2020 年 10 月 1 日
ご投資家の皆様へ
野村アセットマネジメント株式会社

東京証券取引所の取引停止に伴う
投資信託の設定・解約の受付停止について

平素は、弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
本日 10 月 1 日、東京証券取引所はシステム障害の影響により全銘柄取引を停止しており
ます。
つきましては、弊社の下記のファンドについて投資信託約款に基づき 10 月 1 日の設定・
解約のお申し込みの受け付けを停止させていただきます。
ご投資家の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご理解頂きますよ
う、よろしくお願い申し上げます。
なお、下記ファンドにおける積立契約による自動買付分につきましては、販売会社によっ
ては、通常通りお申し込みをお受けいたします。詳しくは、お取引のある販売会社へお問い
合わせください。
敬具
記
＜設定・解約の受付停止ファンド＞
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
（早期償還条項付）野村日本割安低位株投信 1802
（早期償還条項付）野村ハイベータ日本株 1903
積立て株式ファンド
情報エレクトロニクスファンド
株式インデックス 225
ミリオン（インデックスポートフォリオ）
ミリオン（バランスポートフォリオ）
トピックス・インデックス・オープン
スーパー トレンド オープン
ミリオン（ジャパン ドリーム ポートフォリオ）
リサーチ・アクティブ・オープン
（次ページへ続く）
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日本低位株ファンド
財形株投（一般財形 30）
財形株投（一般財形 50）
財形株投（年金・住宅財形 30）
野村ワールドスター オープン
ノムラ・ジャパン・オープン
小型ブルーチップオープン
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
ノムラ日本株戦略ファンド
ストラテジック・バリュー・オープン
バランスセレクト 50
バランスセレクト 70
野村リアルグロース・オープン
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
ノムラ日米 REIT ファンド
J-REIT オープン（年 4 回決算型）
日本好配当株投信
好配当日本株式 オープン
ノムラ日本株戦略ファンド（野村 SMA 向け）
野村世界６資産分散投信（成長コース）
京都・滋賀インデックス ファンド
野村小型株オープン
リサーチ・アクティブ・オープン（野村 SMA 向け）
ノムラ・ジャパン・オープン（野村 SMA 向け）
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村 SMA 向け）
野村日本不動産投信
野村 RAFIⓇ日本株投信
野村資産設計ファンド 2030
野村資産設計ファンド 2035
野村資産設計ファンド 2040
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
野村日本真小型株投信
ストラテジック・バリュー・オープン（野村 SMA 向け）
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野村資産設計ファンド 2045
野村インデックスファンド・日経 225
野村インデックスファンド・TOPIX
野村インデックスファンド・J－REIT
野村日本スマートシティ株投資
野村アジア REIT ファンド（毎月分配型）
野村 J リートファンド
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
野村 J-REIT ファンド（野村 SMA 向け）
J-REIT オープン（毎月決算型）
J-REIT オープン（資産成長型）
JPX 日経 400 ファンド
野村インデックスファンド・JPX 日経 400
野村サービス関連株ファンド
野村時間分散投資「日経 225・国内債券」（限定追加型）
ジャパン・ストラテジック・バリュー
ノムラ日本株戦略ファンド（野村 SMA・EW 向け）
リサーチ・アクティブ・オープン（野村 SMA・EW 向け）
ストラテジック・バリュー・オープン（野村 SMA・EW 向け）
野村セレクト・オポチュニティ（野村 SMA・EW 向け）
野村ジャパンドリーム（野村 SMA・EW 向け）
ノムラ・ザ・セレクト（野村 SMA・EW 向け）
野村 TOPIX インデックス（野村 SMA・EW 向け）
野村 J－REIT インデックス（野村 SMA・EW 向け）
日本企業価値向上ファンド（限定追加型）
野村日本企業価値向上オープン（円投資型）
野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型）
野村サービス関連株ファンド（米ドルコース）
J-REIT バリューファンド 毎月分配型
J-REIT バリューファンド 年 2 回決算型
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
関西応援ファンド
ジャパン・アクティブ・グロース（分配型）
ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型）
（次ページへ続く）
3

野村資産設計ファンド 2050
野村ターゲットデートファンド 2016 2026-2028 年目標型
野村ターゲットデートファンド 2016 2029-2031 年目標型
野村ターゲットデートファンド 2016 2032-2034 年目標型
野村ターゲットデートファンド 2016 2035-2037 年目標型
ロボ・ジャパン（円投資型）
ロボ・ジャパン（米ドル投資型）
野村継続増配日本株
野村６資産均等バランス
野村つみたて日本株投信
野村日本割安低位株オープン
野村日本最高益更新企業ファンド
日本新興成長企業株ファンド
野村日本小型株セレクト（野村 SMA・EW 向け）
野村資産設計ファンド 2060
バリューハント日本株
野村日経 225 インデックス（野村 SMA・EW 向け）
マイストーリー・株 50
マイストーリー・株 75
マイストーリー・株 100
マイストーリー・日本株 100
ノムラファンドマスターズ日本小型株
ノムラファンドマスターズ日本株
ノムラ・オールインワン・ファンド
野村グローバル・ファンズ・プレミアム（3 ヵ月決算型）
ハッピーライフファンド・株 50
ハッピーライフファンド・株 100
野村ファンドラップ日本株
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（円コース）年 2 回決算型
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野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年 2 回決算型
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年 2 回決算型
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年 2 回決算型
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年 2 回決算型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年 2 回決算型
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年 2 回決算型
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年 2 回決算型
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年 2 回決算型
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年 2 回決算型
ノムラ THE NIPPON
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
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野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年 2 回決算型
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年 2 回決算型
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式
ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド（SMA 専用）
（年 3％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）
（年 6％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060
以上
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