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2019年9月18日収録
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楽ラップの運用状況



3

１ サービス開始来の運用実績
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年以降は一進一退の展開が続いている

楽ラップのサービス開始時を10,000として指数化。楽ラップに係る費用、及び楽ラップが投資するファンドに係る運用管理費用

（信託報酬）は控除後。

パフォーマンスはお客様毎に投資時期、投資金額、手数料コース等により異なります。ご自身のパフォーマンスに関しては、楽

天証券のHP等でご確認ください。

運用コース別パフォーマンス

（2016/7/4～2019/8/31）
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各運用コースのポートフォリオのリスク・リターン（年率）の目標と実績の比較

（2016年7月4日～2019年8月31日）

概ねリターンは目標を上回り、リスクは目標を下回る
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楽ラップに係る費用、及び楽ラップが投資するファンドに係る運用管理費用（信託報酬）は控除後。実績リスク・リターンは、

月次リターンを使用して計算し、年率換算ベースで表記。目標リスク・リターンは、2019年7月中に見直しを実施。パフォーマ

ンスはお客様毎に投資時期、投資金額、手数料コース等により異なります。ご自身のパフォーマンスに関しては、楽天証券のHP

等でご確認ください。

小 リスク 大
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２ 今四半期の運用状況
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低リスクコースほど堅調に推移

各運用コースの四半期パフォーマンス

（2019年6月～2019年8月）

楽ラップに係る費用、及び楽ラップが投資するファンドに係る運用管理費用（信託報酬）は控除後。（ご参考）の各インデック

スは運用管理費用（信託報酬）のみ控除後。

TVT機能とは、市場急落時に株式の比率を削減する下落ショック緩和の機能。

パフォーマンスはお客様毎に投資時期、投資金額、手数料コース等により異なります。ご自身のパフォーマンスに関しては、楽

天証券のHP等でご確認ください。

～ 2019年8月

1000100 1.87% 0.86% 0.37%

1000200 2.19% 1.05% -0.60%

1000300 2.60% 1.23% -1.29%

1000400 2.92% 1.38% -2.15%

1000500 3.30% 1.63% -2.92%

1000600（TVT機能付き） 2.19% 1.05% -0.61%

1000700（TVT機能付き） 2.60% 1.23% -1.29%

1000800（TVT機能付き） 2.92% 1.38% -2.15%

1000900（TVT機能付き） 3.30% 1.63% -2.92%

　（ご参考）

    SSgA 日本株式インデックス 2.72% 0.90% -3.40%

    SSgA 先進国株式インデックス 3.59% 2.71% -4.96%

    SSgA 日本債券インデックス 0.60% 0.10% 1.32%

    SSgA 先進国債券インデックス 1.29% 0.27% 0.63%

    SSgA 先進国債券インデックス(H有) 1.62% 0.37% 3.01% 5.07%
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米国金利の低下を背景に、債券･リートを中心に幅広い資産が上昇

【各資産の動向（2019/5/31～2019/8/31）】

• 米国金利の低下を受け、債券･リートが上昇。

• 株式市場は先進国株式が堅調。新興国株式が下落、日本株式は横這い。

• 為替は円高傾向で、為替ヘッジなしは、為替ヘッジありに対し劣後。

上記、各資産インデックスファンドのリターンは、運用管理費用（信託報酬）のみ控除後。

パフォーマンスはお客様毎に投資時期、投資金額、手数料コース等により異なります。ご自身のパフォーマンスに関しては、楽

天証券のHP等でご確認ください。
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9

＜今回の資産配分の変更内容＞

１．ポートフォリオ全体の期待リターンの引下げ

２．株式･リートの比率の引下げ、債券の比率の引上げ

３．高位の為替ヘッジ比率の維持、為替変動リスクの抑制

※変更の理由

• ほぼすべての資産の期待リターンが低下。

• 各コースとも、昨年と同水準のリスクテイクでは、同じ水準の期待リターン

を望めない状況。

＝＞過度にリスクを上げて、無理に高いリターンを狙うのではなく、リスク水準

を上げずに期待リターンをやや低下させる選択を行ないました。

目標ポートフォリオの変更実施

 7月に目標ポートフォリオを変更するリバランスを実施

※年1回の長期的な見通しに基づく基本資産配分（SAA）の変更とともに、

四半期毎の短期的な見通しに基づく資産配分（DAA）の調整を同時実施。
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３ 今後の投資方針
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運用方針は変更せず、長期分散投資を徹底継続します

運用の基本方針

 各運用コースの想定リスクに基づき、各資産を最適な比率で組み合わせ、

長期投資を行います。

 原則、投資タイミングを図った投資は行いません。

 長期的な金融市場の拡大をじっくり捉えながら、資産の成長を目指します。

※短期的なトレーディングは行いません。

短期的な市場の動きに対しては、上昇しても下落しても、一喜一憂しません。

楽ラップは、例えるなら「 を走るウルトラマラソン」です。

粘り強く最後まで走り抜き（投資し続け）、最後に勝つことを目指します。
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注目ポイント ～株価の行方は？

 過去は、「米国利上げ打ち止め＝＞米長期国債利回りが大幅低下＝＞世界的に株価
が急落」のパターンの繰り返し。

 米国は利下げに転じ、米長期国債利回りも大幅低下しており、これまでのパターン
では、株価の急落が起きる状況。米国の景況感指数が8月に大幅に悪化しており、
企業業績の悪化が確認されれば、株価の下落が始まると予想。ただ米国債利回りが
低すぎるため、株式から債券への資金移動が抑制され、株価の下落幅は過去パター
ンほど大きくならない可能性。

 ただし、楽ラップは長期運用ですので、原則、短期的な市場動向に応じて、運用方
針を変えることはしません。

※先進国株価指数（右軸）は、MSCIコクサイ指数（米ドル）を1998年12月末を１として指数化。

※出所：Bloomberg より楽天証券作成（2019/8/31）

株価の行方は？
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４ （ご参考）私の投資状況
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（ご参考）私の積立投資の状況（2017年6月スタート、2019/8/31現在）

積立投資による、お金のコア・サテライト運用

銀行預金

収入 支出

サテライト資産 長期資産形成（リスクテイクできるお金）

先進国株式ファンド（為替ヘッジなし） 時価評価額 投資損益

毎月 万円 積立投資 円 円

コア資産① リスクを抑えた運用
（すぐ使わないが、いつでも使える必要があるお金）

楽ラップ 時価評価額 投資損益

初回 万円、毎月 万円 積立投資 円 円

コア資産② 銀行預金（すぐ使うお金）

銀行預金 時価評価額 投資損益

普通預金 － 円
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（ご参考）積立による長期投資が資産形成には最適

 銀行預金から、楽ラップと先進国株式ファンド（為替ヘッジなし）へ資金をシフト。

 毎月一定額の投資を長期的に継続し、損失発生リスクを抑制しつつ、金利がほぼゼロの

銀行預金を上回るリターンを追及。

 ヶ月で 万円を投資し、現在のリターンは＋ ％。市場の上下は一切無視し、毎月

定額投資を継続、平均買付コストを低下させ、長期的にプラスリターンを追求中。

資産評価額：1,638,149円

（投資損益：+38,149円）
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ご注意事項

本資料は、勉強会の為に作成されたものであり、有価証券の取引、その他の取引の勧誘を目
的としたものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるように
お願いいたします。本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきまし
ても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料及び資料にある情報の使
用による結果について、当社は何らの責任を負うものではありません。

本資料で記載しております価格、数値、金利等は概算値または予測値であり、諸情勢により
変化し、実際とは異なることがございます。また、本資料は将来の結果をお約束するもので
はなく、お取引をなさる際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございません
ので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

商 号 等 ： 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、商品先物取引業者

加 入 協 会 ： 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第

二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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投資にかかる手数料等およびリスク

【楽ラップにかかるリスクと費用】

楽天証券ラップサービスは、国内投資信託および外国投資信託等を主な投資対象として運用を行うため、
投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。また、お客様には運用にかかる費
用等をご負担いただきます。費用等には、直接ご負担いただく費用（投資顧問料及び管理手数料）と、間
接的にご負担いただく費用（投資対象に係る費用）があります。

楽天証券ラップサービスの手数料体系には固定報酬型と成功報酬併用型があり、固定報酬型では投資顧問
料と運用管理手数料の合計が最大で運用資産の0.702％※（税込・年率、税抜0.65% ※消費税率が10%に
なった場合は、税込0.715%になります）、成功報酬併用型では投資顧問料と運用管理手数料の合計が最大で運
用資産の0.594％※ （税込・年率、税抜0.55% ※消費税率が10%になった場合は、税込0.605%になります）
＋運用益の積み上げ額の5.40％※（税込、税抜き5.00% ※消費税率が10%になった場合は、税込5.50%にな
ります）となります。このほかに間接的にご負担いただく費用は、投資信託では運用管理費用として、信託
報酬 （最大で信託財産の0.324％※（概算、税込・年率、税抜0.30% ※消費税率が10%になった場合は、税
込0.33%になります）。但し、楽天証券ラップサービスで投資する投資信託が投資対象とする他の投資信託
の信託報酬等を加えた実質的な運用管理費用は最大で信託財産の0.6796％※（概算、税込・年率、税抜
0.67% ※消費税率が10%になった場合は、税込0.6820%になります）です。）、信託財産留保額（最大で信
託財産の0.30％（概算））、その他費用をご負担いただきます。これらの費用の合計額および上限額につ
いては、資産配分比率、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載する
ことができません。詳しくは、契約締結前交付書面および目論見書等でご確認ください。

なお、楽天証券ラップサービスにはクーリング・オフ制度は適用されません。金融商品仲介業者を通じて
お申込みいただいたお客様は、ご担当者までお問合せください。


