
 商品概要
 追加型投信／国内／株式

 わが国の株式等

 2001年10月30日

 原則無期限

 原則、毎年11月30日（休業日のときは翌営業日）

 設定来の運用実績 (2021年6月30日現在)

 累積リターン (2021年6月30日現在)

直近1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

2.63% 1.33% 5.75% 31.63% 31.39% 232.90%

1.19% -0.33% 8.90% 27.34% 20.48% 156.28%

 

 過去5期分の収益分配金（1万口当たり／税込）
第 15期(2016.11.30) ------------       0円
第 16期(2017.11.30) ------------       0円
第 17期(2018.11.30) ------------       0円
第 18期(2019.12.02) ------------       0円
第 19期(2020.11.30) ------------       0円

 コメント (2021年6月30日現在) (2021年6月30日現在)

 組入上位10銘柄 (マザーファンド・ベース) (2021年5月31日現在)

比率
1 5.0% 

2 4.3% 

3 4.0% 

4 3.2% 

5 2.7% 

6 2.4% 

7 2.4% 

8 2.3% 
9 2.1% 
10 2.1% 

（ 組入銘柄数 ：  179 ） 上位10銘柄合計 30.5% 
(対純資産総額比率)

 ポートフォリオの状況 (マザーファンド・ベース) (2021年5月31日現在)

資産別組入状況 市場別組入状況 組入上位５業種

株式 98.6% 東証1部 97.2% 電気機器 21.7%

新株予約権証券(ﾜﾗﾝﾄ) - 東証2部 0.4% 機械 12.7%

投資信託･投資証券 - ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ 0.1% 化学 9.7%

現金･その他 1.4% その他市場 0.9% 情報・通信業 9.0%

卸売業 7.3%

電気機器

ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ サービス業

三浦工業 機械

輸送用機器ｼﾏﾉ

機械ﾏｷﾀ

ｷｰｴﾝｽ

SMC
小糸製作所

機械
電気機器

ファンド

ベンチマ－ク

    ※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。

    ※ ベンチマーク：ＴＯＰＩＸ（配当込）

形    態

投資対象

設 定 日

信託期間

決 算 日

電気機器東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ

純資産総額 230.2 億円

銘 柄 業 種
ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 卸売業

ｵﾘﾝﾊﾟｽ 精密機器

※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資

した実績評価額です｡ ただし､購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮し

ていません。 ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。 ※

基準価額は運用管理費用控除後のものです。※当該実績は過去のものであり、将来の

運用成果等を保証するものではありません。

当月の東京株式市場は、米国における早期利上げに対する警戒感から一時大き
く下げる場面もありましたが、すぐに値を戻しました。
コロナワクチン接種の進展を背景とした経済正常化への期待や、米国株の堅調
な動きなどが支えとなり、株価は堅調に推移して始まりましたが、日米の中央銀
行会合の開催を月半ばに控え、徐々に様子見姿勢を強めていきました。FOMC
（米連邦公開市場委員会）の結果、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ
時期が2024年から2023年へと前倒しされる見通しが示されると、株価は弱含み、
そしてFRBの一部高官の発言を受け、利上げ時期が2022年へとさらに前倒しされ
るとの可能性が浮上すると、21 日の日本株式市場は急落し、日経平均株価は
1,000円近く値を下げました。しかし翌日には急回復し、その後は早期利上げに対
する過度な懸念が後退する中で、株価は狭いレンジで推移して月を終えました。
月間の騰落率は、TOPIX（配当込）が＋1.19％、日経平均株価は－0.24％でした。

当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨（有価証券の勧誘）を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものでは

ありません。当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時

点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。

※上記コメントは、資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等
を保証するものではありません。

① 主として日本株を投資対象とします。
② 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等

と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

(対純資産総額比率)
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累積投資額（基準価額）

ベンチマーク 基 準 価 額 33,290円（円）

(設定時)

* 各々のグラフ､表にある比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

* 業種は東証33業種に準じて表示しています。

* 未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。

＊TOPIX（配当込）とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象

として算出した指数で、配当を考慮したものです。

＊東証株価指数（TOPIX）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・ノウハウ及び東

証株価指数（TOPIX）の商標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、本商品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。

＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象となる投資信託の運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

日本株式（A） / フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2



※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫

当初設定日（2001年11月28日）～2021年6月30日

期間別騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。

（1万口当たり、税引前）

資産別構成

分配金合計額

組入上位10銘柄

トヨタ自動車
日 立
富士フイルムHLDGS
武田薬品
ＫＤＤＩ
三井住友フィナンシャルG
三菱UFJフィナンシャルG
ＡＧＣ
住友電工
富士電機

ファンドマネージャーのコメント ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

電気機器 1.8%

【株式市況】　国内株式市場は上昇しました。上旬は国内の新型コロナウイルスワクチン接種の進展への期待が株価を押し上げました。中旬には米国のFOMC（米国連邦公開市場委
員会）後に利上げ時期の前倒しが懸念され米国金利が不安定化したこともあり株価は一時、弱含みました。下旬に入ると英国などにおける新型コロナウイルスのデルタ株への懸念
が強まったことで株価の上値が重くなったものの、月間ではプラスとなりました。
【運用経過】　海外の景気回復期待を背景に、早い段階から業績回復を株価に織り込んできた企業がある一方で、ワクチン接種の進展を受けて、ようやく業績の回復の水準やスピー
ドについて議論できる状況になりつつある企業も依然多くあります。そうした企業の中でも、厳しい局面での事業改革の成果と併せて、収益構造の変化に注目した銘柄の選別を行い
ました。また、決算発表や中期経営計画の発表などを踏まえ、株主還元政策の変化が期待される企業などに注目して、銘柄の入れ替えを行いました。具体的には、主力事業のコスト
削減の一方で、流通・サービス事業の回復・拡大に注目した鉄道関連株や、好調な半導体関連事業に加え、コスト構造改革の進展とコロナ対策新製品の拡大が期待される半導体装
置関連株などを買い付けました。また、株価上昇によって割安感が低下した商社関連株や機械関連株などを売却しました。このような売買や株価変動により、業種構成では、電気機
器、陸運業、化学などの比率が上昇し、機械、銀行業、卸売業などの比率が低下しました。

■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の
実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

銀行業 2.1%
ガラス・土石製品 2.0%
非鉄金属 1.9%

医薬品 2.5%
情報・通信業 2.4%
銀行業 2.4%

銘柄名 東証33業種名 比率
輸送用機器 3.4%

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を
表示していません。

電気機器 3.4%
化学 3.1%

新興市場他 0.6% 保険業 3.3%

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しま
す。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありませ
ん。分配金が支払われない場合もあります。

その他 --- その他 29.6%
合計25.0%

5.0%
設定来：0円 二部（東証・名証） 0.4% ガラス・土石製品 3.9%

第20期 (21.03) 0円 一部（東証・名証） 96.6% 卸売業

機械 6.7%
第19期 (20.03) 0円 国内株式 市場・上場別構成 合計97.6% 銀行業 6.6%
第18期 (19.03) 0円 合計 125 100.0%

輸送用機器(17.03) 0円 不動産投資信託等 --- 8.2%
第17期 (18.03) 0円 コール・ローン、その他 2.4% 情報・通信業 7.3%
第16期 ---

電気機器 13.7%
第15期 (16.03) 0円 国内株式先物 --- --- 化学 13.3%

銘柄数 比率 東証33業種名 比率
第1～14期 合計: 0円 国内株式 125 97.6%

+13.2 % +7.7 % 
+124.8 % +80.0 % 

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しております。
※当ファンドは東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとしておりますが、TOPIXを上回る運用成果を保証するものではありません。
※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

決算期（年.月） 分配金
国内株式 業種別構成 合計97.6%

資産

+30.1 % +24.7 % 
+5.0 % +12.3 % 

+43.7 % +56.0 % 

+0.6 % +1.1 % 
+0.4 % -0.5 % 

+13.2 % +7.7 % 

2021年6月30日時点

基準価額 22,484円
純資産総額 17.71億円

ファンド ベンチマーク
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＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象となる投資信託の運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

日本株式（B） / ダイワ・バリュー株・オープンVA＜底力VA＞



※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
≪基準価額・純資産の推移≫

当初設定日（2001年11月30日）～2021年6月30日

期間別騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。

（1万口当たり、税引前）

資産別構成

分配金合計額

組入上位10銘柄

ソニーグループ
キーエンス
信越化学
東京エレクトロン
トヨタ自動車
任 天 堂
日本電産
リクルートホールディングス
ダイキン工業
テ ル モ

ファンドマネージャーのコメント ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

2021年6月30日時点

基準価額 25,410円
純資産総額 3.86億円

ファンド ベンチマーク
+0.7 % +1.1 % 
-1.5 % -0.5 % 

+2.4 % +7.7 % 

資産

+24.3 % +24.7 % 
+22.2 % +12.3 % 
+69.5 % +56.0 % 

95.0%

+2.4 % +7.7 % 
+154.1 % +85.4 % 

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しております。
※当ファンドは東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとしておりますが、TOPIXを上回る運用成果を保証するものではありません。
※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。

決算期（年.月） 分配金
国内株式 業種別構成 合計95.0%

10.3%

銘柄数 比率 東証33業種名 比率
第1～14期 合計: 0円 国内株式 79

---

電気機器 27.8%
第15期 (16.03) 0円 国内株式先物 --- --- 化学

8.7%
第17期 (18.03) 0円 コール・ローン、その他 5.0% サービス業 7.7%
第16期

(19.03) 0円 合計 79 100.0%

機械(17.03) 0円 不動産投資信託等 ---

輸送用機器 7.5%
第19期 (20.03) 0円 国内株式 市場・上場別構成 合計95.0% 情報・通信業 7.5%
第18期

第20期 (21.03) 0円 一部（東証・名証） 92.4% 精密機器 6.3%
設定来：0円 二部（東証・名証） 1.4% 小売業 4.6%

新興市場他 1.2% その他製品 3.7%

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しま
す。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありませ
ん。分配金が支払われない場合もあります。

その他 --- その他 10.8%
合計44.0%

銘柄名 東証33業種名 比率
電気機器 7.6%

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を
表示していません。

電気機器 7.0%
化学 5.4%
電気機器 4.5%
輸送用機器 3.8%
その他製品 3.7%

精密機器 2.9%

　6月の国内株式市場は上昇しました。上旬は国内の新型コロナウイルスワクチン接種の進展への期待が株価を押し上げました。中旬には米国のFOMC（米国連
邦公開市場委員会）後に利上げ時期の前倒しが懸念され米国金利が不安定化したこともあり株価は一時、弱含みました。下旬に入ると英国などにおける新型コ
ロナウイルスのデルタ株への懸念が強まったことで株価の上値が重くなったものの、月間ではプラスとなりました。
　運用実績については、ベンチマークであるTOPIXを下回りました。この要因として、業種では、銀行業や保険業のアンダーウエートなどがプラスに寄与しました
が、機械のオーバーウエートなどはマイナス要因となりました。個別銘柄では、堅調な業績動向が続いているコンサルティング関連銘柄などがプラスに寄与しまし
たが、短期的な業績の伸び悩みが懸念されたゲーム関連銘柄などがマイナス要因となりました。

■当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の
実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

電気機器 3.2%
サービス業 3.0%
機械 3.0%
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＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象となる投資信託の運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

日本株式（D） / ダイワ・ジャパン・オープンVA（D.J.オープンVA）



◆基準価額の推移

設定(2001/10/30）～2021/6/30 基準価額 66,016円

純資産総額 65.4億円

騰落率

1ヵ月 2.4%

3ヵ月 8.3%

6ヵ月 18.1%

1年 55.9%

3年 93.3%

設定来 560.2%

投投資資対対象象ででああるるママザザーーフファァンンドド（（イインンタターーナナシショョナナルル株株式式ママザザーーフファァンンドド））のの運運用用状状況況

◆基準価額の推移
設定(1999/7/30）～2021/6/30 基準価額 85,816円

純資産総額 1,682.1億円

騰落率

差異

1ヵ月 2.5% 2.5% 0.0%

3ヵ月 8.6% 9.0% -0.4%

6ヵ月 18.9% 22.8% -4.0%

1年 57.9% 46.7% 11.2%

3年 101.8% 58.5% 43.3%

設定来 758.2% 322.7% 435.4%

◆上位組入銘柄 ◆地域別配分
組入70銘柄中 上位10銘柄

順位 銘柄 国名 組入比率 地域 組入比率 

1 4.6% 西欧

2 4.4% 東欧

3 4.3% 中東

4 4.0% アフリカ

5 3.7% 北米

6 3.4% 中米

7 2.7% 南米

8 2.6% アジア

9 2.5% オセアニア

10 2.4% その他

◆業種別投資配分 ◆世界株式市場の今後の見通し

基準価額

※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
※上記グラフの基準価額は、信託報酬1.485%[税抜1.35%]控除後のものです。

基準価額 ベンチマーク

業種

FACEBOOK INC-CLASS A アメリカ コミュニケーション・サービス 22.8%

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP イギリス 金融 0.0%

UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ ヘルスケア 0.0%

SCHWAB (CHARLES) CORP アメリカ 金融 0.0%

ALPHABET INC-CL A アメリカ コミュニケーション・サービス 60.2%

BANK OF AMERICA CORP アメリカ 金融 5.7%

GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財・サービス 0.9%

AMAZON.COM INC アメリカ 一般消費財・サービス 7.5%

AIRBUS SE オランダ 資本財・サービス 0.0%

T-MOBILE US INC アメリカ コミュニケーション・サービス 0.0%

業種 組入比率

エネルギー 0.0%

素材 1.1%

資本財・サービス 12.1%

一般消費財・サービス 15.0%

生活必需品 2.2%

ヘルスケア 13.0%

金融 19.5%

情報技術 17.3%

その他 0.0%

コミュニケーション・サービス 13.3%

公益事業 0.0%

不動産 3.6%
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（注）組入比率は純資産総額対比

(円）

(円）

（注）組入比率は純資産総額対比

（注）ファンドの騰落率は単純騰落率。
騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

※  過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

※  MSCIコクサイ・インデックス（円換算）は、当マザーファンドのベンチマークです。

※  MSCIコクサイ・インデックス（円換算）は、設定日(1999年7月30日)の前営業日の終値を10,000として指数化しています。

※  MSCIコクサイ・インデックス（円換算）は、ドルベースのMSCIコクサイインデックスを投信協会のドル/円レートで

委託会社が円に換算したものです。

（注）組入比率は純資産総額対比。

市場が移行期にあると見られる中、高過ぎるバリュエーション（投資価値評

価）を避けつつ将来の利益の加速が見込まれる企業を選好する投資フレーム

ワークによって、当ファンドのボトムアップの銘柄選択は支えられています。現

在の市場環境をふまえて、ある一方向に傾けるポートフォリオとはせず、注意

深く運用していますが、結局のところ固有の成長ドライバー（原動力）を有する

勝ち組の企業を選好しています。現在は、持続的な成長が可能なのか、ある

いは一時的に恩恵を受けただけなのか、企業の真贋を見極める時期であると

考えます。このアプローチでは、想像力、慎重ながらも逆張りをする姿勢、良い

企業を選別する能力が求められますが、当ファンドのグローバルな調査網を活

用して、投資フレームワークを順守しながら投資判断をすることで、良好なリ

ターンを獲得できると信じています。

※ 当ファンドは株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。従って

預金とは異なり元本や利息が保証されているものではありません。※ 当資料は受益者の皆様への情報提供を目的として三井住友DSアセットマネジメント

が作成したものです。運用に関する情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。

＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象となる投資信託の運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

世界株式（A） / 大和住銀/T.ロウ・プライス 外国株式ファンドVA
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フファァンンドドのの投投資資方方針針

税税引引前前分分配配金金

50

100

150

200

250

01/10/30 06/9/21 11/8/23 16/7/21 21/6/28

累積投資基準価額 ベンチマーク

※設定時を100とした指数値を使用しています。

※累積投資基準価額は税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

※ベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース）です。

フファァンンドドののパパフフォォーーママンンスス（（％％））

債債券券残残存存期期間間別別比比率率（（％％））

※ファンドの騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資基準価額により計算

しています。

※ベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース）です。

※ 比率は対純資産総額、マザーファンドベース、先物は含みません
※  TBA取引の売建てはマイナス表示しています

11ヵヵ月月 33ヵヵ月月 66ヵヵ月月 11年年 33年年 55年年 設設定定来来

フフ ァァ ンン ドド -0.20 0.80 1.77 3.69 9.58 13.20 73.26 

ベベ ンン チチ ママ ーー クク -0.27 1.28 1.85 3.31 11.83 16.98 108.12 

● 世界主要国の国債等（国債、政府機関債、国際機
関債）を中心に公社債に投資します。

● 投資する公社債は、取得時において投資適格格
付（BBBマイナス、Baa3または同等の格付、また
はそれ以上の格付）が付与されているもの、また
は同等の信用度を有すると判断されるものとしま
す。

● 国債の他、投資適格格付を付与されている社債、
資産担保証券等にも投資します。

● ＦＴＳＥ世界国債インデックス（円ベース）をベンチ
マークとし、ベンチマークを上回る投資成果を目指
します。

● 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを
行ないません。

● ファミリーファンド形式により運用を行ないます。

ＦＴＳＥ世界国債インデックスとは

ＦＴＳＥ世界国債インデックスとは、FTSE Fixed Income
LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指
数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが
有しています。

本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した

データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運

用成果を保証するものではありません。本資料に記載された市況やポートフォリオの見通し等は、作成日現在の当社の見解であり、今後の経済動向や市場環境等の変化、

あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し、予告なく変更される可能性があります。本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額、分配金は課

税前の金額を使用しております。投資信託は株式・公社債等の値動きのある証券（外貨建ての場合は為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。従っ

て元本が保証されているものではありません。ファンドに生じた損益は全て投資家の皆様に帰属いたします。投資信託のお申込みに際しましては、必ず最新の投資信託説

明書（交付目論見書）等の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください。投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保

護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。

分分配配金金累累計計額額 00円円

第17期 0円

第18期 0円

第19期 0円

2018年10月29日

2019年10月29日

2020年10月29日

基基 準準 価価 額額 ：：

純純 資資 産産 総総 額額 ：：

フフ ァァ ンン ドド 設設 定定 日日 ：：

17,326円

11.91億円

 2001年10月30日

＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象ファンドの運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

世界債券（A） / JDFワールド・ボンド・ファンドVA
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債債券券上上位位組組入入1100銘銘柄柄（（％％））

※比率は対純資産総額、マザーファンドベース

銘銘柄柄名名 種種別別 国国名名 利利率率 償償還還年年月月日日 比比率率

11 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125%  2022/05/31 国債 アメリカ 0.125 2022/5/31 6.3

22 130 20年国債 国債 日本 1.800 2031/9/20 6.1

33 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125%  2022/07/31 国債 アメリカ 0.125 2022/7/31 3.8

44 131 5年国債 国債 日本 0.100 2022/3/20 3.7

55 FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0%  2024/03/25 国債 フランス - 2024/3/25 2.2

66 356 10年国債 国債 日本 0.100 2029/9/20 2.0

77 SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4%  2028/04/30 国債 スペイン 1.400 2028/4/30 1.7

88 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3%  2029/08/01 国債 イタリア 3.000 2029/8/1 1.7

99 UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7 国債 イギリス 4.500 2042/12/7 1.6

1100 UNITED KINGDOM GILT 3.25%  2044/01/22 国債 イギリス 3.250 2044/1/22 1.5

銘銘 柄柄 数数 ：： 225577

本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した

データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運

用成果を保証するものではありません。本資料に記載された市況やポートフォリオの見通し等は、作成日現在の当社の見解であり、今後の経済動向や市場環境等の変化、

あるいは金融取引手法の多様化に伴う変化に対応し、予告なく変更される可能性があります。本資料に記載された基準価額は信託報酬を控除した後の価額、分配金は課

税前の金額を使用しております。投資信託は株式・公社債等の値動きのある証券（外貨建ての場合は為替リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動します。従っ

て元本が保証されているものではありません。ファンドに生じた損益は全て投資家の皆様に帰属いたします。投資信託のお申込みに際しましては、必ず最新の投資信託説

明書（交付目論見書）等の内容をご確認の上お客様ご自身でご判断ください。投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保

護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。

※S&P、ムーディーズのいずれか高い格付けを使用

※組入債券全体を100とした場合の構成比、マザーファンドベース

国国別別通通貨貨別別構構成成比比率率（（％％））

修修正正デデュュレレーーシショョンン（（年年））

組組入入債債券券のの格格付付（（％％））

AAAAAA//AAaaaa 26.9              

AAAA//AAaa 18.4              

AA 38.8              

BBBBBB 12.3              

BBBB -                

NNRR 3.7               

当当フファァンンドド  ((**)) 8.26

ベベンンチチママーークク 8.64

ベベンンチチママーークク 債債  券券 通通貨貨

米国 37.9 -6.2 36.1 

カナダ 1.7 2.3 1.8 

メキシコ 0.6 0.7 0.7 

南アフリカ - - 0.0 

日本 16.5 18.6 16.7 

オーストラリア 1.7 2.0 1.8 

シンガポール 0.4 0.3 0.8 

中国 - 1.8 1.1 

マレーシア 0.4 - - 

ユーロ通貨圏 33.7 34.6 33.7 

オーストリア 1.2 1.3 

ベルギー 2.0 1.9 

フィンランド 0.5 0.8 

フランス 8.4 8.7 

ドイツ 6.3 5.6 

アイルランド 0.7 0.7 

イタリア 8.0 9.0 

オランダ 1.6 1.5 

スペイン 5.0 5.3 

非ユーロ通貨圏 6.7 6.8 7.0 

英国 5.4 5.2 5.5 

デンマーク 0.4 0.4 0.4 

スウェーデン 0.2 0.4 0.3 

ポーランド 0.5 0.7 0.6 

ノルウェー 0.2 0.2 0.3 

イスラエル 0.4 - 0.4 

キャッシュ等 39.1 - 

合合計計 110000..00  110000..00  110000..00  
※ベンチマークはＦＴＳＥ世界国債インデックス2021年7月の構成比率

※債券は発行国ベース、債券先物と金利先物(先物の売建てはマイナス表示)を含みます

※通貨は実質為替組入比率

※比率は対純資産総額、マザーファンドベース

国国    名名

*マザーファンドベース

＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象ファンドの運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

世界債券（A） / JDFワールド・ボンド・ファンドVA



 商品概要
 追加型投信／内外／資産複合
 世界各国の株式、債券及び短期金融商品等
 2001年10月30日
 原則無期限
 原則、毎年11月30日（休業日のときは翌営業日）

 設定来の運用実績 (2021年6月30日現在)  累積リターン (2021年6月30日現在)
直近1ヶ月

1.48%

1.28%

 

 コメント (2021年6月30日現在)  過去5期分の収益分配金（1万口当たり／税込）
第 15期(2016.11.30) ------------       0円
第 16期(2017.11.30) ------------       0円
第 17期(2018.11.30) ------------       0円
第 18期(2019.12.02) ------------       0円
第 19期(2020.11.30) ------------       0円

(2021年6月30日現在)

 株式組入上位5銘柄(マザーファンド・ベース) (2021年5月31日現在)

1
2
3
4
5

※発行国・地域を表示しています。 上位5銘柄合計

 債券組入上位5銘柄(マザーファンド・ベース) (2021年5月31日現在)

1
2
3
4
5

上位5銘柄合計

(対純資産総額比率)

 ポートフォリオの状況 (マザーファンド・ベース) (2021年5月31日現在)

資産別組入状況 株式組入上５業種
24.2% 組入上位５ヶ国・地域 通貨別組入状況  日本株式
38.6% アメリカ 42.7% 米ドル 44.8% 5.7%
28.1% 日本 36.3% 日本円 38.7% 2.8%
8.9% ドイツ 4.5% ユーロ 10.2% 2.5%
1.6% フランス 3.0% 英ポンド 1.6% 2.5%

円建債券 3.5% イギリス 1.6% その他 4.6% 2.1%
外貨建債券 (含 債券型投信0.0%) 10.8% ※国・地域は発行国・地域を表示しています。

8.6%
9.5% 3.9%

現金等 4.7% 3.1%
※短期金融商品には残存期間1年未満の債券を含みます。 2.7%

2.7%
*株式には投資証券、リート、ワラントを含みます。 2.5%
(対純資産総額比率)

I 030117-10

24.5%

7.1%

1.2%
1.2%
1.2%

日本
アメリカ

第156回 20年国債 0.4% 2036/03/20
米国国債 2.875% 2023/10/31

3.3%
3.1%

設定来

形    態
投資対象
設 定 日
信託期間
決 算 日

3ヶ月 6ヶ月 1年 3年

139.87%

ファンド 3.62% 9.77% 22.19% 27.13% 122.20%

ベンチマーク 2.38% 8.73% 17.81% 21.10%

純資産総額 6.9 億円

銘 柄 比率
アップル 1.8%

国・地域※
アメリカ

業 種
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器

マイクロソフト 1.7%

第989回 国庫短期証券 2021/10/25 日本 4.9%

ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
アルファベット

アマゾン・ドット・コム

アメリカ
日本

アメリカ
アメリカ

ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
サービス業

メディア・娯楽
小売

第51回 20年国債 2% 2021/06/21 日本 3.7%

銘 柄 国・地域※ 比率
米国国債 1.5% 2021/09/30 アメリカ 9.5%

組入銘柄数 351  銘柄

日本株式
外国株式 電気機器

　　その他

 外国株式

　　北米
　　欧州

機械
情報・通信業
化学
サービス業

* 各々のグラフ､表にある比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。* 日本株式は東証33業種、外国株式はMSCI/S&P GICS※に準じて表示しています。※MSCI/S&P GICSとは、ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞがMSCI Inc.と
共同で作成した世界産業分類基準（Global Industry Classification Standard =GICS）です。
* 未払金等の発生により「現金等」の数値がマイナスになることがあります。

円建短期金融商品*
外貨建短期金融商品* ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ

ﾒﾃﾞｨｱ･娯楽
ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾊｰﾄﾞｳｪｱ及び機器
銀行

【米国株式】月間騰落率は、S&P500種指数が＋2.22％、ダウ工業株30種平均は－0.08％、ナス
ダック指数は＋5.49％。米国株式は一部弱かったものの堅調でした。米国では経済の活動再開の
動きが広がるなかで、インフレが潜在的なリスクとして意識される一方、インフレ懸念は一時的に
留まるとの見方も強く、市場の物色テーマは目まぐるしく変化しました。米国の金融当局の幹部か
らは緩和縮小の前倒しを示唆する発言があった一方で、別の幹部からはインフレ懸念を打ち消す
発言なども相次ぎ、金融緩和の段階的縮小や利上げ開始時期を巡る思惑が交錯しました。さらに、
新型コロナについては感染力の強い変異種が拡大して新たな不安材料となったものの、経済正常
化への期待も根強く、米国株式相場は総じて堅調に推移しました。
【欧州株式】MSCIヨーロッパ･インデックスの月間騰落率は＋1.64％。月上旬は、英国を中心とした
新型コロナのデルタ株の感染拡大を受けて市場は下落する場面もありましたが、米国が多数の
国々への渡航規制を緩和したことなどが好感され、堅調に推移しました。月中旬は、デルタ株の感
染拡大により行動規制解除の遅延リスクが懸念されたほか、米金融政策の見通しに関し不透明
感が浮上したことが嫌気され、市場は弱含みでの推移となりました。月下旬は、企業買収関連の
ニュースが投資家心理を下支えしたほか、一部の欧州経済指標が良好な内容であったことから、
市場は底堅い動きとなりました。英中銀が金融政策委員会（MPC）で政策金利の据え置きを発表し、
早期金融引き締めを否定したことも好材料となりました。
【日本株式】TOPIX（配当込）は＋1.19％。当月の東京株式市場は、米国における早期利上げに対
する警戒感から一時大きく下げる場面もありましたが、すぐに値を戻しました。
コロナワクチン接種の進展を背景とした経済正常化への期待や、米国株の堅調な動きなどが支え
となり、株価は堅調に推移して始まりましたが、日米の中央銀行会合の開催を月半ばに控え、
徐々に様子見姿勢を強めていきました。FOMC（米連邦公開市場委員会）の結果、FRB（米連邦準
備制度理事会）による利上げ時期が2024年から2023年へと前倒しされる見通しが示されると、株
価は弱含み、そしてFRBの一部高官の発言を受け、利上げ時期が2022年へとさらに前倒しされる
との可能性が浮上すると、21 日の日本株式市場は急落し、日経平均株価は1,000円近く値を下げ
ました。しかし翌日には急回復し、その後は早期利上げに対する過度な懸念が後退する中で、株
価は狭いレンジで推移して月を終えました。
【海外債券】米国債相場は上昇。米10年国債利回りは前月の1.59％から1.44％へ。その他先進国
債も上昇。ユーロ建10年国債利回りは前月の－0.26％から－0.36％へ、イギリスの10年国債利回
りは0.80％から0.72％へ、カナダの10年国債利回りは1.42％から1.34％へ。
【国内債券】国内債券相場は、NOMURA-BPI総合で＋0.07％。10年国債利回りは0.09％から
0.07％へ。
【為替】米ドル／円相場は、約1.46％の円安（1米ドル＝109.4円→110.99円）。
ユーロ／円相場は、約1.59％の円高（1ユーロ＝133.75円→131.62円）。
(※文中の騰落率は表記の無い限り現地月末、現地通貨ベース、為替はWMロイターを使用。)

当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨（有価証券の勧誘）を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料は、信頼できる

情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更す

ることがあります。

①日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融商品に分散投資を行

ないます。

②資産配分については、複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調

整を行ないます。

③株式部分については、個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成

長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

④株式以外の部分については、安定性を重視した運用を行ないます。

※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です｡ただし､購入時手数料およ

び収益分配金にかかる税金は考慮していません。ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。※基準価額は

運用管理費用控除後のものです。※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※上記コメントは、資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証する
ものではありません。また、為替相場等の影響により当ファンド、およびベンチマークの動
向と異なる場合があります。

6,000

10,000

14,000

18,000

22,000

26,000

01/10 06/08 11/07 16/06 21/05

累積投資額（基準価額）

ベンチマーク
基 準 価 額 22,220円

（円）

(設定時)

※発行国・地域を表示しています。

※上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表

記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

※累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。

※ベンチマーク：複合ベンチマーク（円ベース）

※複合ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ (円ﾍﾞｰｽ)は、TOPIX(配当込)(25%)、MSCIワールド･インデックス(除く日本/税引前配当金込)(25%)、FTSE日本国債インデックス

（日本円ベース）(15%)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(10%)、FTSE世界マネーマーケット･インデックス1ヶ月ユーロ預金インデックス(円セク

ター)(15%)、FTSE米短期国債インデックス１ヶ月米国債インデックス(10%)から構成されています。

※ベンチマークは各インデックスの公表数値をもとに月末時のみ算出しておりますが、設定が月末ではないものについては、設定日ベンチマーク

を委託会社が調整して算出しております。

＊TOPIX（配当込）とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。

＊東証株価指数（TOPIX）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・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標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、本商品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 ワールド・インデックス(除く日本/税引前配当金込)とは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。

MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を

推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するもので

はなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

＊FTSE日本国債インデックス(日本円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、FTSE世界マネーマーケット・インデックス1ヶ月ユーロ預金

インデックス(円セクター)、FTSE米短期国債インデックス1ヶ月米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデッ

クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

＜参考＞　グッドステージ - 新変額個人年金保険[投資対象となる投資信託の運用レポート] 2021年

6月末現在

・当資料は、「グッドステージ-新変額個人年金保険」の各特別勘定が主たる運用対象とする投資信託について運用状況等を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の
勧誘を目的としたものではありません。

・当資料で開示される投資信託の運用状況等はあくまで参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有しているわけではありません。特別勘定のユニット・プライス等については、「特別勘定レ
ポート」にてご確認下さい。

・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニット・プライスの値動きとは異なります。ユニット・プライス算出のためには、組入れファンドの損益に、保険契約の異動（解約・積立
金移動等）に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、為替ヘッジコスト（為替ヘッジ付の特別勘定の場合）、特別勘定管理運営費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用実績を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、各運用会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切の責任を負
いません。

世界バランス（A） / フィデリティ・バランス・ファンドVA2


