人事、法務、顧客管理などの業務ワークフローをデジタ
ル化により効率化するプラットフォームを提供する。大企業においてもクラウドサービスの採用が進む
中で、企業のDXを推進する同社のプラットフォームの利用拡大が期待されている。

7
UNITEDHEALTH GROUP INC
ユナイテッドヘルス・グループ

米国の大手医療保険会社。医療保険の他に薬剤給付管理システムやITを活用した医療データ分析
などのサービスを提供している。米国に加え、ブラジルやチリなどの海外市場にも進出し、高齢化の進
展や医療費の上昇といった構造的な問題に対して、同社の提供するサービスがその解決策として注
目されており、今後も安定的な成長が期待される。

8
ADOBE INC
アドビ

米国の大手ソフトウェアメーカー。AcrobatやPhotoshopなど、電子文書やデジタル画像の編集を可能
にする製品が主力だが、近年クラウドを活用した企業向けマーケティング支援製品の売上が拡大して
おり、同社の中長期的な成長が期待される。

9
MASTERCARD INC
マスターカード

米国の大手クレジットカード会社。クレジットカード及びデビットカードのMastercard®、Maestro®、グ
ローバルATMネットワークのCirrus®のブランドを展開し、グローバルに決済ソリューションを提供する。
新興国を中心とした消費の拡大と世界的な非現金取引の拡大を背景とした成長が続いている。

10
COTERRA ENERGY INC
コテラ・エナジー

天然ガスや石油の探査、開発、生産をする米国の独立系エネルギー会社。天然ガスが生産量の大半
を占める。低い生産コストを背景に豊富なキャッシュフローを生み出し、生産量の中長期的な拡大に向
けた投資および積極的な株主還元策の両立が期待される。

銘柄 組入銘柄解説
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ファンドの特色

(月次改訂)

2022年7月29日

マンスリーレポート

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明

決算期末の前営業日の基準価額 分配金額（1万口あたり、課税前）

11,000 円未満
配当等収益等の水準及び

基準価額水準等を勘案して決定します。

11,000 円以上12,000 円未満 200 円

12,000 円以上13,000 円未満 300 円

13,000 円以上14,000 円未満 400 円

14,000 円以上 500 円

(注) 決算期末の前営業日の基準価額に応じて、下記の金額の分配を行なうことを目指します。  ・基準価額に応じて、分配金額は変動します。

   基準価額が左記表に記載された基準価額の水準に⼀度でも到達すれば、

   その水準に応じた分配を継続するというものではありません。

 ・分配金を支払うことにより基準価額は下落します。このため、基準価額に影響を

   与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。また、あらかじめ

   一定の分配金額を保証するものではありません。

 ・決算期末にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で

   左記表とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。

 ・左記表に記載された基準価額および分配金額は、将来の運用の成果を保証

   または示唆するものではありません。

● 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

● 新興国を含む世界各国の株式（DR（預託証書）※1を含みます。）を実質的な主要投資対象※2とします。

※1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに

預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

※2 「実質的な主要投資対象」とは、「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

・償還金額等が企業の株式の株価に連動する効果を有するリンク債、金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）

されている株価指数連動型上場投資信託証券（ETF）ならびに不動産投資信託証券（REIT）および企業の株式の株価に係る

オプションを表示する証券または証書も含まれます。

● 銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマ※を複数選定し、関連する銘柄群を中心に

利益成長に着目した銘柄選択を行ないます。

※ 「新たな価値の創造」、「新興国へのトレンドの広まり」、「社会構造の変化」の観点から成長テーマの選定を行なうことを基本とします。

◆成長テーマは随時見直しを行ない、それに伴い組入銘柄の変更を行ないます。

● 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。

● 「Aコース」「Cコース」は原則として為替ヘッジを行ない、「Bコース」「Dコース」は原則として為替ヘッジを行ないません。

・「Aコース」「Cコース」は、原則として為替ヘッジ（先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。）により為替変動リスクの低減を図る

ことを基本とします。ただし、代替ヘッジによっても為替変動リスクの低減の効果が小さいあるいは得られないと判断した通貨に

ついては、為替ヘッジを行なわない場合があります。

● ファンドは「グローバル・マルチテーマ マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

● 「Aコース」「Bコース」間および 「Cコース」「Dコース」間でスイッチングができます。

● 分配の方針

♦Aコース、Bコース

原則、毎年11月14日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

分配金額は、分配対象額の範囲内で、原則として基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

♦Cコース、Dコース

原則、毎月14日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

分配金額は、分配対象額の範囲内で、原則として配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託会社が

決定します。 なお、決算期末の前営業日の基準価額（1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません。）

が11,000 円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、別に定める金額の分配（注）を行なうことを目指します。

＊ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の｢分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断に

より分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】
●信託期間 2030年11月14日まで ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.3％（税抜3.0％）以内で販売会社が

【Aコース（為替ヘッジあり）】2017年6月2日設定 独自に定める率を乗じて得た額
【Bコース（為替ヘッジなし）】2015年11月27日設定 ＜スイッチング時＞
【Cコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型】 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額
【Dコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型】 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。
                                           2020年1月31日設定 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.705％（税抜年1.55％）の

●決算日および 「Aコース」「Bコース」 率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じて
　 収益分配      年1回の決算時（原則、11月14日。休業日の場合は かかります。

     翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託
「Cコース」「Dコース」 手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査
     年12回の毎決算時（原則、毎月14日（休業日の場合は 法人等に支払うファンドの監査に係る費用、ファンドに
     翌営業日））に、分配の方針に基づき分配します。 関する租税等がお客様の保有期間中、その都度かか

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 ります。
●ご購入単位 1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円） ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、

または1万円以上1円単位 事前に料率・上限額等を示すことができません。

（ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が ◆信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、 （ご換金時、スイッチングを

ご購入後にご購入コースの変更はできません。） 含む）
※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に

●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を 応じて異なりますので、表示することができません。

差し引いた価額 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

●スイッチング 「Aコース」「Bコース」間および「Cコース」「Dコース」間で

スイッチングが可能です。
※販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない

場合があります。

●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、下記の

いずれかの休場日に該当する場合には、原則、ご購入、

ご換金、スイッチングの各お申込みができません。

・ロンドン証券取引所　 　・ニューヨーク証券取引所

●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時

（スイッチングを含む）および償還時の譲渡益に対して課税され

ます。ただし、少額投資非課税制度などを利用した場合には

課税されません。なお、税法が改正された場合などには、

内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い

合わせください。

(月次改訂)

2022年7月29日

マンスリーレポート

＜委託会社＞ 野村アセットマネジメント株式会社

［ファンドの運用の指図を行なう者］

＜受託会社＞ 野村信託銀行株式会社

［ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社
☆サポートダイヤル☆ 0120-753104（フリーダイヤル）

＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時

☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/

投資リスク

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませ

ん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

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。

各ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社
の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投
資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が
生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

追加型投信／内外／株式

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

【ご留意事項】
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明
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ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファン

ドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありま

せん。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあ

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。

分配金に関する留意点

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

(月次改訂)

2022年7月29日

マンスリーレポート
追加型投信／内外／株式

野村未来トレンド発見ファンド
愛称：先見の明
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村未来トレンド発見ファンド （愛称：先見の明）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

PayPay銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第11号 ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○

株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2号 ○ ○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号 ○ ○

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

株式会社琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長(登金)第12号 ○

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号 ○

朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号 ○

auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191号 ○

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社CONNECT 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3186号 ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○ ○

丸近證券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第35号 ○
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以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡

お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村未来トレンド発見ファンド （愛称：先見の明）

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社肥後銀行
(委託金融商品取引業者 九州ＦＧ証券株式会社)

登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○

株式会社鹿児島銀行
(委託金融商品取引業者 九州ＦＧ証券株式会社)

登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○
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