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 交付運用報告書 追加型投信／内外／不動産投信 作成対象期間（2019年12月17日～2020年６月15日）
 
（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース） 
第120期（決算日：2020年１月15日）第122期（決算日：2020年３月16日）第124期（決算日：2020年５月15日）
第121期（決算日：2020年２月17日）第123期（決算日：2020年４月15日）第125期（決算日：2020年６月15日）
 
（中国元コース、ロシアルーブルコース） 
第117期（決算日：2020年１月15日）第119期（決算日：2020年３月16日）第121期（決算日：2020年５月15日）
第118期（決算日：2020年２月17日）第120期（決算日：2020年４月15日）第122期（決算日：2020年６月15日）
 

第125期末（2020年６月15日）

 円コース 
（毎月分配型） 

米ドルコース 
（毎月分配型）

豪ドルコース 
（毎月分配型）

ブラジルレアルコース 
（毎月分配型） 

南アフリカランドコース
（毎月分配型）

基 準 価 額 7,525円 7,563円 5,851円 2,140円 3,011円
純 資 産 総 額 673百万円 5,746百万円 797百万円 4,389百万円 91百万円

第120期～第125期（2019年12月17日～2020年６月15日）
騰 落 率 △17.0％ △17.7％ △20.2％ △32.8％ △29.2％
分 配 金 合 計 180円 420円 240円 150円 300円
 

第122期末（2020年６月15日） 

 中国元コース 
（毎月分配型） 

ロシアルーブルコース
（毎月分配型）

基 準 価 額 11,195円 4,084円
純 資 産 総 額 53百万円 360百万円
第117期～第122期（2019年12月17日～2020年６月15日）

騰 落 率 △17.4％ △25.6％
分 配 金 合 計 600円 240円
 
（注）騰落率は収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。  
■受益者のみなさまへ 
 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（通貨選択型）（毎月分配型）」は、2020年６月15日に
円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコースは第125
期、中国元コース、ロシアルーブルコースは第122期の決算を行いました。各ファンドは、主として
日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投
資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。当
作成期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。 
 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 
 
 円コース（毎月分配型）／米ドルコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型） 
 ／ブラジルレアルコース（毎月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型） 

 ／中国元コース（毎月分配型）／ロシアルーブルコース（毎月分配型）

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体
版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する
旨を定めております。右記＜お問い合わせ先＞ホーム
ページの「トップページ」→「投資信託」→「運用報告
書一覧」のページにおいて運用報告書（全体版）を閲覧
及びダウンロードすることができます。 

 
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求によ
り交付されます。交付をご請求される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 
 
＜お問い合わせ先＞ 
電話番号：03-5156-5108 
受付時間：営業日の午前９時～午後５時 
 https://funds.dws.com/jp/ 

 
＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。
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運用経過

 
【円コース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第120期首：9,270円 
第125期末：7,525円（既払分配金180円） 
騰落率：△17.0％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第120期～第125期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 50円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は8,396円です。 

（投 信 会 社） （25） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （23） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 1） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 2  0.029 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 0） （0.001） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 2） （0.028） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 52  0.620  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.73％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.73 

①当ファンドの費用の比率 1.24 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型） 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 10,891 10,702 9,505 8,666 9,200 7,525
期間分配金合計（税込み） （円） － 1,200 1,200 730 360 360
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 10.0 0.2 △1.0 10.6 △14.7
純資産総額 （百万円） 1,484 1,136 1,751 1,052 783 673

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（円）及びド
イチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る適切
なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
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運用経過

 
【米ドルコース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第120期首：9,672円 
第125期末：7,563円（既払分配金420円） 
騰落率：△17.7％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。また、金融市場全体に広がったリス
ク回避の流れなどから、米ドルが対円で下落したことも基準価額の下落に影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第120期～第125期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 51円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は8,706円です。 

（投 信 会 社） （26） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （24） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 1） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 2  0.028 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 0） （0.000） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 2） （0.028） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 53  0.619  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.73％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.73 

①当ファンドの費用の比率 1.24 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 17,466 13,668 11,310 9,387 9,628 7,563
期間分配金合計（税込み） （円） － 3,000 3,000 2,020 840 840
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △5.0 5.4 1.4 12.0 △13.7
純資産総額 （百万円） 4,628 7,275 10,720 9,271 6,884 5,746

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（米ドル）及
びドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る
適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）
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運用経過

 
【豪ドルコース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第120期首：7,629円 
第125期末：5,851円（既払分配金240円） 
騰落率：△20.2％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。また、金融市場全体に広がったリス
ク回避の流れや豪州準備銀行による緊急の金融緩和策などを受けて、豪ドルが対円で下落したことも基
準価額の下落に影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第120期～第125期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 39円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は6,519円です。 

（投 信 会 社） （20） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （18） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 1） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 2  0.034 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 0） （0.001） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 2） （0.033） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 41  0.625  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.74％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.74 

①当ファンドの費用の比率 1.25 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型） 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 11,898 9,114 8,548 7,983 7,569 5,851
期間分配金合計（税込み） （円） － 1,800 1,200 740 480 480
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △8.4 7.4 2.1 0.9 △17.0
純資産総額 （百万円） 3,950 2,973 2,344 1,622 1,209 797

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（豪ドル）及
びドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る
適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
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運用経過

 
【ブラジルレアルコース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第120期首：3,395円 
第125期末：2,140円（既払分配金150円） 
騰落率：△32.8％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。また、金融市場全体に広がったリス
ク回避の流れや国内における新型コロナウイルスの感染急拡大、中銀による大幅利下げなどを受けて、
ブラジルレアルが対円で大幅に下落したことも基準価額の下落に影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第120期～第125期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 16円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は2,696円です。 

（投 信 会 社） （ 8） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （ 7） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 0） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 1  0.037 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 0） （0.000） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 1） （0.037） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 17  0.628  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.74％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.74 

①当ファンドの費用の比率 1.25 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 6,207 4,364 4,319 3,508 3,559 2,140
期間分配金合計（税込み） （円） － 1,440 840 635 300 300
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △4.6 19.1 △5.2 10.6 △33.1
純資産総額 （百万円） 35,281 23,726 20,887 12,297 9,082 4,389

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（ブラジルレ
アル）及びドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益
率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
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運用経過

 
【南アフリカランドコース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第120期首：4,649円 
第125期末：3,011円（既払分配金300円） 
騰落率：△29.2％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。また、金融市場全体に広がったリス
ク回避の流れや財政悪化懸念、米格付け会社による格下げなどを受けて、南アフリカランドが対円で大
幅に下落したことも基準価額の下落に影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第120期～第125期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 23円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は3,823円です。 

（投 信 会 社） （12） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （10） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 1） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 2  0.055 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 0） （0.006） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 2） （0.049） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 25  0.646  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.78％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.78 

①当ファンドの費用の比率 1.29 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型） 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 7,245 4,818 5,500 4,946 4,524 3,011
期間分配金合計（税込み） （円） － 1,200 720 710 600 600
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △17.5 31.1 3.1 4.0 △22.4
純資産総額 （百万円） 383 187 169 92 118 91

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（南アフリカ
ランド）及びドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収
益率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
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運用経過

 
【中国元コース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第117期首：14,234円 
第122期末：11,195円（既払分配金600円） 
騰落率：△17.4％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。また、金融市場全体に広がったリス
ク回避の流れなどから、中国元が対円で下落したことも基準価額の下落に影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第117期～第122期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 76円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は12,915円です。 

（投 信 会 社） （39） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （35） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 2） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 8  0.066 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 2） （0.017） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 6） （0.049） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 84  0.657  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.80％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.80 

①当ファンドの費用の比率 1.31 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型） 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 18,671 15,826 14,820 14,781 14,255 11,195
期間分配金合計（税込み） （円） － 1,800 1,800 1,350 1,200 1,200
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △5.8 5.5 9.3 4.9 △14.0
純資産総額 （百万円） 114 83 72 74 74 53

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（中国元）及
びドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益率を測る
適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
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運用経過

 
【ロシアルーブルコース（毎月分配型）】 
■基準価額等の推移について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第117期首：5,795円 
第122期末：4,084円（既払分配金240円） 
騰落率：△25.6％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

■基準価額の主な変動要因 
 
 当ファンドは、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
す。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極
的な運用を行いました。作成期中、世界の不動産投信（ＲＥＩＴ）市場でＲＥＩＴ証券価格は大きく下
落しました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、
グローバル景気の減速が強く意識されたことなどが影響しました。また、金融市場全体に広がったリス
ク回避の流れや原油価格の急落などを受けて、ロシアルーブルが対円で下落したことも基準価額の下落
に影響しました。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型） 
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■１万口当たりの費用明細 
 

項     目 
第117期～第122期

2019年12月17日～2020年６月15日 項 目 の 概 要 
金  額 比  率

(a) 信 託 報 酬 29円 0.591％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 ※期中の平均基準価額は4,843円です。 

（投 信 会 社） （15） （0.301） 委託した資金の運用等の対価 
（販 売 会 社） （13） （0.273） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド

の管理等の対価 
（受 託 会 社） （ 1） （0.016） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 
(b) そ の 他 費 用 2  0.041 (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 
（保 管 費 用） （ 0） （0.002） 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資

産の移転等に要する費用 
（監査費用・印刷費用等） （ 2） （0.039） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や目論見書や運用報告書

の作成に係る費用等 
合     計 31  0.632  

（注）期中において発生した費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出
した結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含
みます。 

（注）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
（注）監査費用・印刷費用等にはマイナス金利に係る費用等を含みます。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
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（参考情報） 
 
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
 当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び
有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.75％です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （単位：％）

経費率(①＋②) 1.75 

①当ファンドの費用の比率 1.26 

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.49 

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型） 
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■最近５年間の基準価額等の推移について （2015年６月15日～2020年６月15日） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の本質的なパフォー

マンスを示すものです。ただし、上記対象期間中の分配金が０円のファンドにつきましては基準価額と重なって表示されております。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

す。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 
 2015年６月15日 2016年６月15日 2017年６月15日 2018年６月15日 2019年６月17日 2020年６月15日
基準価額 （円） 7,686 5,616 6,375 5,359 5,469 4,084
期間分配金合計（税込み） （円） － 960 840 810 480 480
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △14.0 30.6 △3.4 11.9 △17.7
純資産総額 （百万円） 995 681 1,307 650 461 360

 
●当ファンドは、ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド（ロシアルー
ブル）及びドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。ファンドの収益
率を測る適切なインデックスが存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を設けておりません。 

 

 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）



 

 

 

 

 

品    名：aw873_交付_02_ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信(毎月)（共通部分）.doc 

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user 

プリント日時：2020/07/15 15:36:00 

 

29 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型） 

■投資環境について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
（当作成期の世界ＲＥＩＴ市場） 
 当作成期のグローバルＲＥＩＴ市場において、ＲＥＩＴ証券価格は大きく下落しました。新型コロナ
ウイルスの感染拡大に伴い各地で移動制限や都市封鎖等の措置が取られるなか、グローバル景気の減速
が強く意識されたことなどが影響しました。地域別では、パフォーマンスに目立って大きな差がありま
せんでしたが、セクター別では、人の移動制限や渡航禁止、都市封鎖といった措置が直接的な影響をも
たらす小売やホテルセクターの下落が目立ちました。一方で、ＩＴインフラに関連するデータセンター
やディフェンシブな個人向け倉庫セクター、Ｅ－コマース拡大の恩恵を受ける物流セクターについては
上昇、もしくは限定的な下落幅となりました。 
 
（当作成期の為替市場） 
 為替市場では、新型コロナウイルスの感染拡大等を受けたリスク回避の流れから、主要通貨全般に対
して円高が進みました。中でも、中銀による大幅な利下げなどが影響したブラジルレアルや南アフリカ
ランド、原油価格の急落が嫌気されたロシアルーブルの下落が目立ちました。 
 
■当該投資信託のポートフォリオについて （2019年12月17日～2020年６月15日） 
【円コース】／【米ドルコース】／【豪ドルコース】／【ブラジルレアルコース】／ 
【南アフリカランドコース】／【中国元コース】／【ロシアルーブルコース】 
 各ファンドでは、当初の運用方針通り、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これ
に準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的
な成長を目指して積極的な運用を行いました。 
 
（ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド） 
 質が高い資産やビジネスモデル、経営陣を有し、需給環境が良好な領域で事業を展開する銘柄を中心
にポートフォリオを構築しました。 
 
（ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド） 
 当初の運用方針通り、主に円建の公社債及び短期有価証券等への投資を行い、安定した収益と流動性
の確保を図ることを目的として運用を行いました。具体的には、短期金融資産を中心に運用を行いまし
た。 
 
■ベンチマークとの差異について （2019年12月17日～2020年６月15日） 
 各ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数がないため、本項目は記載しておりません。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型）

■分配金について 
【円コース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも30円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第120期 第121期 第122期 第123期 第124期 第125期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円
（対基準価額比率） 0.316％ 0.304％ 0.394％ 0.405％ 0.434％ 0.397％

 当期の収益 23  30 15 17 17  24 
 当期の収益以外 6  － 14 12 12  5 
翌期繰越分配対象額 2,811  2,870 2,859 2,846 2,834  2,828 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 

 
【米ドルコース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも70円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第120期 第121期 第122期 第123期 第124期 第125期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 70円 70円 70円 70円 70円 70円
（対基準価額比率） 0.701％ 0.678％ 0.916％ 0.919％ 0.992％ 0.917％

 当期の収益 70  70 22 27 23  30 
 当期の収益以外 －  － 47 42 46  39 
翌期繰越分配対象額 4,124  4,463 4,417 4,375 4,329  4,291 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型） 

【豪ドルコース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも40円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第120期 第121期 第122期 第123期 第124期 第125期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 40円 40円 40円 40円 40円 40円
（対基準価額比率） 0.508％ 0.503％ 0.732％ 0.734％ 0.781％ 0.679％

 当期の収益 30  29 24 27 26  31 
 当期の収益以外 9  10 15 12 13  8 
翌期繰越分配対象額 5,653  5,643 5,628 5,616 5,602  5,594 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 

 
【ブラジルレアルコース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも25円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第120期 第121期 第122期 第123期 第124期 第125期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 25円 25円 25円 25円 25円 25円
（対基準価額比率） 0.718％ 0.725％ 1.101％ 1.197％ 1.472％ 1.155％

 当期の収益 22  19 20 21 21  23 
 当期の収益以外 2  5 4 3 3  1 
翌期繰越分配対象額 1,703  1,698 1,693 1,690 1,686  1,685 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型）

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも50円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第120期 第121期 第122期 第123期 第124期 第125期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 50円 50円 50円 50円 50円 50円
（対基準価額比率） 1.031％ 1.028％ 1.539％ 1.711％ 1.888％ 1.633％

 当期の収益 43  40 40 42 42  44 
 当期の収益以外 6  9 9 7 7  5 
翌期繰越分配対象額 1,740  1,731 1,722 1,714 1,707  1,701 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 

 
【中国元コース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも100円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第117期 第118期 第119期 第120期 第121期 第122期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 100円 100円 100円 100円 100円 100円
（対基準価額比率） 0.666％ 0.648％ 0.872％ 0.884％ 0.960％ 0.885％

 当期の収益 100  100 24 29 29  39 
 当期の収益以外 －  － 75 70 70  60 
翌期繰越分配対象額 6,021  6,458 6,384 6,313 6,242  6,182 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 
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【ロシアルーブルコース（毎月分配型）】 
 基準価額水準等を勘案して、各期とも40円（税引前）といたしました。なお、留保された収益金に
つきましては、当ファンドの運用の基本方針に基づき運用させていただきます。 
 
 【分配原資の内訳】 

（１万口当たり・税引前） 
 

 
第117期 第118期 第119期 第120期 第121期 第122期 

2019年12月17日～ 
2020年１月15日 

2020年１月16日～
2020年２月17日

2020年２月18日～
2020年３月16日

2020年３月17日～
2020年４月15日

2020年４月16日～ 
2020年５月15日 

2020年５月16日～
2020年６月15日

当期分配金 40円 40円 40円 40円 40円 40円
（対基準価額比率） 0.651％ 0.649％ 1.035％ 1.029％ 1.111％ 0.970％

 当期の収益 38  34 33 36 35  38 
 当期の収益以外 1  5 6 3 4  1 
翌期繰越分配対象額 4,018  4,013 4,006 4,003 3,998  3,997 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金（税引前）と一致しない場合があります。 

  
今後の運用方針

 
【円コース】／【米ドルコース】／【豪ドルコース】／【ブラジルレアルコース】／ 
【南アフリカランドコース】／【中国元コース】／【ロシアルーブルコース】 
 各ファンドでは、引き続き当初の運用方針通り、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上
場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の
中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 
 
（ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド） 
 足元では新型コロナウイルスの感染拡大に市場の注目が集まっており、今後も注視していく必要があ
ります。それに対する、各国の景気刺激策は大規模かつ迅速でした。そのため、財政および金融政策と、
経済活動の再開は投資家心理の改善に寄与すると見られ、短期的にはリスク資産全体にとって良好な環
境になると考えられます。 
 中長期的に見ると、不動産の中でも一部のセクター、具体的にはデータセンターや通信タワーについ
ては、新型コロナウイルスの影響を受けることなく良好なパフォーマンスをあげることができると考え
ている一方で、これまでも構造的な要因で苦しんでいた郊外型ショッピングモールや小売セクターは、
新型コロナウイルスをきっかけに更に悪化スピードが加速すると見込んでいます。また、伝統的な住宅
セクターや高度看護施設については、短期的にはキャッシュフローが悪化する見込みですが、早期回復
が期待されます。上記のようなセクターと、物流やデータセンター、工業化住宅、戸建て住宅のような、
今回の下落局面の中でも力強い成長を続けたセクターのバランスを取った運用をしていく方針です。 
 中長期的に、不動産証券のパフォーマンスには、バリュエーションと、実物資産のファンダメンタル
ズが最も重要になると考えられます。セクターレベルの動きが、その地域の不動産証券のパフォーマン
スに影響を与える中で、今後は銘柄選択がパフォーマンスの要になると考えています。高品質な資産と、
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持続可能なビジネスモデルに着目してＲＥＩＴへの投資を行うことにより、良好なリスク調整後リター
ンを得られると考えています。 
 
 米国市場は、経済活動が再開し始めていることから、投資家心理が改善し、大きく下落していたセク
ターの反発が見られました。引き続き、リテールやホテルセクターでは、キャッシュフローの長期的な
悪化が見込まれます。新型コロナウイルスの発生前の水準にまでキャッシュフローが改善する可能性と、
現状のバリュエーションに着目し、投資機会を探っています。ホテルセクターは、契約期間が短いこと
に加え、国内総生産（ＧＤＰ）成長率との相関が高いこと、渡航制限により利益が大幅に減少していた
ことなどから、厳しい環境でした。しかし、多くの州で渡航制限が緩和されてきているため、早期回復
の可能性があります。モールについては、多くの問題を抱えており、新型コロナウイルスの問題に限っ
ても、人々が人ごみを避ける動きにより、嗜好品を扱うテナントは規模の縮小が見込まれます。売上の
減少により、新型コロナウイルス以前から問題を抱えていた負債比率の高いテナントについては、倒産
の可能性もあります。オフィスセクターは、景気感応度が高いことに加え、新型コロナウイルス感染拡
大に伴う自宅勤務により、中長期的にはより柔軟な働き方に変化していくことで需要の低下につながる
ことから、慎重な見方をしています。ヘルスケアセクターについて、本来はディフェンシブなセクター
であるものの、高齢者の致死率が高いことから、介護施設や高度看護施設において、ファンダメンタル
ズの悪化が見られました。現在の市場は、感染者数の伸びが鈍化していることを考慮すると、悲観的な
シナリオを織り込んでいると考えられます。同様に、ネットリースセクターについては、賃貸期間が長
くディフェンシブな特性を有しているものの、レストランや映画館などのテナントの収益が圧迫されて
います。しかし、賃料の回収率はショッピングセンターと比較すると良好であり、ポジティブな見方を
しています。データセンターについては、在宅勤務の増加等によるクラウド利用の増加により、大規模
データセンター、相互接続データセンターの需要が爆発的に増加し、その恩恵を受けると考えられます。
物流セクターについては、Ｅ－コマースの増加が引き続き追い風になると考えられ、直近の下落局面に
おいても堅調なパフォーマンスを維持しました。 
 
 大陸欧州については、住宅や分散型リートを選好し、リテールへのエクスポージャーを引き下げる等、
慎重な方針を維持します。中長期的には、地域やセクターといった全体の動きではなく、個別銘柄要因
に左右されると考えています。引き続き、供給の限られた市場で事業を展開し、低リスクの開発機会を
利して有機的な成長が見込まれる銘柄を選好します。 
 
 英国のリテールセクターは、資産価値の下落とテナントの倒産により引き続き厳しい環境が予想され
ます。そのため、短期的には、リテールセクターへのエクスポージャーを抑制する方針です。中長期的
には、安定的なキャッシュフローを創出し、配当収入を得られるディフェンシブなセクターを選好しま
す。アジア市場では、新型コロナウイルスの感染拡大により短期的な不透明感が高まっています。香港
では、新型コロナウイルスの影響に加えて、中国による国家安全法の導入に反対するデモが激化してい
ることから、短期的な不透明感が増しています。しかし、バリュエーションが割安であることに加え、
自社株買いや非上場化などの資本政策による上昇余地を考慮して中立的な見方をしています。中心部の
オフィスは、中国本土からの需要が減少していることに加え、新型コロナウイルスの影響やデモの激化
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により環境が悪化しています。一方で、比較的賃料の安い周辺部のオフィスには比較的安い賃料を背景
に堅調な需要が見られ、また日用品を扱う商業施設の売上は安定的に推移するなど、影響度合いは区々
の状況となっています。シンガポールについては、マクロ経済動向は不透明ではあるものの、前回のリ
セッション時と比べて財務状況は健全で、配当に対する魅力度も上がっていることから、足元のバリュ
エーションは魅力的だと考えています。特に、物流やデータセンターに注目しています。また、規制当
局がＲＥＩＴの運営の柔軟性を高める施策を発表したことも、追い風となります。 
 
 全体としては、バリュエーションや成長機会に目を向けた銘柄選択の重要性が高まっていくと考えら
れ、質が高い資産やビジネスモデル、経営陣を有し、需給環境が良好な領域で事業を展開する銘柄を中
心としたポートフォリオを構築する方針です。 
 
（通貨見通し） 
 米ドル円相場は、日銀による金融緩和策の継続等を背景に、中長期的には円安の流れが進むと見てい
ます。一方で短期的には、新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的悪影響や、米中対立の再燃等など
が、円高要因として考えられます。豪ドルについては、新型コロナウイルス感染拡大に伴うリスク回避
的な動きの広がりや、経済活動への悪影響が引き続き注目されます。日銀による緩和策の継続を背景に、
日豪間の金利差が豪ドルを下支える要因と考えています。一方で、豪州準備銀行による追加の利下げ可
能性等は、豪ドルの上値を抑える要因と見ています。ブラジルレアルに関しては、中央銀行の金融政策
や政治改革などの国内情勢が主な変動要因になると思われます。また、新型コロナウイルス感染拡大を
受けたリスク回避の動きや、経済活動への悪影響等が注目材料と考えています。中長期的には、ブラジ
ルの相対的に高い利回りを求める需要等がブラジルレアルの下支えになると見ています。南アフリカラ
ンドは、財政悪化懸念等が重石となる可能性がある一方で、インフレが落ち着いて推移していることや、
相対的な金利水準の高さはプラス材料と考えています。ロシアルーブルについては、ロシアにおける新
型コロナウイルス感染拡大の経済への悪影響が懸念される一方で、インフレ懸念の後退や世界的な低金
利環境下での相対的に高い利回りへの需要がプラス材料になると考えられます。中国元については、コ
ロナ禍からの経済回復をめぐる不透明感のほか、米中の対立が重石になると見ています。一方、当局は
過度の元安を容認しないと見られ、下支えになると考えています。 
 
（ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド） 
 当ファンドでは、引き続き当初の運用方針通り、主に円建の公社債及び短期有価証券等への投資を行
い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。信用力及び流動性の高い
ポートフォリオ運用を行うため、短期金融市場や国債市場の動向を踏まえ組み入れを行う方針です。 
 

お知らせ
 
 該当事項はございません。 
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当ファンドの概要
 
商 品 分 類         追加型投信／内外／不動産投信 

信 託 期 間         

＜円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース＞ 
2009年12月18日から2024年12月10日まで 
＜中国元コース／ロシアルーブルコース＞ 
2010年３月10日から2024年12月10日まで 

運 用 方 針         信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 

主 要 投 資 対 象         

当ファンド 

原則として、ルクセンブルグ籍外国投資信託証券ＤＷＳ 
ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・セキュリ
ティーズ・マスター・ファンド及びドイチェ・円・マ
ネー・マーケット・マザーファンド受益証券に投資を行
うことを基本とします。 

ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・ 
リアル・エステート・セキュリティーズ・
マスター・ファンド 

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準
ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等
を主要投資対象とします。 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・ 
マザーファンド 

主に円建の公社債及び短期有価証券等を主要投資対象と
します。 

運 用 方 法         

 
主として、日本を含む世界各国の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
る不動産投資信託証券等を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行
います。 
＜豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／中国元コース／ロシアルーブル
コース＞では、実質的な保有外貨建資産に対して原則として当該通貨売り、以下の通貨買いの為替取
引を行うルクセンブルグ籍外国投資信託証券ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンドに投資を行います。 
 
豪ドルコース ブラジルレアルコース 南アフリカランドコース 中国元コース ロシアルーブルコース
豪ドル ブラジルレアル 南アフリカランド 中国元 ロシアルーブル

 
また、＜円コース＞では、実質的な保有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う投
資信託証券に投資を行います。＜米ドルコース＞では、原則として実質的に米ドル建資産を保有する
投資信託証券に投資を行います。 
また、各ファンドはドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドにも投資を行います。 

分 配 方 針         

 
決算時（原則として、毎月15日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下
の方針に基づき分配を行います。 
①分配対象額の範囲は、原則として、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益及び売買益
（評価益を含みます。）等の全額とします。 
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。 
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較（2015年６月末～2020年５月末）
 
【円コース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 3.6 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 20.7 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -19.5 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 

 
【米ドルコース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 4.8 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 30.7 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -18.6 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 
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【豪ドルコース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 -0.1 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 19.9 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -31.3 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 

 
【ブラジルレアルコース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 1.7 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 48.7 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -40.0 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型） 

【南アフリカランドコース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 4.4 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 36.8 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -32.9 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 

 
【中国元コース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 5.1 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 34.7 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -21.0 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型）

【ロシアルーブルコース（毎月分配型）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 
 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 

平均値 4.7 5.5 7.1 3.1 1.9 0.9 0.3
最大値 50.1 32.2 34.1 37.2 9.3 14.0 19.3
最小値 -31.4 -22.0 -17.5 -27.4 -4.0 -12.3 -17.4

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 
（注）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。 

 
＊2015年６月～2020年５月の５年間における年間騰落率の平均・最大・最小を、各ファンド及び他の
代表的な資産クラスについて表示したものです。 
 
＊各資産クラスの指数 
日 本 株    ：ＴＯＰＩＸ（配当込み） 
先進国株：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） 
新興国株：ＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース） 
日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 
先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 
新興国債：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ

ル・ダイバーシファイド（円ベース） 
（注）先進国株、新興国株、先進国債及び新興国債の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型） 

各資産クラスの指数について 
 
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産
であり、この指数の算出、数値の公表、利用等株価指数に関するすべての権利は、東証が有していま
す。東証は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止ま
たはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 
 
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス及びＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックスは、ＭＳＣ
Ｉインク（以下「ＭＳＣＩ」といいます。）が算出する指数です。同指数に関する著作権、知的財産
権その他一切の権利はＭＳＣＩに帰属します。また、ＭＳＣＩは同指数の内容を変更する権利及び公
表を停止する権利を有しています。 
 
・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権その他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社はＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩを用いて行わ
れるドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いませ
ん。 
 
・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数
です。同指数に関する著作権、知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 
 
・ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイ
バーシファイドは、JPMorgan Chase & Co.の子会社であるJ.P.Morgan Securities LLC（以下
「J.P.Morgan」といいます。）が算出する債券インデックスであり、その著作権及び知的所有権は同社
に帰属します。J.P.Morganは、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが参照される可能性のある、
または販売奨励の目的でＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
ケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが使用される可能性のあるいか
なる商品についても、出資、保証、または奨励するものではありません。J.P.Morganは、証券投資全
般もしくは本商品そのものへの投資の適否またはＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド及びそのサブインデックスが債券市
場一般のパフォーマンスに連動する能力に関して、何ら明示または黙示に、表明または保証するもの
ではありません。 
 
 



 

 

 

 

 

品    名：aw873_交付_03_ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信(毎月)(各コース).doc 

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user 

プリント日時：2020/07/09 11:40:00 

 

42 

 
ファンドデータ

 
【円コース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第125期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（円）

97.2％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.3％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第120期末 第121期末 第122期末 第123期末 第124期末 第125期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 975,599,834円 988,342,323円 677,608,565円 659,491,375円 608,608,473円 673,694,664円
受 益 権 総 口 数 1,031,157,046口 1,006,131,983口 894,065,752口 894,873,342口 884,173,350口 895,274,369口
１万口当たり基準価額 9,461円 9,823円 7,579円 7,370円 6,883円 7,525円
当作成期中における追加設定元本額は149,113,726円、同解約元本額は202,245,265円です。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
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【米ドルコース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第125期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（米ドル）

97.9％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.3％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第120期末 第121期末 第122期末 第123期末 第124期末 第125期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 7,510,274,752円 8,019,000,094円 5,803,138,953円 5,825,177,059円 5,369,130,939円 5,746,314,057円
受 益 権 総 口 数 7,577,923,812口 7,816,219,030口 7,666,077,661口 7,719,807,750口 7,685,274,793口 7,597,743,367口
１万口当たり基準価額 9,911円 10,259円 7,570円 7,546円 6,986円 7,563円
当作成期中における追加設定元本額は1,519,182,164円、同解約元本額は1,166,719,209円です。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型） 
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【豪ドルコース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第125期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（豪ドル）

98.7％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.3％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第120期末 第121期末 第122期末 第123期末 第124期末 第125期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 1,151,057,763円 1,135,984,530円 761,290,463円 753,269,911円 702,636,787円 797,350,591円
受 益 権 総 口 数 1,470,035,190口 1,436,523,778口 1,402,422,895口 1,391,967,381口 1,383,416,751口 1,362,739,729口
１万口当たり基準価額 7,830円 7,908円 5,428円 5,412円 5,079円 5,851円
当作成期中における追加設定元本額は9,858,093円、同解約元本額は127,807,266円です。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
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【ブラジルレアルコース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第125期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（ブラジルレアル）

98.2％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.3％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第120期末 第121期末 第122期末 第123期末 第124期末 第125期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 7,624,997,634円 7,318,296,029円 4,729,566,871円 4,320,199,291円 3,459,071,641円 4,389,029,714円
受 益 権 総 口 数 22,071,163,933口 21,378,363,864口 21,055,740,779口 20,938,772,064口 20,677,276,759口 20,509,498,039口
１万口当たり基準価額 3,455円 3,423円 2,246円 2,063円 1,673円 2,140円
当作成期中における追加設定元本額は243,898,671円、同解約元本額は2,107,388,500円です。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） 
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【南アフリカランドコース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第125期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（南アフリカランド）

96.3％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.4％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第120期末 第121期末 第122期末 第123期末 第124期末 第125期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 129,803,682円 137,568,122円 91,394,104円 82,637,151円 75,122,064円 91,867,490円
受 益 権 総 口 数 270,553,641口 285,679,580口 285,708,070口 287,718,980口 289,186,016口 305,067,248口
１万口当たり基準価額 4,798円 4,815円 3,199円 2,872円 2,598円 3,011円
当作成期中における追加設定元本額は40,648,421円、同解約元本額は4,977,607円です。 

 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
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【中国元コース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第122期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（中国元）

98.4％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.3％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第117期末 第118期末 第119期末 第120期末 第121期末 第122期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 65,622,363円 67,204,206円 51,495,141円 52,118,436円 49,136,686円 53,739,291円
受 益 権 総 口 数 44,026,597口 43,799,383口 45,288,442口 46,494,575口 47,621,843口 48,004,056口
１万口当たり基準価額 14,905円 15,344円 11,370円 11,210円 10,318円 11,195円
当作成期中における追加設定元本額は4,901,029円、同解約元本額は8,369,130円です。 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型） 
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【ロシアルーブルコース（毎月分配型）】 
■当ファンドの組入資産の内容 
 ◆組入上位ファンド 

項                   目 
第122期末 

2020年６月15日 
ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル・リアル・エステート・
セキュリティーズ・マスター・ファンド（ロシアルーブル）

98.1％ 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド 0.3％ 
（注）組入比率は純資産総額に対する割合です。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 

 
■純資産等 
 

項   目 
第117期末 第118期末 第119期末 第120期末 第121期末 第122期末 

2020年１月15日 2020年２月17日 2020年３月16日 2020年４月15日 2020年５月15日 2020年６月15日
純 資 産 総 額 436,830,572円 437,895,732円 358,012,126円 337,600,635円 312,734,373円 360,130,009円
受 益 権 総 口 数 715,405,018口 714,665,430口 935,773,037口 877,102,650口 878,479,799口 881,700,649口
１万口当たり基準価額 6,106円 6,127円 3,826円 3,849円 3,560円 4,084円
当作成期中における追加設定元本額は242,093,061円、同解約元本額は87,622,958円です。 

 
 

ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型） 

■組入上位ファンドの概要 
 
 ＤＷＳ ＲＲＥＥＦ グローバル･リアル･エステート･セキュリティーズ･マスター･ファンド（2019年１月１日～2019年12月31日）
 
◆基準価額の推移 
 
 【円クラス】  【米ドルクラス】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【豪ドルクラス】  【ブラジルレアルクラス】 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型）

  

  
 
 【南アフリカランドクラス】  【中国元クラス】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【ロシアルーブルクラス】 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型） 

◆上位10銘柄 
 
 銘柄名 国名 通貨名 比率 
1 Prologis. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 4.6％ 
2 Equity Residential アメリカ アメリカ・ドル 2.9％ 
3 Healthpeak Properties. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.6％ 
4 Invitation Homes. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.5％ 
5 Equity Lifestyle Properties. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.5％ 
6 Alexandria Real Estate Equities. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.5％ 
7 Mid-America Apartment Communities. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.4％ 
8 Rexford Industrial Realty. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.3％ 
9 Medical Properties Trust. Inc. アメリカ アメリカ・ドル 2.2％ 
10 Kilroy Realty Corp. アメリカ アメリカ・ドル 2.2％ 

組入銘柄数 94銘柄
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。 
 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 
（注）資産別配分の比率は、純資産総額に対する割合です。 
（注）国別配分、通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。 

 
◆費用の明細 
 項目  
支払利息 △807.33米ドル
委託者報酬 △977,963.19
保管銀行費用 △2,610.29
監査費用、弁護士費用及び印刷費用 △10,683.83
申込税 △17,802.73
その他費用 △212,671.63

合計 △1,222,539.00
（注）上記につきましては、「１万口当たり」でのデータ取得が困難なため、年間総額の表示とさせていただいております。 
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ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（毎月分配型）

  
 

ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド（2018年12月18日～2019年12月16日）
 
◆基準価額の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆上位10銘柄 
 

銘柄名 クーポン 償還日 比率
1 － － － －

組入銘柄数 － 
  
 

 
◆資産別配分 ◆国別配分 ◆通貨別配分 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）比率は純資産総額に対する割合です。 
（注）端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。 
 
◆1万口当たりの費用明細 
 
 該当事項はございません。 
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■＜ご参考＞ 用語の解説 
 

用 語 内 容 

運 用 報 告 書 
投資信託がどのように運用され、その結果どうなったかを決算ごとに受益者
（投資家）に報告する説明書です。この中では基準価額、分配金の状況や今後
の運用方針などが詳しく説明されています。 

純 資 産 総 額 

投資信託は株式や公社債等の値動きのある有価証券に投資します。この有価
証券を時価で評価し、株式や公社債等から得られる配当金や利息等の収入を
加えた資産の総額から、ファンドの運用に必要な費用等を差し引いた金額の
ことです。 

収 益 分 配 金 

投資信託の決算が行われた際に受益者（投資家）に支払われる金銭を「分配
金」または「収益分配金」といいます。運用によって得た収益を分配するも
ので、株式の配当金に相当します。またファンドによっては分配金がその都
度支払われるタイプと分配金を再投資するタイプがあります。 

元 本 払 戻 金 
（ 特 別 分 配 金 ） 

受益者（投資家）が株式投資信託追加型の収益分配金を受取る際、収益分配
金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額は「元本の一部払戻しに相当する部分」として非課税扱いさ
れます。これを「元本払戻金（特別分配金）」といいます。 

基 準 価 額 

投資信託の値段のことです。投資信託に組み入れている株式や債券などをす
べて時価評価し、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を
算出します。そこからファンドの運用に必要な費用などを差し引いて純資産
総額を算出し、さらにその時の受益権口数で割ったものが「基準価額」であ
り、毎日算出されています。 

信 託 報 酬 

投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。信託財産の中から運用会
社・信託銀行・証券会社など販売会社へ間接的に支払われます。その割合お
よび額は目論見書や運用報告書の運用管理費用（信託報酬）の項目に記載さ
れています。 

騰 落 率 

投資信託の過去の運用実績（基準価額の推移の動向）を示すもので、基準価
額の変動と支払われた分配金を組み合わせて算出します。ある一定期間中に
投資信託の価値がどれだけ変化しているかを表します。例えば過去３ヶ月、
６ヶ月、１年等、一定期間に基準価額がどの程度値上がり（または値下が
り）したのかを表しています。 

 
出所：一般社団法人投資信託協会等 
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■MEMO 
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 
東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー 
 
＜お問い合わせ先＞ 
電話番号：03-5156-5108 
受付時間：営業日の午前９時～午後５時 
 https://funds.dws.com/jp/ 

 
＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。


