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たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略
たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略
たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略



※巻末のご注意事項をご覧ください。

1「たわらノーロードｐｌｕｓ」とは・・・

「たわらノーロードｐｌｕｓ」とは、投資戦略に基づいて金融工学を用いて
運用を行うアクティブファンドです

リターンの要因でみるインデックスファンドと
アクティブファンドの違い

市場要因リターン 投資戦略要因によるリターン 個別銘柄要因によるリターン

 市場全体（参考指標）変動による
もの

 マクロ経済指標、企業財務指標な
どの要因によるもの

 業種要因によるもの
例：低ボラティリティ戦略

高配当株戦略

 個別銘柄固有の要因によるもの

インデックスファンド
（市場全体の動きに連動を
目指す運用を行うファンド）

アクティブファンド
（市場全体の動きを上回る成果を目指した運用を行うファンド）

※上図はイメージであり、当てはまらない場合があります。※上図は、ＤＩＡＭが考えるリターンの要因でみるインデックスファンドとアクティブファンドの違いです。

高低
運用コスト

「たわらノーロード
インデックスシリーズ」



※巻末のご注意事項をご覧ください。

2たわらノーロードｐｌｕｓの「運用戦略」

高配当株戦略
⇒配当利回りの高い銘柄

に投資する戦略

低ボラティリティ戦略
（最小分散戦略を含む）
⇒変動幅の小さい銘柄に

投資する戦略

 配当利回りは企業業績よりも比較的安定している傾
向があります。高配当を選好することによって、市
場全体よりも安定したリターンを生み出すことが期
待できます。

 ボラティリティ（価格の変動幅）が比較的小さい株
式はボラティリティが大きい株式よりも平均的に高
い投資成果を得られるといわれています。

リスクに対する収益の最大化を狙います
※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。

 ただし、単純に価格の変動幅のみに着目して銘柄選
定を行うと配当や値上がり益の期待できない銘柄も
選ぶリスクがあります。

 ただし、配当利回りにのみ着目して銘柄選定をしてし
まうと、単に株価が低迷している銘柄や減配リスクの
高い銘柄にも投資してしまうリスクがあります。

当社の定量モデルを活用し、マイナス面を極力排除します



※巻末のご注意事項をご覧ください。

同種戦略の運用実績

同種戦略の
リスクリターン

3「たわらノーロードｐｌｕｓ」と同種の運用戦略のパフォーマンス
①国内株式

（期間：2013年8月19日～2016年2月29日、日次）

※2013年8月19日を100として指数化 ※税金等は考慮していません。

（出所：当社データおよびBloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

（年/月）

当ページ掲載の運用実績およびリスクリターンは、「たわ
らノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略」と同
じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信託報酬を足し戻し
たものであり、当ファンドの運用実績ではありません。

【同種戦略*】
「たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略」と
同じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信託報酬を足し戻して計
算しております。

（期間：2013年8月19日～
2016年2月29日）

同種戦略* TOPIX
(東証株価指数）

差

累積リターン 51.0% 18.5% 32.5%

年率リターン 17.4% 6.8% 10.6%

年率標準偏差 16.0% 20.8% -4.8%

リスク調整後リターン 1.1 0.3 0.8
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※巻末のご注意事項をご覧ください。

当ページ掲載の運用実績およびリスクリターンは、「たわ
らノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当
戦略」と同じ戦略の助言ポートフォリオの日次騰落率によ
るものであり、当ファンドの運用実績ではありません。

4「たわらノーロードｐｌｕｓ」と同種の運用戦略のパフォーマンス
②先進国株式

※2014年4月1日を100として指数化 ※税金等は考慮していません。

（出所：当社データおよびBloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

（年/月）

【同種戦略*】
「たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配
当戦略」と同じ戦略の助言ポートフォリオの日次騰落率により計
算しております。

同種戦略の運用実績

同種戦略の
リスクリターン

（期間：2014年4月1日～2016年2月29日、日次）

（期間：2014年4月1日
～2016年2月29日）
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同種戦略*
MSCI コクサイ・インデックス

同種戦略*
MSCIコクサイ
・インデックス

差分

累積リターン 22.2% 6.9% 15.3%

年率リターン 10.1% 3.2% 6.9%

年率標準偏差 14.0% 17.2% -3.2%

リスク調整後リターン 0.7 0.2 0.5



※巻末のご注意事項をご覧ください。

5「たわらノーロードｐｌｕｓ」と同種の運用戦略のパフォーマンス
③新興国株式

※2014年4月1日を100として指数化 ※税金等は考慮していません。

当ページ掲載の運用実績およびリスクリターンは、
「たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティ
リティ高配当戦略」と同じ戦略の既存私募投信の日次
騰落率に信託報酬を足し戻したものであり、当ファン
ドの運用実績ではありません。

（出所：当社データおよびBloombergのデータをもとにＤＩＡＭアセットマネジメント作成）

（年/月）

【同種戦略*】
「たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ
高配当戦略」と同じ戦略の既存私募投信の日次騰落率に信
託報酬を足し戻して計算しております。

（期間：2014年4月1日～2016年2月29日、日次）

同種戦略の運用実績

同種戦略の
リスクリターン

（期間：2014年4月1日
～2016年2月29日）
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同種戦略 MSCIエマージング・マーケット・インデックス

同種戦略*
MSCIエマージング・マー

ケット・インデックス
差分

累積リターン -9.2% -13.7% 4.5%

年率リターン -4.5% -6.8% 2.3%

年率標準偏差 15.1% 17.6% -2.5%

リスク調整後リターン - - -



※巻末のご注意事項をご覧ください。

6「たわらｐｌｕｓ」の運用について

「たわらノーロードｐｌｕｓ」は、クオンツ運用で実績のあるプロ集団が運用を行います

 理論と実践の融合を図るフィナンシャル・エンジニア集団
 金融工学をベースとしたモデル開発、これに基づく運用を一貫して手がける組織として位置付

け、DIAM設立以降、クオンツリサーチ資源を積極的に投入
 クオンツリサーチ部門出身者および数理ファイナンスに関する学位取得者を多数擁するエキス

パート集団
 豊富な運用・リサーチ経験
 平均16.7年の業務経験と12名のCMA資格保有者（2015年12月末時点）
 高度な金融技術に基づく新たな付加価値の創造
 金融工学のノウハウを活かしたモデル開発
 豊富なデータベースを背景とした緻密なデータ解析
 クオンツ運用分野での実績を持った運用グループ

 クオンツ運用資産 約10兆円（年金・助言・投信）



※巻末のご注意事項をご覧ください。

たわらノーロード

たわらノーロードｐｌｕｓ

国内株式 国内債券 国内リート

先進国株式 先進国債券 先進国リート

新興国株式

パッシブシリーズ

アクティブシリーズ

国内株式 先進国株式 新興国株式

7「たわらノーロード」シリーズ構成

2016年3月7日時点



※巻末のご注意事項をご覧ください。

【投資リスク】
ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き等により影響を受けます
が、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投
資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

【基準価額の変動要因】※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
[株価変動リスク] ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基

準価額が上下します。
[個別銘柄選択リスク] ファンドは、実質的に個別銘柄の選択による投資を行いますので、株

式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基
準価額は下がる場合があります。

[流動性リスク] ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、
取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額
に影響をおよぼす可能性があります。

[信用リスク] ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ま
たこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなく
なることがあり、基準価額が下がる要因となります。

[カントリーリスク] ファンドが実質的に投資を行う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ます。そのため、当該国のインフレ、国際収支、
外貨準備高等の悪化などが金融市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになるこ
とが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外へ
の送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も金融市場に著しい影響をおよ
ぼす可能性があります。

[為替リスク] ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わ
ないため、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対
して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

【ファンドの特色】※各ファンドともマザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
[たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略]

• 国内株式のうち投資魅力度の高い高配当銘柄に実質的に投資し、中長期的な信託財産の
成長を目的として、積極的な運用を行います。

• 低ボラティリティのポートフォリオを構築し、投資効率（リスク調整後リターン）の向
上をめざします。

• マザーファンドの運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
の助言を受けます。

[たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略]
• 日本を除く先進国の株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、

積極的な運用を行います。
• インカム水準等に着目した独自の定量モデルを活用してポートフォリオを構築し、投資

効率（リスク調整後リターン）の向上をめざします。
• 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

[たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略]
• 新興国の株式＊に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な

運用を行います。
＊ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を

含みます。
• インカム水準等に着目した独自の定量モデルを活用してポートフォリオを構築し、投資

効率（リスク調整後リターン）の向上をめざします。
• 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
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各ファンドの該当リスク
株価変
動リス

ク

個別銘
柄選択
リスク

流動性
リスク

信用リ
スク

為替リ
スク

カント
リーリ
スク

たわらノーロードｐｌｕｓ
国内株式高配当最小分散戦略 ○ ○ ○ ○

たわらノーロードｐｌｕｓ
先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 ○ ○ ○ ○

たわらノーロードｐｌｕｓ
新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 ○ ○ ○ ○ ○



※巻末のご注意事項をご覧ください。

【ファンドの費用】
たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 換金のお申込日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を、ご換金時
にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.756％（税抜0.70％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の

６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。

※委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、マザーファンドにかか
る投資顧問報酬が含まれます。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.33％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 年率0.33％ 購入後の情報提供、交付運用報告
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 年率0.04％ 運用財産の保管・管理、委託会社
からの運用指図の実行等の対価

その他費用
・手数料

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信
託財産からご負担いただきます。
・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・ 信託事務の諸費用
・ 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等
監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日
の場合は翌営業日）および毎計算期末
または信託終了のとき、その他の費用・手数料等はその都度ファンド
から支払われます。
※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
額等を示すことができません。
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【ファンドの費用】
たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を、
ご換金時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.918％（税抜0.85％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の

６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.40％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 年率0.40％ 購入後の情報提供、交付運用報告
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 年率0.05％ 運用財産の保管・管理、委託会社
からの運用指図の実行等の対価

その他費用
・手数料

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信
託財産からご負担いただきます。
・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・ 信託事務の諸費用
・ 外国での資産の保管等に要する諸費用
・ 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等
監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日
の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、その他
の費用・手数料等はその都度ファンドから支払われます。
※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
額等を示すことができません。

※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ができません。



※巻末のご注意事項をご覧ください。

【ファンドの費用】
たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。

信託財産留保額 換金のお申込日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、
ご換金時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.972％（税抜0.90％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の
６ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）
および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.42％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 年率0.42％ 購入後の情報提供、交付運用報告
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 年率0.06％ 運用財産の保管・管理、委託会社
からの運用指図の実行等の対価

その他費用
・手数料

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信
託財産からご負担いただきます。
・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・ 信託事務の諸費用
・ 外国での資産の保管等に要する諸費用
・ 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等
監査費用は毎日計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日
の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、その他
の費用・手数料等はその都度ファンドから支払われます。
※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
額等を示すことができません。
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※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ができません。

＜各ファンド共通＞
【税金】
●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合が

あります。

※上記税率は2016年1月１日現在のものです。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、上場株式や公募株式投資信託などにか
かる非課税制度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販
売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合
は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※法人の場合は上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの

詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

時期 項目 税金

分配時 所得税、復興特別所得税
および地方税

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時
および償還時

所得税、復興特別所得税
および地方税

譲渡所得として課税
換金（解約）時および償還時の差益
（譲渡益）に対して20.315％



※巻末のご注意事項をご覧ください。

[たわらノーロードｐｌｕｓ 国内株式高配当最小分散戦略] 【たわらノーロードｐｌｕｓ 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略】
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※巻末のご注意事項をご覧ください。
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[たわらノーロードｐｌｕｓ 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略]



※巻末のご注意事項をご覧ください。
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【指数の著作権等】
◆TOPIX(東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。な
お、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。◆MSCIコクサイ･イ
ンデックス、MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.
は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
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