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基準価額・純資産総額 (2021年11月26日現在)

グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド
(年1回決算型・為替ヘッジあり)／(年1回決算型・為替ヘッジなし)／(年2回決算型・為替ヘッジ
あり)／(年2回決算型・為替ヘッジなし)

ポートフォリオの概要について

当ファンドが着目するデジタルヘルスケア企業と４つの成長分野

■ 年1回決算型・為替ヘッジあり
基準価額 9,843円

純資産総額 67百万円

基準価額 9,895円

純資産総額 1,491百万円

平素は格別のご高配をたまわり、厚く御礼申し上げます。
「グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)／(年1回決
算型・為替ヘッジなし)／(年2回決算型・為替ヘッジあり)／(年2回決算型・為替ヘッジな
し)」は、2021年11月19日に設定・運用を開始いたしました。

当レポートでは、ポートフォリオの概要についてご報告いたします。

上記の当ファンドが着目する4つの成長分野は、今後変更となる場合があります。

■ 年1回決算型・為替ヘッジなし

■ 年2回決算型・為替ヘッジあり
基準価額 9,843円

純資産総額 87百万円

基準価額 9,894円

純資産総額 2,402百万円

■ 年2回決算型・為替ヘッジなし

＜当ファンドにおけるデジタルヘルスケア企業とは＞
優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、
健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待される企業をさします。

A：ヘルスビッグデータ B：高度診断

D：健康寿命の延伸C：標的療法

＜着目する4つの成長分野＞
デジタルヘルスケアは、特に以下の4つの分野で従来のヘルスケア産業に大きな変革
をもたらし、社会課題の解決に貢献していくと見込まれています。これらの4分野は、
これからのヘルスケア産業を支え、リードしうる長期的・持続的な成長分野である
と考えられます。

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。基準価額は信託報酬控除後、1万口当りの値です。
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■ 時価総額規模別組入比率

■ 成長分野別組入比率 ■ サブセクター別組入比率

■ 国・地域別組入比率 ■ 通貨別組入比率

500億米ドル超 39.3％
100～500億米ドル以下 25.0％
20～100億米ドル以下 25.0％
20億米ドル以下 6.9％
短期金融資産等 3.8％

出所)ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーのデータをもとにニッセイアセットマネジメント作成
※上記の各種組入比率はマザーファンドの資産の内、外貨建て資産部分における組入比率。成長分野、国・地域はラザード・アセッ
ト・マネージメント・エルエルシーの分類によるものです。サブセクターはGICS分類(産業)によるものです。なお、GICSに関する知
的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。以下同じです。
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マザーファンドの状況 (2021年11月24日現在)※

初回の月次レポートは
2022年1月発行(2021年12月末基準)
となります。

ヘルスケア・プロバイダー/
ヘルスケア・サービス

8.5％

ライフサイエンス・
ツール/サービス

30.4％
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銘柄 国・地域 成長分野 比率 銘柄解説

1
サーモフィッシャー
サイエンティフィッ
ク

米国 高度診断 7.8％

世界約50ヵ国の拠点と従業員約90,000人
を抱え、世界中の医薬・バイオ関連企業、
病院、研究機関や臨床検査センターなどに
科学機器などの製品やサービスを提供して
います。

2 IQVIAホールディン
グス 米国

ヘルス
ビッグ
データ

6.2％
バイオ医薬品会社、ライフサイエンス企業、
製薬会社、保険会社や医療機関等に対して、
医療情報の収集・分析に関するプラット
フォームを提供しています。

3 キャタレント 米国 標的療法 5.8％

約2,500名の科学者・技術者を抱え、医薬
品・バイオ医薬品やヘルスケア関連製品の
ファウンドリー(開発・製造業務の受託)を
中心とした事業をグローバルに展開してい
ます。

4 ロシュ・ホールディ
ング スイス 標的療法 5.7％

世界最大級のバイオテクノロジー企業で、
現在では腫瘍学、免疫学、神経科学や血液
学などの分野で個別化した医療ニーズに対
応した新たな治療法の開発を進めています。

5 メルク ドイツ 標的療法 3.9％
世界中の人々の豊かな暮らしを創造するた
めにサイエンスとテクノロジーへのあくな
き探究から生まれる革新的なヘルスケア製
品・サービスを提供しています。

6
ラボラトリー・コー
プ・オブ・アメリカ
ホールディングス

米国 高度診断 3.8％
主に全米で臨床検査・診断テストサービス
と、バイオ医薬品等の開発支援サービスを
展開しています。

7
インスパイア・メ
ディカル・システム
ズ

米国 健康寿命の
延伸 3.5％

世界的な慢性疾患である睡眠時無呼吸症候
群を治療するための小型デジタル医療機器
の研究開発および製造・販売を行っていま
す。

8 デクスコム 米国 健康寿命の
延伸 3.4％

糖尿病患者向けの血糖値を自動的に測定で
きる小型ウェアラブル機器の開発と製造を
行うデジタル医療機器メーカーです。

9 CRISPRセラピュー
ティクス スイス 標的療法 3.4％

2012年に発表されて2020年には主要開発
者にノーベル化学賞が授与された「CRISPR-
Cas9」という遺伝子編集技術を応用し、難
病や希少性疾患の治療法の開発を行ってい
ます。

10 アビオメッド 米国 健康寿命の
延伸 3.3％

世界初の完全埋め込み型全置換型人工心臓
を開発したデジタル医療機器メーカーで、
生体データをAIでアルゴリズム解析する
サービスの展開を進めています。

■ 組入上位10銘柄 (銘柄数：33)

組入比率はマザーファンドの資産の内、外貨建て資産部分における組入比率
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株式投資リスク 株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。

為替変動リスク

〈為替ヘッジあり〉
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図
ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変
動の影響を受ける場合があります。なお、一部の外貨建資産の通貨に対しては、先進主要
国通貨等の他通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があります。その際、通貨間の値動きが
異なる場合には十分な為替ヘッジ効果が得られないことがあります。また、円の金利が為
替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあ
ります。
〈為替ヘッジなし〉
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響
を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影
響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は
先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減
少したり、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。

流動性リスク 市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で
取引が行えず、損失を被る可能性があります。

 ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)
に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。

 ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資
者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。

主な変動要因

基準価額の変動要因

※ご購入に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

• 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。

① 日本を含む世界各国の株式のなかから、主にデジタルヘルスケア企業の株式に投資を行います。
② 株式運用で定評のあるラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが、徹底した調査・分析に基

づき投資銘柄を厳選します。
③ 「為替ヘッジの有無」と「決算頻度・分配方針」が異なる4つのファンドから選択いただけます。

(年1回決算型・為替ヘッジあり)／(年1回決算型・為替ヘッジなし)／
(年2回決算型・為替ヘッジあり)／(年2回決算型・為替ヘッジなし)

＜為替ヘッジの有無＞
為替ヘッジあり：組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含

みます)を行い為替変動リスクの低減を図ります。
為替ヘッジなし：組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直

接的に受けます。
＜決算頻度・分配方針＞
年1回決算型：年1回決算を行います。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。

 毎年11月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
年2回決算型：年2回決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。

 毎年5・11月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
• 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断に

より、分配を行わないことがあります。
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将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

投資リスク

ファンドの特色
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投資者が直接的に負担する費用

購入時 購入時手数料
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める
率をかけた額とします。
料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金時 信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

毎日

運用管理費用
(信託報酬)

ファンドの純資産総額に年率1.8975%(税抜1.725%)をかけた額とし、ファンドからご負担いた
だきます。

監査費用 ファンドの純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)をかけた額を上限とし、ファンドからご負担
いただきます。

随時 その他の費用・
手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担
いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載す
ることはできません。

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。！
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。！

ファンドの費用

※ 販売会社は今後変更となる場合があります。また、販売会社によっては、新規のお申込みを停止している場合もあります。
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問合せください。

取 扱 販 売 会 社 名 登 録 番 号 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
金融商品
取引業者

登録金融
機関

丸三証券株式会社 ○ 関東財務局長(金商)第167号 ○

取扱販売会社一覧
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委託会社【ファンドの運用の指図を行います】 ファンドに関するお問合せ先
ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369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

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター：0120-762-506
(9:00～17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ： https://www.nam.co.jp/

受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】
三菱UFJ信託銀行株式会社

 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとな
ります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。

 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交
付目論見書)、契約締結前交付書面等(目論見書補完書面を含む)の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。

 投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融
機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。

 当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっ
ては方針通りの運用ができない場合があります。

 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
 分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財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。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。受益者のファンドの購入価額によっては、
支払われる分配金の一部または全部が実質的に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。

 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者
に帰属します。

 資料中の画像等はイメージをお伝えするものです。

ご留意いただきたい事項


