
特別勘定運用レポート
（組入投資信託の運用状況）

特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ

バランスWF ファンドラップ運用戦略F（中庸型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 1

バランスSS グローバル3倍3分法オープン 日興アセットマネジメント株式会社 2

バランスSK 世界経済パッシブファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 3

バランスPM
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファ
ンド

ピクテ投信投資顧問株式会社 4

国内株式NK 日経225 パッシブファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

5

国内株式ES
日本株式ESG セレクト・リーダーズパッシブ
ファンド

6

外国株式UG UBS USグロース株式ファンド UBSアセット・マネジメント株式会社 7

外国株式DJ SMTAMダウ・ジョーンズパッシブファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

8

外国株式GP 外国株式パッシブファンド 9

リートJR J-REIT・リサーチファンド 10

リートGR グローバルリートインデックス・オープン 11

国内債券KP 日本債券パッシブファンド 12

外国債券GP 外国債券パッシブファンド 13

マネー マネープールファンドAL 14
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えらんで､ そなえる /組入投資信託の運用状況

MSPL-2110-B-0373-00



 
｢えらんで、そなえる」特別勘定に関するお知らせ 

 

当商品では、特別勘定の主な投資対象として投資信託を用いております。今般、この投資信託の運用会社の商号が、

下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。 

なお、運用会社の商号以外には投資信託の運用方針などの変更はございません。また、この変更に関してお客さま

が必要なお手続きは特段ございません。 

 

記 
 

特別勘定に組入れられている投資信託の運用会社の商号変更について 

 

（1）変更対象 
 

ファンドコード 特別勘定の名称 投資信託の名称 

05182 バランス PM ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 

   

（2）変更内容 

投資信託の運用会社である「ピクテ投信投資顧問株式会社」は、2022 年 7 月 1 日付で「ピクテ・ジャパン株式会社」

に商号を変更いたします。 

変更前 変更後 

 ピクテ投信投資顧問株式会社  ピクテ・ジャパン株式会社 

 

（3）各種資料における記載について 

「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」等におきましては、該当箇所を上記「（2）変更内

容」にお読替えいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

以上 

 

このご連絡に関しまして、お客さまのお手続きは不要です。 

MSPL-2204-B-0287-00 

本件に関するご照会先 

三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター 

フリーダイヤル 0120-81-8107 受付時間：月～金（祝日・年末年始を除く）  9：00～17：00 
（ハイ、パートナー） 

※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意ください。 



特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって

当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項
・当資料はご契約者さま等に対し、三井住友海上プライマリー生命のえらんで、そなえる〔災害保障型変額終身保険〕の
特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況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。
・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもので
はありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくもの
であり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてその
まま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プ
ライマリー生命は一切の責任を負いません。
・商品内容につきましては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「ご契約のしおり・約款」および「特別
勘定のしおり」等をご覧ください。

この保険商品についてご確認いただきたい事項
■この保険のリスクについて
・�この保険は、特別勘定の運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動（増
減）します。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用
されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、死亡保険金、解約払戻金等のお受
取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
・�お客さまが積立金の移転（スイッチング）を行った際には、選択した特別勘定の種類によって
は基準となる指標やリスクの種類が異なる場合がありますのでご注意ください。

■ご負担いただく費用について
この保険では、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解
約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照ください。
■その他
・変額終身保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するもので
はありません。
・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。こ
れは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあること等によるもの
です。

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって①



諸費用について
この保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
1．すべてのご契約者にご負担いただく費用
下記の費用を控除した上で、ユニットプライス・ユニット数は計算されます。

項 目 目 的 費 用 時 期

保険関係費
ご契約の締結および維持等に必要な
費用ならびに災害死亡保険金等を 
支払うための費用

積立金額に対して年率1.2％
左記の年率の1/12を乗じた金額を特別
勘定繰入日とその月単位の応当日に控除

資産運用関係費 特別勘定の運用にかかわる費用 特別勘定ごとに異なります。
詳しくは下記をご覧ください。

各特別勘定の資産残高に対して所定の 
年率の1/365を乗じた金額を毎日控除

特別勘定の名称 資産運用関係費
（消費税込・年率）

バランスWF 0.605％程度

バランスSS 0.253％程度

バランスSK 0.286％程度

バランスPM 0.3685％程度
+投資先投信費用＊

国内株式NK 0.176％程度

特別勘定の名称 資産運用関係費
（消費税込・年率）

国内株式ES 0.176％程度

外国株式UG 0.704％程度

外国株式DJ 0.253％程度

外国株式GP 0.253％程度

リートJR 0.462％程度

特別勘定の名称 資産運用関係費
（消費税込・年率）

リートGR 0.275％程度

国内債券KP 0.154％程度

外国債券GP 0.209％程度

マネー 0.066％程度

＊ 合計の概算で最大1.241%程度

ご注意

・資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の費用・税金、
監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。
これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されること
となります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。

・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

2．特定のご契約者にご負担いただく費用
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。

項 目 目 的 費 用 時 期

死亡保障
特約費用

死亡保障コースを選択した場合の 
保障にかかる費用

性別・年齢ごとに異なります。
基本保険金額に対して

年率0.1325～0.7198%
契約日から2年経過後、基本保険金額に
対して、所定の年率の1/12を乗じた
金額を特別勘定繰入日の月単位の応当日
に控除介護保障

特約費用
介護・認知症保障コースを選択した
場合の保障にかかる費用

性別・年齢ごとに異なります。
基本保険金額に対して

年率0.2539～0.9530%

積立金
移転手数料

1保険年度16回目から、インター
ネット以外の方法で、積立金を移転
する際にかかる費用

1回につき2,500円 積立金の移転時に積立金額から控除

遺族年金支払特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用
項 目 目 的 費 用 時 期

年金管理費 ご契約の維持に必要な費用ならびに
年金等を支払うための費用 年金額に対して1％ 年金支払日に責任準備金から控除

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

解約・一部解約または年金へ移行する時にご負担いただく費用
契約日（増額部分については増額日）から解約日、一部解約日もしくは年金への移行日の前日までの年数が10年未満の
場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じて解約控除対象額（解約の場合は基本保険金額、一部解約の場合は一
部解約請求金額）に解約控除率を乗じた金額（解約控除額）が積立金額から差引かれます。
契約日（増額日）
からの経過年数 1年未満 1年以上

2年未満
2年以上
3年未満

3年以上
4年未満

4年以上
5年未満

5年以上
6年未満

6年以上
7年未満

7年以上
8年未満

8年以上
9年未満

9年以上
10年未満 10年以上

解約控除率 3.5％ 3.1％ 2.8％ 2.4％ 2.1％ 1.7％ 1.4％ 1.0％ 0.7％ 0.3％ 0％

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって②



組入投資信託の運用状況

1

特別勘定の名称：バランスWF

ファンドラップ運用戦略F（中庸型）

ファンド名：ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用） 作成基準日：

①

※

②

③

④

⑤

⑥

※

●基準価額等

※純資産総額は百万円未満四捨五入

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨
建資産について為替ヘッジを行うマザーファンドの
受益証券を組み入れる場合があります。

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等
並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。

2022年4月28日

主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先
進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不動
産投資信託証券（以下「国内リート」）、海外不動
産投資信託証券（以下「海外リート」）、コモディティ
を実質的な投資対象とする複数の投資対象ファン
ドへの投資を通じて、幅広い資産に分散投資し、
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
います。

国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リー
ト、海外リート、コモディティを実質的な投資対象と
する投資対象ファンドへの投資割合の合計は、純
資産総額に対して75％未満とします。

投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高
位を維持します。

ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正し
た基準価額を基に算出しています。

運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場
合があります。

各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、
各資産の期待リターンやリスク、各資産間の相関
係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性
等をもとに決定します。

基準価額（分配金再投資）

基準価額（分配金再投資）

基準価額の推移（当ファンド）

ファンドの特色

信託財産の構成

基準価額の騰落率

（注）対純資産総額比

ファンドの状況

前 月 末 比

基 準 価 額 10,284円 -126円

解 約 価 額 10,284円 -126円

純 資 産 総 額 2,296百万円 +89百万円

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

ファンド設定日：2021/08/06

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

ファンド

名称 配分比率
月間寄与額

(概算）
月間騰落率

国内株式インデックス マザーファンド -49円

国内債券インデックス マザーファンド -6円

外国株式インデックス マザーファンド -72円

外国債券インデックス マザーファンド +2円

新興国株式インデックス マザーファンド -7円

新興国債券インデックス マザーファンド -1円

J-REITインデックス マザーファンド -10円

グローバルREITインデックス マザーファンド +11円

グローバル・コモディティ（米ドル建て） マザーファンド +23円

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） -13円

短期資産 -4円

合計 -126円

バランスWF

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。



組入投資信託の運用状況

2

特別勘定の名称：バランスSS

グローバル3倍3分法オープン

■ 投資信託の特徴

■ 純資産総額 ■ 設定日 ■ 基準価額の推移

■ 基準価額騰落率 表示桁数未満四捨五入

■ ベンチマーク

なし

■ 資産構成比率(%) ■ 通貨別構成比率(%)

日本株式先物

海外先進国株式

海外新興国株式

日本リート

海外先進国リート

日本国債先物

米国国債先物

ドイツ国債先物

イギリス国債先物

豪州国債先物

合計

現金その他

その他 20.1

日本円 35.2
アメリカドル 32.1
ユーロ 4.5
香港ドル 4.3
オーストラリアドル 3.8

株式

不動産投信

債券

297.0
22.1

20.5
18.9
19.2
20.3
19.5
40.2
39.8
39.5
39.7
39.4

58.6

39.8

198.6

297.0
22.1

※「資産構成比率」「通貨別構成比率」の比率は、対純資産総額です。

※基準価額の騰落率は、分配金（税引前）を再投資し計算しています。

3年 設定来

基準価額 △ 4.53 △ 5.72 △ 11.24 － － △ 11.78

% 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

【運用会社】日興アセットマネジメント株式会社

1. 実質的に、世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行ない、収益の獲得をめざします。
2. 世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資
を行ないます。
3. 年1回、決算を行ないます。

5.48 億円 2021年7月27日

2022年4月28日現在

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

21/07/27 21/09/20 21/11/14 22/01/08 22/03/04 22/04/28

(円)

【投資信託の運用レポート】 ＜月次＞

グローバル3倍3分法オープン（適格機関投資家専用）

バランス SS

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。



組入投資信託の運用状況

3

特別勘定の名称：バランスSK

世界経済パッシブファンド

ファンド名：私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

①

※

②

③

④

⑤

⑥

※

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

各マザーファンドの基本組入比率は、年1回見直
しを行います。

実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原
則として行いません。

ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正し
た基準価額を基に算出しています。

各マザーファンドの基本組入比率は、地域別の
GDP（Gross Domestic Product（国内総生産））総
額の比率に基づき決定します。また、各マザー
ファンドの組入比率には一定の変動許容幅を設け
ます。

株式と債券の基本資産配分比率は、株式50％、
債券50％とします。

主として、国内株式インデックス マザーファンド、
国内債券インデックス マザーファンド、外国株式イ
ンデックス マザーファンド、外国債券インデックス
マザーファンド、新興国株式インデックス マザー
ファンド及び新興国債券インデックス マザーファン
ドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式（DR
（預託証券）を含みます。）及び債券に実質的に分
散投資することでリスクの低減を図ります。

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等
並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。

運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場
合があります。

2022年4月28日

基準価額（分配金再投資）

基準価額（分配金再投資）

ファンドの特色

前 月 末 比

基 準 価 額 10,107円 -232円

解 約 価 額 10,097円 -232円

純 資 産 総 額 808百万円 +46百万円

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

●基準価額等

名称 組入比率 基本組入比率 月間寄与額(概算） 月間騰落率

国内株式インデックス マザーファンド -7円

国内債券インデックス マザーファンド -1円

外国株式インデックス マザーファンド -126円

外国債券インデックス マザーファンド 5円

新興国株式インデックス マザーファンド -83円

新興国債券インデックス マザーファンド -18円

短期資産 -2円

合計 -232円

※対純資産総額比

基準価額の騰落率

ファンド設定日：2021/08/06

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

ファンド

信託財産の構成

※純資産総額は百万円未満四捨五入

ファンドの状況

基準価額の推移（当ファンド）

バランス SK

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：バランスPM

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

2015/2/16 2017/2/16 2019/2/16 2021/2/16

基準価額

（円）

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド -1.25% -3.50% -1.76% 13.08% 21.19%

2022/4/28 2022/3/31

株式 30.3%      32.7%      

債券 36.9%      32.0%      

オルタナティブ 17.9%      17.5%      

キャッシュ・短期金融商品等 14.9%      17.8%      

合計 100.0%      100.0%      

直近の純資産総額推移

21/6末 21/9末 21/12末 22/3末

2,203億円 2,562億円 2,862億円 2,914億円

2,890億円

（作成基準日：2022年4月28日）

【設定来の基準価額の推移】 【マザーファンドの資産別構成比】

【マザーファンドの純資産総額】

【マーケット概況】

＜世界の株式市場＞

世界株式市場は、米連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な金融引き締めに動くとの見方が強まったことや、ウクライナ情勢の懸念などを受けて下落しました。中

国の主要都市で都市封鎖が実施されたことも、株価の重荷となりました。業種別では、コミュニケーション・サービス、情報技術、一般消費財・サービスなどが大きく

下落した一方、生活必需品が上昇しました。

＜世界の国債市場＞

世界国債市場は、FRBがバランスシート縮小の開始時期の前倒しや、0.5%の連続利上げを示唆したことから、大幅に下落（利回りは上昇）しました。ユーロ圏のイン

フレ懸念を背景に欧州中央銀行（ECB）政策委員会メンバーの多くが利上げを視野に金融引き締め姿勢を強めたことも、下落要因となりました。

＜為替市場＞

ドル・円為替市場はFRBがタカ派色を強めたことで、円安・ドル高が進行しました。また日銀が緩和的な金融政策を据え置くと発表したことで、月末にかけて円安が

加速しました。ユーロ・円為替市場は、ロシアがポーランドとブルガリアに対し天然ガスの供給停止を決定したことなどを嫌気して、円高・ユーロ安が進行しました。

【投資行動】

当月の投資行動は、資産配分において、株式やキャッシュの組入比率を引下げて債券へとシフトしました。株式部分では、ロボティクス株式や中国A株（ETF）などを

売却して、景気変動の影響を受けづらいヘルスケア株式（ETF）を新たに組入れました。オルタナティブ部分では、コモディティ（ETF）やフィジカル・ゴールドなど商品

関連の戦略の組入比率を高めました。債券部分では、ユーロ建て債券（円）や世界の社債などを売却してクレジットリスクを一段と抑制する一方、米英の中短期債

の比率を高めました。

その結果、当月末の基準価額は前月比でマイナスとなりました。株式部分では、世界高配当公益株式など一部を除き、多くの戦略がマイナス寄与となりました。債

券部分では、米ドル建て公共債（円）のリターンが振るいませんでした。オルタナティブ部分では、フィジカル・ゴールドやコモディティ（ETF）など商品関連の戦略が前

月に引き続きプラスに寄与しました。

【今後のポイント】

今後の方針については、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や、米国の利上げ、中国での都市封鎖など、不透明要因が随所に見られます。このため、中国株や

テーマ株など、長期的な成長が見込まれる戦略を削減し、保守的な投資スタンスを強める方針です。また米国では住宅ローン金利の上昇で住宅市況が鈍化し始め

るなど、金融引き締めの効果も表れつつあります。このため、慎重姿勢としてきた債券については、利上げの影響を見極めた上でポジションを調整する方針です。

（※将来の市場環境の変動等により、上記の内容が変更される場合があります。）

※当コメントの内容は作成日現在のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。

【基準価額の騰落率】

(注)上記の騰落率は、税金控除前であり、実際の投資者利回りとは異なります。また、将来の運用成果等を示唆あ

るいは保証するものではありません。

●当資料は、ピクテ投信投資顧問株式会社が設定・運用する適格機関投資家私募投資信託に関する情報の提供を目的として当社が作成した資料です。●投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、
為替変動リスクもあります）に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。●当資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、
その正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料中に示された意見等は、作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありませ
ん。●当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。●当ファンドは、適格機関投資家私募投資信託のため有価証券届出書の提出は行っておりません。●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、
経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。

※基準価額は信託報酬等控除後。

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)
＜運用：ピクテ投信投資顧問株式会社＞

グバML040113

バランス PM

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：国内株式NK

日経225 パッシブファンド

ファンド名：私募日経225パッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

● 運用方針

ファンド設定日：2021/08/06

● 資産構成比

● 株式銘柄数

比 率※2

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

コール・その他

225銘柄

6ヶ月

銘　　　柄 比率※

1年

株　　式　　比　　率

うち現物

うち先物

・

・

・

・

●

●

ファンド

1ヶ月 3ヶ月

業　種※1

-356円

-356円

テルモ

東京エレクトロン

ソフトバンクグループ

ＫＤＤＩ

ファナック

京セラ

ＴＤＫ

-0百万円

－

－

純資産総額 90百万円

－

エヌ・ティ・ティ・データ

中外製薬

ソニーグループ

トヨタ自動車

エムスリー

アステラス製薬アドバンテスト

比率※

ファーストリテイリング

3年 5年 10年 設定来

基準価額

解約価額

9,803円

9,803円

前月末比

2022年4月28日

主としてわが国の株式に投資し、日経平均株価（日経
225）※と連動する投資成果を目指します。
株式の実質組入比率は、原則として高位を維持しま
す。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたと
き等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド
方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド
（私募日経 パッシブファンド（適格機関投資家専
用））とし、その資金をマザーファンド（日経 インデッ
クス マザーファンド（ ））に投資して、実質的な運用は
マザーファンドで行う仕組みです。
投資対象等
「日経225インデックス マザーファンド（S）」
ベンチマーク
日経平均株価（日経225）

－

－ －－

精密機器

－

－

－

－

－

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

超過収益率

第一三共

オリンパスリクルートホールディングス

ダイキン工業

信越化学工業

銘　　　柄
電気機器

情報・通信業
小売業
化学

医薬品
サービス業
輸送用機器

機械
食料品

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資

ベンチマーク

※1 東証 業種ベース ※2 対純資産総額比 ※対純資産総額比

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移

組入上位 業種（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

組入上位 銘柄（マザーファンド）

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した
基準価額を基に算出しています。

日経平均株価（日経 ）とは、株式会社日本経済新聞社が独自に開発した手法

により、東京証券取引所プライム市場上場銘柄のうち代表的な 銘柄を対象と

して算出される株価指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は日本経済新

聞社に帰属します。日本経済新聞社は当ファンドを保証するものではなく、当ファ

ンドについて一切の責任を負いません。

※

※純資産総額は百万円未満四捨五入

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

国内株式NK

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：国内株式ES

日本株式ESG セレクト・リーダーズパッシブファンド

ファンド名：私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

● 運用方針

ファンド設定日：2021/08/06

● 資産構成比

● 組入銘柄数

業　種※1 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ構成比

電気機器
輸送用機器

化学
情報・通信業

医薬品
機械

サービス業
保険業
陸運業

その他製品

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

－

－

－

－

－

-225円

-225円

3年 5年 10年 設定来

基準価額

解約価額

10,209円

10,209円

前月末比

2022年4月28日

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している
株式に投資し、 ジャパン セレクト・リーダーズ
指数（配当込み）※に連動する投資成果を目指しま
す。
株式への実質投資割合は、原則として高位を維持しま
す。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたと
き等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド
方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド
（私募日本株式 セレクト・リーダーズパッシブファン
ド（適格機関投資家専用））とし、その資金をマザーファ
ンド（日本株式 セレクト・リーダーズインデックスマ
ザーファンド）に投資して、実質的な運用はマザーファ
ンドで行う仕組みです。
投資対象等
「日本株式 セレクト・リーダーズインデックスマザー
ファンド」
ベンチマーク

ジャパン セレクト・リーダーズ指数（配当込
み）

－

－ －－

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

超過収益率

伊藤忠商事

日本電信電話

ソフトバンク

東京海上ホールディングス

村田製作所

アステラス製薬

ファーストリテイリング

オリエンタルランド

銘　　　柄 比率※

トヨタ自動車

第一三共

東京エレクトロン

信越化学工業

リクルートホールディングス

日立製作所

ソニーグループ

キーエンス

任天堂

ＫＤＤＩ

三井住友フィナンシャルグループ

ダイキン工業

+2百万円

－

－

純資産総額 39百万円

－

コール・その他

217銘柄

比 率※2 銘　　　柄 比率※

株　　式　　比　　率

うち現物

うち先物

・

・

・

・

●

●

ファンド

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資

ベンチマーク

※1 東証 業種ベース ※2 対現物株式評価額比 ※対純資産総額比

ファンドの特色 ファンドの状況

●基準価額等

基準価額の推移

組入上位 業種（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

組入上位 銘柄（マザーファンド）

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した
基準価額を基に算出しています。

ジャパン セレクト・リーダーズ指数は、 が開発した株価指数で、

親指数（ ジャパン トップ 指数：時価総額上位 銘柄）構成銘柄の中か

ら、親指数における各 業種分類の時価総額 ％を目標に、 評価に優れ

た企業を選別して構築される指数です。この選別手法により、 評価の高い企

業を選ぶことで発生しがちな業種の偏りが抑制されています。「配当込み」指数は、

配当収益を考慮して算出した指数です。

※

※純資産総額は百万円未満四捨五入

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

第1期(2022.04.05)分配金  0.00円

基準価額の騰落率

国内株式 ES

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：外国株式UG

UBS USグロース株式ファンド

米国株式は、下値を試す展開を予想します。積極的な利上げが見込まれる中、ミクロ・マクロ経済の健全な成長の両立が難しくなるとみられています。中国のロックダウン、ウクライナでの戦闘の長期化、西側諸国によるロシアへの経済制裁の強化
などが世界経済とインフレ（見通し）に悪影響を与えており、バリュエーションが将来の金利動向に左右されやすいテクノロジー株やグロース株が売られやすい地合いが続くとみています。

このような環境下、ファンドにおいては引き続きコミュニケーション・サービス、ヘルスケアなどのセクターを選好する一方、生活必需品、不動産などのセクターに対して慎重な見方を維持しています。コミュニケーション・サービスセクターではインタラク
ティブ・メディアおよびサービス、ヘルスケアセクターではヘルスケア機器・用品などに注目しています。一方、生活必需品セクターは飲料などへの限定的な投資にとどめ、不動産セクターは投資を手控えています。また、情報技術セクターについて
は、半導体・半導体製造装置などを選好する一方、情報技術サービスなどに対して慎重な見方をしています。今後も、リスクを慎重に管理しながら「高い成長力を有する企業に割安感がある価格で投資する」という原則を重視して運用を行います。

9 トランスダイム・グループ 資本財・サービス New York 2.4%

10 オラクル 情報技術 New York 2.4%

■■今今月月のの運運用用実実績績
6 アッウ゛ィ ヘルスケア New York 3.6%

当月は大半の銘柄がパフォーマンスにマイナスの影響を及ぼし、中でもアルファベット、アマゾン・ドット・コム、半導
体メーカーのエヌビディアなどが振るいませんでした。アルファベットとアマゾン・ドット・コムは、四半期決算の内容
が投資家の失望を誘い、株価が下落しました。エヌビディアは、景気動向や地政学的リスクの影響を受けて、東欧
諸国および中国からの需要が減退するとの懸念などから、株価が下落しました。

一方、アルコール飲料メーカーのコンステレーション・ブランズは、パフォーマンスにプラス寄与しました。4月は生活
必需品セクターが全般に健闘したことに加え、市場予想を上回る四半期決算の内容も買い材料となり、株価が上昇
しました。

7 エヌビディア 情報技術

※組入比率は、マザーファンドの純資産総額に占める割合です。（四捨五入処理）

■■今今後後のの見見通通ししとと運運用用方方針針

5 ビザ 情報技術 New York 4.5%

NASDAQ 3.4%

8 ロウズ 一般消費財・サービス New York 2.7%

8.3%

3 アルファベット（クラスＡ株） コミュニケーション・サービス NASDAQ 7.9%

4 マイクロソフト 情報技術 NASDAQ 7.9%

※業種別構成比は、マザーファンドの純資産
総額に占める割合です。（四捨五入処理）生活必需品 2.9% その他 1.1%

■■株株式式  組組入入上上位位１１００銘銘柄柄 ■■今今月月のの市市場場動動向向
組入銘柄数 42

米国株式市場は下落しました。月の前半、米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派的な発言や、3月の米連邦
公開市場委員会（FOMC）議事録の内容に反応して長期金利が上昇した影響を受けて、株価は下落基調となりまし
た。また、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化を背景に資源価格の高騰が続き、さらなるインフレ高進が懸念され
たことも、株価の下押し材料となりました。月の後半は、中国における新型コロナウイルスの感染者数増加とロック
ダウン（都市封鎖）の拡大に加え、パウエルFRB議長がインフレ抑制のため積極的な利上げを実施する姿勢を示し
たことから、経済成長および企業業績への影響を懸念する見方が強まり、株価は一段と下落しました。

銘柄名 業種 市場 比率

1 アップル 情報技術 NASDAQ 9.0%

2 アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス NASDAQ

資本財・サービス 5.9% 公益事業 0.0%
※資産構成比は、マザーファンドの純資産
総額に占める割合です。（四捨五入処理） エネルギー 1.8% 不動産 0.0%

合計 100.0% ヘルスケア 12.7% 素材 0.0%

キャッシュ・その他 2.3% 一般消費財・サービス 20.2% コミュニケーション・サービス 11.7%

40.1% 金融 1.2%

356.6%

※設定来のパフォーマンス計測における基準日について、ファンドは設定日（2013年7月11
日）、参考指標はファンドにおける株式組入れ開始日の2013年7月17日としております。参考
指数は、ラッセル1000グロース指数（配当込、円換算ベース）を指数化したものです。
※騰落率は各応答日で計算しています。応答日が休業日の場合は前営業日の数値で計算し
ています。
※基準価額の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。 ※上記グラフは設定日から報告基準日までのデータを表示しています。

※基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後、ファンドの分配金（1万口当たり、
　税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定した場合の価額です。

ポポーートトフフォォリリオオ・・市市場場のの状状況況

■■資資産産構構成成比比 ■■業業種種別別構構成成比比

参考指数 -7.9% 1.6% -5.5% 12.1% 84.0%

設定来

ファンド -9.8% 0.3% -8.2% 7.0% 71.5% 336.9%

現物資産（株式） 97.7% 情報技術

■■基基準準価価額額（（分分配配金金再再投投資資））のの騰騰落落率率

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

基準価額（円） 43,687 48,423

3年

下記は基準日時点におけるデータであり、将来の成果を示唆・保証するものではなく、市場動向等により変動します。また、
いかなる個別銘柄の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等の行為を推奨するものではありません。ポートフォリオ
の内容は市場動向等を勘案して随時変更されます。本資料で使用している指数等に係る知的所有権、その他一切の権利
は、当該指数等の開発元または公表元に帰属します。下記の市場概況と今後の見通しは、本資料作成時点のものであり、
将来の動向や結果を示唆、保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もあります。
© UBS 2022. キーシンボル及びUBSの各標章は、UBSの登録又は未登録商標です。UBSは全ての権利を留保します。

基基準準日日::        22002222..0044..2288

UBSアセット・マネジメント

UUSSググロローースス株株式式フファァンンドド（（適適格格機機関関投投資資家家向向けけ））

-4,736

純資産総額（百万円） 29,341 31,977 -2,636

フファァンンドドのの主主なな特特色色

・・主主ににUUBBSS  UUSSググロローースス株株式式ママザザーーフファァンンドド（（以以下下「「ママザザーーフファァンンドド」」））とといいいいまますす））へへのの投投資資をを通通じじてて、、高高いい収収益益性性、、成成長長性性がが期期待待さされれ
    るる米米国国株株式式にに投投資資をを行行いい、、信信託託財財産産のの中中長長期期的的なな成成長長をを目目指指ししてて運運用用をを行行いいまますす。。
・・株株式式のの銘銘柄柄選選択択ににああたたっっててはは、、将将来来のの成成長長余余地地ややそそのの持持続続期期間間ににつついいてて、、市市場場でで過過小小評評価価さされれてていいるる優優れれたた企企業業でで、、株株価価上上昇昇
    がが期期待待ででききるる銘銘柄柄をを選選別別ししまますす。。
・・実実質質外外貨貨建建資資産産ににつついいててはは、、原原則則ととししてて対対円円ででのの為為替替ヘヘッッジジをを行行いいまませせんん。。

運運用用実実績績

■■フファァンンドドデデーータタ

2022年4月28日 2022年3月31日 差

■■基基準準価価額額（（分分配配金金再再投投資資））のの推推移移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2013/7/11 2016/6/16 2019/5/23 2022/4/27

（円）

（年/月/日）（設定日）

基準価額（分配金再投資）

外国株式UG

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：外国株式DJ

SMTAMダウ・ジョーンズパッシブファンド

ファンド名：私募SMTAMダウ・ジョーンズパッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

ファンド設定日：2021/8/6

組入銘柄数

比 率※2

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

1年

11,232円

－ －

純資産総額 176百万円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

ファンド

-45円

+11百万円

3年

基準価額 11,254円

2022年4月28日

設定来

－

30銘柄

解約価額

比 率※ 銘     柄 比 率※	

●
・

・

・

・

●

●

－ － －

－ －

運用方針
主としてマザーファンド受益証券に投資し、ダウ・ジョーンズ
工業株価平均（ ダウ）（円ベース）※と連動する投資成果
を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行
いません。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに
投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない
場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式
とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（私募

ダウ・ジョーンズパッシブファンド（適格機関投資家
専用））とし、その資金をマザーファンド（ ダウ・
ジョーンズ米国株式マザーファンド）に投資して、実質的な
運用はマザーファンドで行う仕組みです。
投資対象等
SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
ベンチマーク
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）（円ベース）

5年 10年

－

－

前月末比

-45円

うち先物株式

コール・その他

株　　式　　比　　率

うち現物株式

ベンチマーク －

超過収益率 －

ヘルスケア機器・サービス
各種金融
小売
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

食品・生活必需品小売り
保険

銘     柄業     種
※1

ソフトウェア・サービス
資本財
医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資）

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移

組入上位１０業種（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

●資産構成比

●

組入上位２０銘柄（マザーファンド）

（※）

ファンドの特色

※純資産総額は百万円未満四捨五入

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

第1期(2022.04.20)分配金  0.00円

ファンドの特色ファンドの特色

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した

基準価額を基に算出しています。

※ 業種は 分類（産業グループ）によるものです。 に関する

知的所有権等は および に帰属します。
※ 対純資産総額比

ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、 が米国を代表する優良 銘

柄を選出し、指数化したものです。 年に 種平均株価として誕生し、現在では米国株

式の値動きを示す代表的な株価指数として知られ、日本では「ダウ平均」、「 ダウ」、「ダ

ウ工業株 種」などと呼ばれています。

｢ （ ） Index®」（「ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円

ベース）」）は、 の一部門である （以下「 」）の

商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Poor’s®お

よびS&P®は、 の一部門である Poor’s （以

下「 」）の登録商標で、DJIA®、 Dow®、 Jones®および

は （以下「 」）の登録商標であり、こ

れらの商標を利用するライセンスが に、特定目的での利用を許諾するサブライセン

スが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、 、 、 またはそ

れぞれの関連会社によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、こ

れら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、

の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

外国株式DJ

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：外国株式GP

外国株式パッシブファンド

ファンド名：私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

ファンド設定日：2013/2/28

組入銘柄数

国・地域 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ構成比

米国
英国

カナダ
フランス
スイス

オーストラリア
ドイツ

オランダ
スウェーデン

香港

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

米国
米国

米国
米国

米国
米国

米国
米国

米国
米国

コール・その他

1,280銘柄

比 率
※ 銘     柄 国・地域 比 率

※

株　　式　　比　　率

うち現物株式

うち先物株式

超過収益率 －

－

ベンチマーク －

2022年4月28日

●
・

・

・

・

・

●

●

運用方針
わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行
い、 コクサイ指数 円ベース ※と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
株式への実質投資割合は、原則として高位（ ％以
上）とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッ
ジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を
目的として為替予約取引等を活用する場合がありま
す。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並
びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用が
できない場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド
方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド
（私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専
用））とし、その資金をマザーファンド（外国株式マザー
ファンド）に投資して、実質的な運用はマザーファンド
で行う仕組みです。
投資対象等
わが国を除く世界の主要国の株式に投資する
「外国株式マザーファンド」
ベンチマーク
MSCIコクサイ指数(円ベース)

前月末比

基準価額 34,330円 -1,539円

解約価額 34,262円 -1,536円

純資産総額 22,960百万円 -3,378百万円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来

ファンド

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資）

ベンチマーク

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移

組入上位１０カ国・地域（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

●資産構成比

●

組入上位１０銘柄（マザーファンド）

コクサイ指数とは、 が開発した日本を除く世界の主要国の株式市

場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関

する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は に帰属します。

また、 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。

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した

基準価額を基に算出しています。

（※）

ファンドの特色

※純資産総額は百万円未満四捨五入

※対現物株式評価額比

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

第7期(2020.02.21)分配金  0.00円

第8期(2021.02.22)分配金  0.00円

第9期(2022.02.21)分配金  0.00円

外国株式 GP

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：リートJR

J-REIT・リサーチファンド

ファンド名：私募J-REIT・リサーチファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

ファンド設定日：2021/08/06

組入銘柄数

比 率※2

総合型
オフィス特化型
商業施設特化型
住居特化型
物流特化型
ホテル特化型
ヘルスケア施設特化型

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

51銘柄

R　E　I　T　比　率

うち現物

●
・

・

・

・

●

●

運用方針
わが国の取引所に上場（上場予定並びにわが国の取
引所に準ずる市場で取引されている場合を含みま
す。）している不動産投資信託証券（以下「J-REIT」と
いいます。）に投資します。
J-REITへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性
等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不
動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄
選択を行います。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたと
き等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド
方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド
（私募J-REIT・リサーチファンド（適格機関投資家専
用））とし、その資金をマザーファンド（J-REIT・リサーチ
マザーファンド）に投資して、実質的な運用はマザー
ファンドで行う仕組みです。
投資対象等
「J-REIT・リサーチ マザーファンド」
参考指数
東証REIT指数(配当込み）※

参考指数

ファンド

ＮＴＴ都市開発リート投資法人

大和ハウスリート投資法人

ラサールロジポート投資法人

日本リート投資法人

積水ハウス・リート投資法人

平和不動産リート投資法人

うち先物

コール・その他

用途※1
比率※

+3百万円純資産総額 108百万円

銘　　　柄 銘　　　柄 比率※

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人

森ヒルズリート投資法人

ヒューリックリート投資法人

日本プライムリアルティ投資法人

アドバンス・レジデンス投資法人

日本ビルファンド投資法人

アクティビア・プロパティーズ投資法人

大和証券リビング投資法人

ケネディクス・オフィス投資法人

野村不動産マスターファンド投資法人

いちごオフィスリート投資法人

コンフォリア・レジデンシャル投資法人

ジャパンリアルエステイト投資法人

ヘルスケア＆メディカル投資法人

-186円

-185円

－

10年 設定来1ヶ月 3ヶ月 5年

基準価額

解約価額

9,319円

9,292円

前月末比

2022年4月28日

－

－－－

－ －－

6ヶ月 1年 3年

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資

東証 指数（配当込）

※対純資産総額比

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移

用途別組入状況（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

●資産構成比

●
組入上位 銘柄（マザーファンド）

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した
基準価額を基に算出しています。

※純資産総額は百万円未満四捨五入

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

第1期(2022.01.17)分配金  0.00円

東証 指数とは、株式会社 総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所

に上場している （不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型

の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。

同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社 総研又は株式

会社 総研の関連会社（以下「 」という。）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・ノウハウ及び同指数に係

る標章又は商標に関するすべての権利は が有します。 は、同指数の指数

値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、

により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売

促進活動に起因するいかなる損害に対しても は責任を負いません。

※

用途は、三井住友トラスト・アセットマネジメントが独自に分類

したものです。

対現物 構成比

※1

※2

リート JR

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：リートGR

グローバルリートインデックス・オープン

ファンド名：グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 作成基準日：

ファンド設定日：2015/04/24

組入銘柄数

比 率
※

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

●
・

・

・

・

●

●

運用方針
先進国 指数（除く日本、配当込み、円換算ベー

ス）※の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いませ
ん。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき
等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用
ができない場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方
式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（グ
ローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専
用））とし、その資金をマザーファンド（グローバル イ
ンデックス マザーファンド）に投資して、実質的な運用は
マザーファンドで行う仕組みです。
投資対象等
主として日本を除く世界各国の取引所に上場している（上
場予定を含みます。）不動産投資信託証券等に投資する
「グローバルREIT インデックス マザーファンド」
ベンチマーク

先進国 指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）

米国

米国
米国

1年

14,964円

純資産総額 2,936百万円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

銘     柄 比 率
※国・地域

米国
米国

米国
米国

オーストラリア

米国
米国

前月末比

+237円

+237円

-270百万円

3年

基準価額 14,964円

328銘柄

解約価額

－

－

－

オランダ
スペイン

5年 10年

2022年4月28日

グローバルREIT

短期金融資産等

ベンチマーク

超過収益率

設定来

ファンド

国・地域
米国
オーストラリア
英国
シンガポール
カナダ
香港
ベルギー
フランス

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資）

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移

組入上位１０カ国・地域（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

●資産構成比

●

組入上位１０銘柄（マザーファンド）

先進国 指数とは、 （以下「 」）が公表す

る指数で、世界主要国に上場する （不動産投資信託証券）及び同様の制度に

基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。

「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

当インデックスは、 の一部門である の商品であり、これを利用す

るライセンスが当社に付与されています。 Poor’s®および ®は、

の一部門である Poor’s （以下「 」）の

登録商標で、 ®は （以下「

」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが に、特定

目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当

ファンドは、 、 、 またはそれぞれの関連会社によって支援、保

証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、か

かる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤

り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した 基準
価額を基に算出しています。

（※）

ファンドの特色

※純資産総額は百万円未満四捨五入

※対純資産総額比

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

第5期(2019.11.11)分配金  370.00円

第6期(2020.11.10)分配金  0.00円

第7期(2021.11.10)分配金  240.00円

リート GR

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：国内債券KP

日本債券パッシブファンド

ファンド名：私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

● 運用方針

ファンド設定日：2013/02/28

● 組入銘柄数

● 修正デュレーション ファンド

ベンチマーク

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ構成比

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

2022年4月28日

前月末比
・

・

・

・

●

●

わが国で発行された公社債に分散投資を行い、
総合※と連動する投資成果を目標とし

て運用を行います。
公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちま
す。
ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたと
き等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド
方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド
（私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専
用））とし、その資金をマザーファンド（日本債券マザー
ファンド）に投資して、実質的な運用はマザーファンドで
行う仕組みです。
投資対象等
わが国の公社債に投資する「日本債券マザーファンド」
ベンチマーク
NOMURA-BPI総合

基準価額 10,809円 -28円

解約価額 10,799円 -28円

純資産総額 68,560百万円 +65百万円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来

ファンド －

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ －

超過収益率 －

うち先物

コール・その他

761銘柄

債　券　比　率

うち現物

国債

償還日 比 率※

種　類 比 率※

銘　柄 クーポン

第３６３回利付国債（１０年）
第１４１回利付国債（５年）

政府保証債
地方債

事業債
金融債

第１４５回利付国債（５年）
第３６５回利付国債（１０年）
第３４３回利付国債（１０年）
第１３８回利付国債（５年）

円建外債

第３２９回利付国債（１０年）

第３５０回利付国債（１０年）
第３３８回利付国債（１０年）
第３４６回利付国債（１０年）

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資

ベンチマーク

※対純資産総額比

ファンドの特色 ファンドの状況

●基準価額等

基準価額の推移

種類別構成比（マザーファンド）

※対純資産総額比

設定当初 として指数化

●資産構成比

組入上位 銘柄（マザーファンド）

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した
基準価額を基に算出しています。

総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通

市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成さ

れた債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財

産権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、同指数の

正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行わ

れる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※

※純資産総額は百万円未満四捨五入

第7期(2020.01.22)分配金  0.00円

第8期(2021.01.22)分配金  0.00円

第9期(2022.01.24)分配金  0.00円

基準価額の騰落率

信託財産（マザーファンド）の構成

※対現物債券構成比

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

国内債券 KP

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：外国債券GP

外国債券パッシブファンド

ファンド名：私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 作成基準日：

ファンド設定日：2013/2/28

● 組入銘柄数

● 修正デュレーション ファンド

ベンチマーク

発行国 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ構成比

米国
フランス
イタリア
ドイツ

スペイン
英国

ベルギー
カナダ

オランダ
オーストラリア

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

純資産総額 12,033百万円

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

米国国債

米国国債
米国国債

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

銘　　　柄

前月末比

+25円

+25円

+212百万円

3年

基準価額 14,276円

解約価額 14,262円

778銘柄

比 率
※

比 率
※償還日クーポン

2022年4月28日

超過収益率 －

－

●
・

・

・

・

●

●

運用方針
世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

※に採用されている国の国債等に分散投資し、同インデック
スと連動する投資成果を目標として運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行
いません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として為
替予約取引等を活用する場合があります。
資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投
資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合
があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式と
は、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（私募外国債
券パッシブファンド（適格機関投資家専用））とし、その資金を
マザーファンド（外国債券マザーファンド）に投資して、実質的
な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
投資対象等
日本を除く世界の主要国の公社債に投資する
「外国債券マザーファンド」
ベンチマーク
FTSE世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

－

5年 10年 設定来

ファンド

米国国債

米国国債

米国国債
米国国債

米国国債
米国国債
米国国債

基準価額 分配金再投資）

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移

組入上位１０カ国（マザーファンド）

信託財産（マザーファンド）の構成

設定当初 として指数化

●資産構成比

組入上位１０銘柄（マザーファンド）

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した

基準価額を基に算出しています。

※対現物債券評価額比 ※対純資産総額比

世界国債インデックスは、 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。 は、本ファンドのスポンサーではな

く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。この

インデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、

は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータ

の誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス

に対する著作権等の知的財産その他一切の権利は に

帰属します。

（※）

ファンドの特色

※純資産総額は百万円未満四捨五入

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

第7期(2020.02.21)分配金  0.00円

第8期(2021.02.22)分配金  0.00円

第9期(2022.02.21)分配金  0.00円

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

※対純資産総額比

外　国　債　券

うち現物

うち先物

コール・その他

外国債券 GP

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。
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特別勘定の名称：マネー

マネープールファンドAL

ファンド名：私募マネープールファンドAL（適格機関投資家専用） 作成基準日：

● 運用方針

ファンド設定日：2010/04/05

設定・運用は、三井住友トラスト・アセットマネジメント（https：//www.smtam.jp/）

ファンド

基準価額

解約価額

9,919円

9,919円

前月末比

2022年4月28日

わが国の公社債を主要投資対象とするマネープール
マザーファンド（以下「マザーファンド」）の受益証券を
主要投資対象とします。なお、公社債等に直接投資す
ることもあります。
マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として
高位を維持することを基本とします。ただし、資金動
向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場
合があります。
ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド
方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド
（私募マネープールファンド 適格機関投資家専用 ）
とし、その資金をマザーファンド（マネープールマザー
ファンド）に投資して、実質的な運用はマザーファンドで
行う仕組みです。

投資対象等
わが国の公社債を主要投資対象とする
「マネープールマザーファンド」

1年6ヶ月3ヶ月1ヶ月

-32百万円

設定来10年

コール・その他

債券

・

・

・

●

-1円

-1円

164百万円

5年

純資産総額

3年

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

基準価額 分配金再投資

基準価額 分配金再投資

ファンドの特色 ファンドの状況

基準価額の騰落率

●基準価額等

基準価額の推移信託財産（マザーファンド）の構成

※対純資産総額比

●資産構成比

※ファンドの騰落率は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして修正した
基準価額を基に算出しています。

（注）純資産総額は百万円未満四捨五入

円
（10,000口あたり、課税前）
設定来分配金合計

第10期(2019.11.25)分配金  0.00円

第11期(2020.11.25)分配金  0.00円

第12期(2021.11.25)分配金  0.00円

マネー

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載が
ございますので、必ずご確認ください。



裏表紙

引受保険会社募集代理店

〒103-0028　東京都中央区八重洲 1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル

https://www.ms-primary.com

資料請求・お問合わせ
フリーダイヤル　0120-125-104
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