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■当資料は、『ニッセイ投資型年金ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資
料です。

■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、将来の運用成果を示唆あるいは保証す
るものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。
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一定の現預金等を保有していることや、ユ
ニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
当商品は、年金額、給付金額、解約払戻金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの
年金保険です。特別勘定資産は、投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されますので、特別勘定
の資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等の投資リスクがあります。株
価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる金額の合計が、一時払保険
料を下回る可能性があります。

■当商品の年金額はご加入時点で定まるものではありません。
将来お受取りになる年金額は年金支払開始日の前日の積立金額に基づき、年金支払開始日の基礎率（予
定利率、予定死亡率等）によって計算されます。したがって、将来お支払いする年金総額は一時払保険料を
下回ることがあります。

■当商品にかかる費用については、《４ お客さまにご負担いただく費用について》をご覧ください。

他のページもご覧ください。 
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＜ﾉﾑﾗ日本株戦略ﾌｧﾝﾄﾞVA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

＜ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｵｰﾌﾟﾝVA※１　／ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ投信＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

＜ﾏｲｽﾄｰﾘｰ･日本株100VA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

＜ｲﾝﾍﾞｽｺ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｴｸｲﾃｨ・ｵｰﾌﾟﾝVA※１　／ｲﾝﾍﾞｽｺ・ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

＜ﾏｲｽﾄｰﾘｰ･株100VA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽｵｰﾌﾟﾝ(標準型)VA※１　／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】
主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。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、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

※１適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。

■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。

■ 《１　特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

2101
バランス型

【各マザーファンド】
■国内株式

ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）

■国内債券
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債

■海外株式
ＭＳＣＩコクサイ指数
（円ベース）

■海外債券
ＦＴＳＥ世界国債
インデックス
（除く日本、円ベース）

年率０．９３５％
（税抜０．８５％）

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資します。国内株式・国内債券・海外株式・海外債券
などへ分散投資することにより、リスクを低減しつつ中長期的な収益の獲得を目指します。株式・
債券へおおむね50%ずつ投資を行ない、外貨建資産の実質組入比率を30%程度に保ち、中位のリ
スク・リターンを目指します。外貨建資産については原則為替ヘッジは行ないません。

（Ａ）

2152
世界株式型

■国内株式
ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）

■海外株式
ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ
インデックス
（日本を除く
世界先進国）
（円ヘッジベース）

年率０．３８５％
（税抜０．３５％）

実質年率
１．１５％

±０．１５％

程度※３

定性評価、定量評価等を勘案して選定した、国内の株式および世界の株式を実質的な投資対象
とする投資信託証券に主として投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。当面、投資信託証券への投資を
通じて実質的に保有する国内の株式が60％程度、外国株式が40％程度となることを目途として、
投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。なお、投資信託証券の選定の際、為替ヘッ
ジにより為替変動リスクの低減または限定を図ることを一つの基準としております。

（Ｂ）

2151
世界株式型 　ＭＳＣＩワールド・

インデックス
（円ヘッジ指数）

年率０．９９％
（税抜０．９％）

日本を含む世界各国の株式の中から、委託会社独自のバリュー･アプローチによりグローバル比
較でみた割安銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指します。銘柄選定は財務分
析、経営力分析、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等ボトム・アップ・
アプローチにより行ないます。ファンドのベンチマークはMSCIワールド･インデックス（円ヘッジ指
数）とします。外貨建資産は原則、為替ヘッジを行ないます。

（Ａ）

2133
日本株式型 　ＴＯＰＩＸ

　（東証株価指数）

年率０．３８５％
（税抜０．３５％）

実質年率
１．１５％

±０．１５％

程度※３

定性評価、定量評価等を勘案して選定した、国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証
券に主として投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。投資信託証券へ
の投資は、高位を維持することを基本とします。投資信託証券への投資を通じて、実質的な国内
の株式の組入れがおおむねフルインベストメント（95％～100％程度）となることを目途として、投
資信託証券への投資を行なうことを基本とします。

（Ｃ)

2132
日本株式型 　ＴＯＰＩＸ

　（配当金込）

年率０．９６８％
（税抜０．８８％）

以内※２

主として国内証券取引所に上場されている株式に投資を行ない、TOPIX（東証株価指数）をベンチ
マークとして積極的な運用を行ないます。運用にあたっては、フィデリティ・グループの日本および
世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、現在と将来の勝ち組企業を長期
的な観点から選別し、投資を行ないます。

（Ｂ)

2131
日本株式型 　ＴＯＰＩＸ

　（東証株価指数）

年率１．１５５％
（税抜１．０５％）

以内※２

日本の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的に国内株式市場全体のパフォーマンスを上
回る投資成果を目指して、積極的な運用を行なうことを基本とします。「大中型バリュー」「大中型
グロース」「小型ブレンド」の3つの投資スタイルに応じた専門の運用チームが、株式の個別投資銘
柄の選定等を行ない、各スタイル運用チームへの資産配分は専用の投資政策委員会により行な
います。株式の実質組入は、高位を基本とします。

（Ａ)

特　別　勘　定　の　運　用　概　況
＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

１　特別勘定のラインアップ

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名
＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞

投資信託の運用方針／投資リスク
ベンチマーク 信託報酬率

他のページもご覧ください。 
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＜ﾏｲｽﾄｰﾘｰ･株50VA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】
主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

＜ﾉﾑﾗ米国短期ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝVA※１　／野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の

※１適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。

■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。

■ 《１　特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

2161 日本マネー型
コールローンや預金などの短期金融商品に投資し、安定したインカムゲインを追求します。
なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。 － －

（Ａ）

2141
外国マネー型

－
年率０．３３％
（税抜０．３％）

高い信用格付けと流動性を有する米国ドル建の米国短期財務省証券を主要投資対象とし、安定
した収益の確保を目指して運用を行ないます。投資時点において12カ月以下の残存期間を有す
るものに投資し、通常、保有資産の加重平均残存日数は90日以下とします。米国ドル建資産への
投資は、取得時に最上位（A-1格相当）の格付を得ているもの（同等と判断するものを含む）に限
定します。ファンドは、原則として為替ヘッジを行ないません。

（Ａ）

2102

バランス型

■国内株式
ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）

■海外株式
ＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳＡＩ
インデックス
（日本を除く
世界先進国）
（円ヘッジベース）

■国内債券・海外債券
ブルームバーグ・
グローバル総合
インデックス
（円ヘッジベース）

年率０．３８５％
（税抜０．３５％）

実質年率
０．９５％

±０．１５％

程度※３

定性評価、定量評価等を勘案して選定した、国内の株式、世界の株式、国内の債券および世界の
債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に主として投資し、安定した収益の確保と中長期的
な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます。投資信託証券への投資は、
高位を維持することを基本とします。投資信託証券への投資を通じて実質的に保有する株式への
配分比率は、おおむね50％程度となることを目途とします。なお、投資信託証券の選定の際、為
替ヘッジにより為替変動リスクの低減または限定を図ることを一つの基準としております。

（Ｂ）

特　別　勘　定　の　運　用　概　況
＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

１　特別勘定のラインアップ（続き）

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名
＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞

投資信託の運用方針／投資リスク
ベンチマーク 信託報酬率

　　１．１０％±０．１５％程度となります。

●日本株式型（C）1.15％±0.15％程度　　●世界株式型（B）1.15％±0.15％程度　●バランス型（B）0.95％±0.15％程度

　　世界株式型（B）の投資対象となる投資信託（マイストーリー・株100VA）について、指定投資信託証券の見直しにより、実質的な信託報酬率は

【変更のお知らせ】（変更予定日：２０２３年５月２６日）

純資産総額が５００億円以上１，０００億円未満の部分 年率０．９４０５％（税抜０．８５５％）

純資産総額が１，０００億円以上の部分 年率０．９３５％（税抜０．８５％）

※３ 日本株式型（C）、世界株式型（B）、バランス型（B）の投資対象となる各投資信託（マイストーリー・日本株100VA、マイストーリー・株100VA、マイス

トーリー・株50VA）は、私募投資信託を投資対象とする「ファンド・オブ・ファンズ」であるため、ファンド・オブ・ファンズ自身の信託報酬に加え、主要な

投資対象である各私募投資信託の信託報酬（消費税含む）も考慮した場合の実質的な信託報酬率は以下のとおりとなります。なお、以下の実質的な

信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券の変更等により今後変更になる場合があります。

純資産総額が１，０００億円超の部分 年率１．０４５％（税抜０．９５％）

●フィデリティ・ジャパン・オープンVA

純資産総額が５０億円未満の部分 年率０．９６８％（税抜０．８８％）

純資産総額が５０億円以上５００億円未満の部分 年率０．９４６％（税抜０．８６％）

※２ 以下の投資信託については、信託報酬率の上限値が記載されています。実際の信託報酬率は以下のようになります。

●ノムラ日本株戦略ファンドVA

純資産総額が５００億円以下の部分 年率１．１５５％（税抜１．０５％）

純資産総額が５００億円超１，０００億円以下の部分 年率１．１％（税抜１．００％）

他のページもご覧ください。 
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0.0%

１１７ 

※ ユニット価格（１万口当り）は、円未満を切り捨てて表示しています。

2161
日本マネー型

６，９９８

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ等 100.0%

合計 100.0%

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

（Ａ）
７，００９ （当特別勘定は日本生命が直接運用します） － 

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。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、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

※ 資産残高の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

※ 投資信託の組入比率は、発注等を加味した各特別勘定の実質的な組入比率です。

※ 日本マネー型（Ａ）の資産の内訳

国債

（Ａ） マネジメント
１３２ 

７４ 
（Ｂ） マネジメント

９７．０％

マネジメント

１６，３５５
インベスコ・

－０．１５％

野村アセット

１３，６５７０．５０％
野村アセット

－

2101
バランス型

１３，５０９ ０．３５％

2152
世界株式型

１８，４００ －０．１６％
（Ｂ）

１０９ 
（Ａ） マネジメント

１３，４６３
ニッセイアセット

１８，４２９

９７．０％

野村アセット
９６．９％ ４０ 

９７．０％

９７．０％2132
フィデリティ

１７，６６６

１，３４９ 
（Ｂ） 投信

９７．０％2151
世界株式型

１６，３７５ ０．１３％

１７，７５８ ０．５２％

１０６ 
（Ａ） アセット・マネジメント

９７．０％

2133
日本株式型

８９ 
（Ｃ） マネジメント

野村アセット
９７．３％

資産残高
（百万円）

２０３ 
（Ａ） マネジメント

前月末 投信会社 組入比率騰落率

１９，４４８
野村アセット

ニッセイ／パトナム・グローバルバランス
オープン（標準型）ＶＡ（適格機関投資家専用）

ノムラ日本株戦略ファンドＶＡ
（適格機関投資家専用）

＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞
特　別　勘　定　の　運　用　概　況

２　特別勘定の運用状況　（ユニット価格および資産残高） (2023年3月31日現在)

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名
ユニット価格（円）

主たる投資対象となる投資信託

２５，１４７

今月末

フィデリティ・ジャパン・オープンＶＡ
（適格機関投資家専用）

マイストーリー・日本株１００ＶＡ
（適格機関投資家専用）

インベスコ グローバル・バリュー・
エクイティ・オープンVA（適格機関投資家専用）

マイストーリー・株１００ＶA
（適格機関投資家専用）

2131
日本株式型

１９，６７９ １．１９％

日本株式型
２５，９７６ ３．３０％

2141
外国マネー型

９，２０３ －１．７１％ ９，３６３

マイストーリー・株５０ＶＡ
（適格機関投資家専用）

ノムラ米国短期インカムオープンＶＡ
（適格機関投資家専用）

2102
バランス型

１３，７２６

他のページもご覧ください。 
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－３０．０１－６．８１ ８．９４ －７．９７ －０．１５

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。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、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

－０．４３

６ヵ月 １年 設定来

０．５０ ２．３４ ４．０３ －６．５５ ３７．２７ －１．７１ １．１８

３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月１ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月

－０．８７ －１．７３

2023.3.31: 6,998円

ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％）

2023.3.31: 13,726円 2023.3.31: 9,203円

バランス型（Ｂ） 外国マネー型（Ａ） 日本マネー型（Ａ）

設定日：2001.10.5 設定日：2001.10.2 設定日：2001.10.3

７．９６ －４．７６ ８４．００ ０．３５ ２．７１ ２．０３

６ヵ月 １年 設定来

０．１３ ６．０３ ２０．８１ －０．４７ ６３．７６ －０．１６ ４．０８

３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月１ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月

－０．５４ ３５．１０

2023.3.31: 13,509円

ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％）

2023.3.31: 16,375円 2023.3.31: 18,400円

世界株式型（Ａ） 世界株式型（Ｂ） バランス型（Ａ）

設定日：2001.10.24 設定日：2001.10.5 設定日：2001.10.5

１５９．７６ ０．５２ ５．３１ ７．２０ ２．０８ ７７．５９１．１９ ６．２８ ８．５６ ０．９２ ９６．７９ ３．３０ ７．４６ ９．２０ ２．８２

１ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 設定来１年 設定来 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年

＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

2023.3.31: 17,758円

ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％） ユニット価格騰落率（％）

2023.3.31: 19,679円 2023.3.31: 25,976円

設定日：2001.10.31 設定日：2001.10.2 設定日：2001.10.18

(2023年3月31日現在)

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

３　ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

日本株式型（Ａ） 日本株式型（Ｂ） 日本株式型（Ｃ）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）
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15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001/10 2008/12 2016/1 2023/3

（円）（円）

他のページもご覧ください。 
5 / 17

生２３ー１０６８，投信業務管理G 



特　別　勘　定　の　運　用　概　況
＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 ド リ ー ム マ ス タ ー Ｎ ＞

４　お客様にご負担いただく費用について

＊以下内容は将来変更されることがあります。

■ 据置（運用）期間中にかかる費用

＜すべてのご契約者にご負担いただく費用＞

・次の費用を控除したうえでユニット価格は計算されます。

項目 目的 費用 時期

保険契約関係費
当保険契約の締結および維持などに必要な費用な
らびに基本給付金額を最低保証するための費用お
よび災害死亡給付金を支払うための費用。

特別勘定の資産総額に対して
・・・年率１．７５％

特別勘定の資産総額に対して年率
１．７５％／３６５日を毎日控除しま
す。

資産運用関係費
（※１）

特別勘定の運用にかかわる費用。
特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬な
どが含まれます。

特別勘定ごとに異なります。
信託報酬率については、《１ 特別勘定のライン
アップ（Ｐ２）》をご参照ください。

各特別勘定の資産総額から所定の
金額を毎日控除します。

※１ その他お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金がかかります
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。また、お客様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。

＜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価格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 費用 時期

保険契約維持費
（※２）

日本生命でご加入いただいているニッセイ投資型年金[無配当変額年金保険（H13）]の基本給付金額
の合計額が２００万円未満のとき（※３）

  各契約から毎月・・・４００円

契約時および月ごとの応当日の翌営
業日に積立金から控除します。

貸付利息 日本生命所定の利率
契約応当日の翌営業日に積立金か
ら控除します。

※２ なお、保険契約維持費をご負担いただく場合に該当し、かつ「ニッセイ投資型年金」を複数回に分けてご契約いただいているときは、
各ご契約ごとに毎月４００円が控除されます。

※３ 既に成立が確認されている契約および増額に基づいて判定を行います。

＜解約時にかかる費用＞

解約控除

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から解約日までの年数が１０年未満の場合に、
契約日からの経過年数に応じ、基本給付金額に対して・・・

８．０％～０．８％（下表参照）
解約時に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から減額日までの年数が１０年未満の場合に、
契約日からの経過年数に応じ、減額する基本給付金額（※４）に対して・・・

８．０％～０．８％（下表参照）

減額時に基本給付金額の減額分に
対応する積立金から控除します。

※４ 増額が行われたご契約の減額については、契約日からの基本給付金額部分、増額日の古い基本給付金額部分の順で減額を行い、
それぞれの経過年数に応じた解約控除を積立金から差引きます。

■ 年金支払期間中にかかる費用

・次の費用を控除したうえで年金額は計算されます。年金特約付加による年金支払の場合も同様です。

年金種類 ５年確定年金 左記以外

保険契約関係費 支払年金額に対して・・・０．５８％ 支払年金額に対して・・・１．００％

年金支払開始日以降、年１回の年金支払日に責任準備金から控除されます。
＊ 年金特約の年金については２０１７年４月１日以降、主契約の年金については２０１７年７月１日以降、上記の率が適用されます。

■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。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、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

＊ 年金支払期間中の費用は、将来変更される可能性があります。

当商品に係る費用の合計額は《据置（運用）期間中の費用（「保険契約関係費」・「資産運用関係費」）》《年金支払期間中にかかる費用（保険契約関係
費）》の合計となります。また、特定のお客様には《保険契約維持費》《貸付利息》《解約控除》がかかります。

ご契約に際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり－約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金 ドリームマスターＮ』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

10年以上

0%

　解約控除＝基本給付金額×解約控除率解約控除率

契約日からの
経過年数

基本給付金額に
対する解約控除率

8.0%

１年未満 10年未満９年未満

0.8%

２年未満 ８年未満７年未満６年未満５年未満４年未満３年未満

1.6%7.2% 6.4% 5.6% 4.8% 4.0% 3.2% 2.4%
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設定来の運用実績　　　

資産内容

組入上位銘柄　

2023年3月31日 現在

2023年3月31日 現在

2023年3月31日 現在

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除

後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおい

ては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮して

おりません。

運用実績の推移 （設定日前日 = 100として指数化；月次）

※先物の建玉がある場合は、合計欄を表
示しておりません。

・業種は東証33業種分類による。

・業種は東証33業種分類による。組入銘柄数 ： 93 銘柄

注）各投資スタイ
ルチーム別の保有
上位銘柄を表示し
ていますので、同
一銘柄を複数のス
タイルチームが保
有する場合があり
ます。

・組入上位10銘柄と

投資スタイルチーム

別組入上位５銘柄は、

マザーファンドの純

資産比と当ファンド

が保有するマザー

ファンド比率から算

出しております。

＜投資スタイルチーム別組入上位5銘柄＞

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0

100

200

300

400

01/09 05/03 08/09 12/03 15/09 19/03 22/09

基準価額（分配金再投資）

TOPIX

（億円）

純資産（右軸）

（左軸）

・各投資スタイルチーム別の組入比率を表示していますので、同

一銘柄を複数のスタイルチームが保有する場合があります。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有する

マザーファンド比率から算出しております。

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 日本株式型（A）

【投資信託名】 ノムラ日本株戦略ファンドVA（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
野村アセットマネジメント

株式会社

【基準日】 2023年3月31日 現在

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

2年～5年の騰落率は年率平均(複利ベース）

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示

唆あるいは保証するものではありません。

※ファンドの分配金は分配方針に基づいて委

託会社が決定しますが、委託会社の判断によ

り分配を行なわない場合もあります。

＜大中型バリュー＞

銘柄 業種 市場
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 東証プライム

三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 東証プライム

鹿島建設 建設業 東証プライム

豊田自動織機 輸送用機器 東証プライム

ＩＮＰＥＸ 鉱業 東証プライム

＜大中型グロース＞

銘柄 業種 市場
キーエンス 電気機器 東証プライム

ソニーグループ 電気機器 東証プライム

東京エレクトロン 電気機器 東証プライム

ディスコ 機械 東証プライム

ルネサスエレクトロニクス 電気機器 東証プライム

＜小型ブレンド＞

銘柄 業種 市場
フューチャー 情報・通信業 東証プライム

京阪ホールディングス 陸運業 東証プライム

ヨネックス その他製品 東証スタンダード

プラスアルファ・コンサルティング 情報・通信業 東証スタンダード

ティーケーピー 不動産業 東証スタンダード

銘柄 業種 市場 純資産比

キーエンス 電気機器 東証プライム 4.7%

ソニーグループ 電気機器 東証プライム 4.5%

東京エレクトロン 電気機器 東証プライム 4.4%

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 東証プライム 3.6%

ディスコ 機械 東証プライム 3.5%

三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 東証プライム 2.7%

ルネサスエレクトロニクス 電気機器 東証プライム 2.6%

ＳＯＭＰＯホールディングス 保険業 東証プライム 2.3%

信越化学工業 化学 東証プライム 2.3%

太陽誘電 電気機器 東証プライム 2.2%

32.8%合計

投資スタイルチーム 純資産比

大中型バリュー 31.2%

大中型グロース 45.3%

小型ブレンド 19.1%

その他の資産 4.5%

合計 100.0%

投資スタイルチーム別組入比率

業種 純資産比

電気機器 20.3%

情報・通信業 9.5%

銀行業 6.9%

輸送用機器 6.1%

小売業 6.1%

その他の業種 46.6%

その他の資産 4.5%

合計 100.0%

業種別配分

資産・市場 純資産比

東証プライム 90.2%

東証スタンダード 2.5%

東証グロース 2.9%

その他の市場 -

株式先物 1.7%

その他の資産 4.5%

合計(※） -

資産・市場別配分

純資産総額 113.2 億円

期間 ファンド TOPIX

1年 2.8% 2.9%

2年 0.6% 1.3%

3年 15.7% 12.6%

5年 4.6% 3.1%

騰落率

設定来 213.3% 100.7%

＜組入上位10銘柄＞

設定来累計 615 円

設定来 = 2001年9月27日 以降

2023年3月 5 円

2022年3月 5 円

2021年3月 5 円

2020年3月 5 円

2019年3月 5 円

分配金(1万口当たり、課税前)の推移 

他のページもご覧ください。 
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 設定来の運用実績

コメント  累積リターン
直近1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

3.55% 8.18% 10.47% 4.73% 48.19% 301.59%

1.70% 7.21% 10.70% 5.81% 53.38% 200.93%

 ポートフォリオの状況 (ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍﾞｰｽ)

株式・ﾜﾗﾝﾄ* 98.8%
新株予約権証券（ﾜﾗﾝﾄ）

投資証券

現金･その他 1.2%

 組入上位10銘柄 (ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍﾞｰｽ)

比率
1 4.9% 

2 4.8% 

3 4.2% 

4 3.6% 

5 3.3% 

6 3.3% 

7 3.3% 
8 3.2% 

(対純資産総額比率) 9 2.6% 
10  2.4% 

（組入銘柄数： 83銘柄） 上位10銘柄合計 35.5% 
(対純資産総額比率)

ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社  卸売業
ﾃﾞﾝｿｰ  輸送用機器

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  電気機器

日油  化学

銘 柄 業 種
東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ  保険業

ｷｰｴﾝｽ  電気機器

ｿﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ  電気機器

伊藤忠商事  卸売業

ｵﾘﾝﾊﾟｽ  精密機器

日立製作所  電気機器

純資産総額 13.1 億円 (2023年3月31日現在)

(2023年2月28日現在)

(2023年2月28日現在)

(2023年3月31日現在) (2023年3月31日現在)

ファンド
TOPIX(配当込)

※ 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。

(2023年3月31日 現在)

 商品概要

形    態  追加型投信／国内／株式

投資対象  日本の株式等

設 定 日  2001年9月27日

信託期間  無期限

決 算 日  原則 9月21日 (休業日のときは翌営業日)

0

100

200

300

400

500

01/9 06/12 12/4 17/8 22/12

基準価額（指数値）

ベンチマーク

(設定時）

‐運用にあたっては、個別の企業調査に基づく銘柄選択を基
本とします。銘柄選択においては、●高い競争優位性によって
収益やキャッシュフローの成長を実現できる企業、●経営者が
株主利益の拡大を経営目標に掲げている企業、●将来的な企業
価値に比べて割安な株価水準にある企業、を重視します。

※ファンド設定時(2001年9月27日）の基準価額を100として指数化（基準価額は運用管理費用控除後のものです）。

なお、ベンチマーク：TOPIX(配当込)はファンド設定日前営業日(2001年9月26日)を100として指数化。

● 日本の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対

象とします。

● 個別企業分析に基づき、日本の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があり、

その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判

断される株価水準で投資を行ないます。

● 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業

調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視

した運用を行ないます。

● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。

● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基本とします。

● ファンドはTOPIX（配当込）をベンチマークとします。

※市況動向、資金動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり

ます。

※「フィデリティ・ジャパン・オープンＶＡ」は主としてマザーファンドに投資を行ないます。上記

の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザー

ファンド」の投資方針を含みます。

(2001.9.27=100)

* 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。

※ ｢フィデリティ･円キャッシュ･ファンド｣は、組入上位10銘柄の

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【基準日】 2023年3月31日現在

【特別勘定名】 日本株式型（Ｂ）
【投資信託名】 フィデリティ・ジャパン・オープンＶＡ

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
フィデリティ投信株式会社

97.0%0.6%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東証プライム

東証スタンダード

東証グロース

その他市場

市場別組入状況

19.9%

11.6%

9.3%

9.2%

7.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

電気機器

情報・通信業

化学

卸売業

精密機器

組入上位５業種

資産別組入状況

株式 98.8%

新株予約権証券（ﾜﾗﾝﾄ） -

投資信託･投資証券 -

現金･その他 1.2%

＊TOPIX（配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに投資対象として

の機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式

により算出されており、配当を考慮したものです。

＊東証株価指数（TOPIX）（以下「TOPIX」という。）の指数値及びTOPIXに係る標章

又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」

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TOPIXに関する

すべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利は

ＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIX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、ＪＰＸ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ＪＰＸは責任を負いません。

他のページもご覧ください。 
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主な運用方針 2023年3月31日 現在

● 資産クラス毎の代表的な指数を委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。
◇資産クラス毎に、以下の指数を資産クラス・ベンチマークとし、ファンドは基準配分比率に、資産クラス毎の月次の資産クラス・ベンチマーク・リターン

を掛け合わせたものをベンチマークとします。

※ベンチマーク計算上用いる基準配分比率は、基準配分比率から各々「程度」をとった比率とし、「日本株100VA」においては国内株式を100%とします。

資産クラス 指数

国内株式 東証株価指数（TOPIX）※1

外国株式 MSCI KOKUSAI インデックス(日本を除く世界先進国)(円ヘッジベース)※2

国内債券および外国債券 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）※3

1/4

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 バランス型（B）／世界株式型（B）／日本株式型（C）
【投資信託名】 マイストーリー・（株50/株100/日本株100）VA

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
野村アセットマネジメント
株式会社

【基準日】 2023年3月31日 現在

「マイストーリー」ＶＡ共通

●株50VA

安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を

目的として中長期的に安定運用を行ないます。

●株100VA、日本株100VA

信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

■基準配分比率■

②：16%

程度

③：50%

程度

①：60%

程度

②：40%
程度 ①：ﾌﾙｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ

（95%～100%程度）

① 国内株式 ② 外国株式 ③ 国内債券および外国債券

①：34%
程度

株50VA 株100VA 日本株100VA

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。

● ファンドは、複数の投資信託証券（ファンド）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

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。

● ファンドは、複数の投資信託証券（ファンド）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

● 株式や債券等に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。

● 優れていると判断した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を
行なうことを基本とします。なお、野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社（NFR&T）が投資信託証券の評価等
をし、運用に関する助言を行ないます。
◆組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。

● 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。

● ファンドが投資対象とする投資信託証券および実質的に投資する資産クラス別の基準配分比率（純資産に対する比率）
は以下の通りです。

※1 TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」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

TOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIX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、JPX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JPXは責任を負いません。

※2 「MSCI KOKUSAI インデックス（日本を除く世界先進国）（円ヘッジベース）」は、MSCI KOKUSAI Index（MSCI World Index ex Japan）（現地通貨ベース）をもとに、委託会社（運用の権限委託先を

含みます。以下この欄において同じ。）が独自にヘッジコストを考慮して円換算したものです。MSCI KOKUSAI Index(MSCI World Index ex Japan）に関する著作権、およびその他知的所有権は

MSCIに帰属しております。また、MSCIは、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。

※3 「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（円ヘッジベース）」は、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス」を委託会社が為替ヘッジコストを考慮して円換算したものです。

「Bloomberg®」およびブルームバーグ・グローバル総合インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめと

する関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村

アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、マイストーリーを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、マイストーリーに関連するいかなるデータもしく

は情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

（注）資産クラス毎のベンチマークの計算にあたっては、委託会社において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行ないます。

他のページもご覧ください。 
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（参考）指定投資信託証券の概要

主要投資対象 投資対象とする投資信託 運用会社 株50VA 株100VA
日本株
100VA

ノムラ・ジャパン・オープンF（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ● ● ●

ストラテジック・バリュー・オープンF（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ● ● ●

ノムラ－T&D J Flag日本株F（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ● ● ●

日本フォーカス・グロースF（適格機関投資家専用） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント ● ● ●

SJAMバリュー日本株F（適格機関投資家専用） SOMPOアセットマネジメント ● ● ●

One国内株オープンF（FOFs用）（適格機関投資家専用） アセットマネジメントOne ● ● ●

スパークス・厳選投資・日本株ファンドF（適格機関投資家専用） スパークス・アセット・マネジメント ● ● ●

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF（適格機関投資家専用） アムンディ・ジャパン ● ● ●

グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFVA
（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント ● ●

野村DFA海外株式バリューファンドFVA（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ● ●

サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）FVA
（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント ● ●

ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）FVA
（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント ● ●

野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー
（除く日本）FVA（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント ● ●

ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFVA
（適格機関投資家専用）

三菱ＵＦＪ国際投信 ● ●

MFS欧州株ファンドFVA（適格機関投資家専用） MFSインベストメント・マネジメント ● ●

ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFVA（適格機関投資家専用） ティー・ロウ・プライス・ジャパン ● ●

ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF
（外国籍投資信託）

野村アセットマネジメント ● ●

ノムラ海外債券ファンドFVA（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ●

ノムラ－インサイト欧州債券ファンドFVA（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ●

ノムラ日本債券オープンF（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント ●

ニッセイ国内債券オープンF（適格機関投資家専用） ニッセイアセットマネジメント ●

東京海上・日本債券オープンF（適格機関投資家専用） 東京海上アセットマネジメント ●

フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFVA
（適格機関投資家専用）

フランクリン・テンプルトン・ジャパン ●

マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF
（適格機関投資家専用）

マニュライフ･インベストメント･マネジメント ●

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC
（外国籍投資信託）

野村アセットマネジメント ●

2023年3月31日 現在

国内債券
および

外国債券

国内株式

外国株式

2/4

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 バランス型（B）／世界株式型（B）／日本株式型（C）
【投資信託名】 マイストーリー・（株50/株100/日本株100）VA

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
野村アセットマネジメント
株式会社

【基準日】 2023年3月31日 現在

他のページもご覧ください。 
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設定来の運用実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2023年3月31日 現在

マイスト－リー・株５０ＶＡ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

20

60

100

140

180

220

260

01/09 04/09 07/09 10/09 13/09 16/09 19/09 22/09

基準価額（分配金再投資）

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

純資産（右軸）

運用実績の推移

マイスト－リー・株１００ＶＡ
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マイスト－リー・日本株１００ＶＡ
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・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにお

いては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

3/4

（左軸）

（左軸）

（左軸）

（億円）

（億円）

（億円）

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 バランス型（B）／世界株式型（B）／日本株式型（C）
【投資信託名】 マイストーリー・（株50/株100/日本株100）VA

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
野村アセットマネジメント
株式会社

【基準日】 2023年3月31日 現在

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

2年～5年の騰落率は年率平均(複利ベース）

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

2年～5年の騰落率は年率平均(複利ベース）

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

2年～5年の騰落率は年率平均(複利ベース）

設定来 = 2001年9月27日 以降

設定来 = 2001年9月27日 以降

設定来 = 2001年9月27日 以降

純資産総額 176.2 　億円 

期間 ファンド ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

1年 4.4% 0.8%

2年 2.1% 0.1%

3年 16.2% 11.4%

5年 5.3% 3.1%

騰落率

設定来 187.9% 96.5%

純資産総額 22.6 　億円 

期間 ファンド ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

1年 -3.1% -5.2%

2年 -0.4% -0.2%

3年 14.2% 12.2%

5年 5.1% 4.3%

騰落率

設定来 191.0% 119.8%

純資産総額 163.9 　億円 

期間 ファンド ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

1年 -4.9% -5.8%

2年 -3.2% -3.1%

3年 5.7% 3.9%

5年 2.3% 1.6%

騰落率

設定来 111.5% 87.6%

（設定日前日 = 100として指数化；月次）

（設定日前日 = 100として指数化；月次）

（設定日前日 = 100として指数化；月次）

他のページもご覧ください。 
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各投資信託の組入比率 2023年3月31日 現在

4/4

マイスト－リー・株５０ＶＡ マイスト－リー・株１００ＶＡ

マイスト－リー・日本株１００ＶＡ

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 バランス型（B）／世界株式型（B）／日本株式型（C）
【投資信託名】 マイストーリー・（株50/株100/日本株100）VA

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
野村アセットマネジメント
株式会社

【基準日】 2023年3月31日 現在

主要投資対象 投資信託 純資産比

ストラテジック・バリュー・オープンF 6.9%

One国内株オープンF 5.7%

日本フォーカス・グロースF 5.6%

国内株式 ノムラ・ジャパン・オープンF 5.1%

SJAMバリュー日本株F 3.7%

35.1% スパークス・厳選投資・日本株ファンドF 3.6%

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF 2.7%

ノムラ－T&D J Flag日本株F 1.7%

野村DFA海外株式バリューファンドFVA 3.4%

野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）FVA 3.0%

ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）FVA 2.5%

外国株式 ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFVA 2.0%

サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）FVA 2.0%

16.4% グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFVA 1.7%

ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF 0.8%

ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFVA 0.7%

MFS欧州株ファンドFVA 0.3%

ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII－米国債券FC 13.6%

国内債券 ノムラ海外債券ファンドFVA 11.9%

および ノムラ－インサイト欧州債券ファンドFVA 9.6%

外国債券 フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFVA 6.8%

ニッセイ国内債券オープンF 2.2%

47.6% マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF 1.8%

ノムラ日本債券オープンF 1.2%

東京海上・日本債券オープンF 0.6%

コール・その他 コール・その他 0.9%

合　計 合　計 100.0%

主要投資対象 投資信託 純資産比

ストラテジック・バリュー・オープンF 11.9%

One国内株オープンF 9.7%

日本フォーカス・グロースF 9.6%

国内株式 ノムラ・ジャパン・オープンF 8.7%

SJAMバリュー日本株F 6.3%

60.0% スパークス・厳選投資・日本株ファンドF 6.1%

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF 4.7%

ノムラ－T&D J Flag日本株F 2.9%

野村DFA海外株式バリューファンドFVA 8.1%

野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー（除く日本）FVA 7.2%

ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ（除く日本）FVA 5.9%

外国株式 ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドFVA 4.9%

サンズ・グローバル・エクイティ（除く日本）FVA 4.7%

39.1% グローバル・エクイティ（除く日本）・ファンドFVA 4.0%

ノムラ・ワールド（除く日本）エクイティ・ファンドF 2.0%

ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFVA 1.6%

MFS欧州株ファンドFVA 0.7%

コール・その他 コール・その他 1.0%

合　計 合　計 100.0%

主要投資対象 投資信託 純資産比

ストラテジック・バリュー・オープンF 19.6%

One国内株オープンF 16.1%

国内株式 日本フォーカス・グロースF 15.9%

ノムラ・ジャパン・オープンF 14.4%

99.2% SJAMバリュー日本株F 10.5%

スパークス・厳選投資・日本株ファンドF 10.0%

アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF 7.7%

ノムラ－T&D J Flag日本株F 4.9%

コール・その他 コール・その他 0.8%

合　計 合　計 100.0%

他のページもご覧ください。 
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運用実績（月次） 累積リターン

純資産総額 組入株式上位５カ国　（マザーファンド）

純資産総額

資産構成比率

組入株式上位10銘柄（マザーファンド） 組入株式上位５業種　（マザーファンド）

＊業種はベンチマークで採用している分類に準じています。

＊比率はマザーファンドの純資産総額対比で計算しています。

＊業種はベンチマークで採用している分類に準じています。

＊比率はマザーファンドの純資産総額対比で計算しています。

本書は信頼できる公開情報に基づいて作成されたものですが、その情報の正確性あるいは完全性は保証されていません。

＊過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。

＊ファンドの累積リターンは、税引前分配金再投資により算出しています。

（年率表示ではありません。信託報酬控除後。）実際の投資家利回りとは異なります。

＊ベンチマークは当ファンド設定当初月末のみの発表であった為、設定来のリターンは

記載しておりません。

＊比率はマザーファンドの純資産総額比で計算しています。

＊資産構成比率はマザーファンドの純資産総額対比で計算しています。

＊現金等の比率は、純資産総額から組入有価証券評価額を差し引いて算出していますので

一時的にマイナスになることがあります。

＊過去の運用実績は将来の運用成果を保証するものではありません。

＊基準価額は税引前分配金再投資の基準価額です。

＊基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は純資産総額に対して年率0.99％（税抜0.90％）です。

＊2001年9月末の基準価額、ベンチマークを100として指数化しています。

＊ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ヘッジ指数)です。

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 世界株式型（Ａ）
【投資信託名】 ｲﾝﾍﾞｽｺ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｴｸｲﾃｨ･ｵｰﾌﾟﾝVA 

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】
インベスコ・アセット・マネジメント
株式会社
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ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ（左ﾒﾓﾘ） 基準価額(分配金再投資)（左ﾒﾓﾘ） ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 差

１ヵ月 0.40% 0.31% 0.09%

３ヵ月 6.83% 4.12% 2.71%

６ヵ月 22.83% 9.96% 12.87%

１年 1.63% -13.11% 14.75%

３年 60.17% 42.67% 17.50%

５年 26.96% 29.80% -2.84%

設定来(月次) 161.99% 115.42% 46.57%

設定来 165.50% - -

国　　　名 比率
1 アメリカ 45.3%
2 イギリス 12.8%
3 香港 7.1%
4 オランダ 6.6%
5 スイス 5.4%

業　　　種 比率
1 金融 23.9%
2 情報技術 16.4%
3 資本財・サービス 13.8%
4 生活必需品 10.3%
5 ヘルスケア 7.8%

銘　柄　名 国　名 業　　種 比率

1 3I GROUP イギリス 各種金融 6.3%

2 VERALLIA フランス 素材 5.1%

3 AIA GROUP 香港 保険 4.6%

4 AMERICAN TOWER アメリカ 不動産 4.6%

5 MICROSOFT アメリカ ソフトウェア・サービス 4.4%

6 BROADCOM アメリカ 半導体・半導体製造装置 4.3%

7 UNION PACIFIC アメリカ 運輸 3.4%

8 ROYAL UNIBREW デンマーク 食品・飲料・タバコ 3.4%

9 UNITEDHEALTH GROUP アメリカ ヘルスケア機器・サービス 3.1%

10 COCA-COLA アメリカ 食品・飲料・タバコ 3.1%

外 国 株 式 94.9%

国 内 株 式 2.8%

現 金 等 2.3%

ヘッジ比率 94.1%

銘 柄 数 46      

1.04億円

ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 差

１ヵ月 0.40% 0.31% 0.09%

３ヵ月 6.83% 4.12% 2.71%

６ヵ月 22.83% 9.96% 12.87%

１年 1.63% -13.11% 14.75%

３年 60.17% 42.67% 17.50%

５年 26.96% 29.80% -2.84%

設定来(月次) 161.99% 115.42% 46.57%

設定来 165.50% - -

国　　　名 比率
1 アメリカ 45.3%
2 イギリス 12.8%
3 香港 7.1%
4 オランダ 6.6%
5 スイス 5.4%

業　　　種 比率
1 金融 23.9%
2 情報技術 16.4%
3 資本財・サービス 13.8%
4 生活必需品 10.3%
5 ヘルスケア 7.8%

銘　柄　名 国　名 業　　種 比率

1 3I GROUP イギリス 各種金融 6.3%

2 VERALLIA フランス 素材 5.1%

3 AIA GROUP 香港 保険 4.6%

4 AMERICAN TOWER アメリカ 不動産 4.6%

5 MICROSOFT アメリカ ソフトウェア・サービス 4.4%

6 BROADCOM アメリカ 半導体・半導体製造装置 4.3%

7 UNION PACIFIC アメリカ 運輸 3.4%

8 ROYAL UNIBREW デンマーク 食品・飲料・タバコ 3.4%

9 UNITEDHEALTH GROUP アメリカ ヘルスケア機器・サービス 3.1%

10 COCA-COLA アメリカ 食品・飲料・タバコ 3.1%

外 国 株 式 94.9%

国 内 株 式 2.8%

現 金 等 2.3%

ヘッジ比率 94.1%

銘 柄 数 46      

【基準日】　2023年3月31日現在

1.04億円

他のページもご覧ください。 
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ファンド・マネジャーのコメント

今後も、金利・インフレ動向、各中央銀行の金融政策、地政学リスクの台頭等を背景に金融市場のボラティリティは引き続き高止ま
りすることが予想されます。
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）をはじめとする各国の中央銀行による利上げの継続により、インフレは徐々に抑制され、2023年を
通じて、金利は将来のインフレ低下を見込んで推移していくと見込んでいます。また、急激な利上げの副作用から、3月に欧米の一
部の銀行が経営破綻しました。しかしながら、現時点では金融システム全体に対する影響は軽微であると見られています。経済ファ
ンダメンタルズに関しては、米国を中心に雇用情勢や個人消費は堅調に推移しております。今後、インフレ圧力が弱まると、企業の
投資や家計の消費が増加するとともに投資家心理が持ち直し、株式市場は緩やかな上昇基調に回復すると考えています。
本年に入り、インフレ圧力の継続、各国での政策金利の利上げ、長期化するウクライナ紛争、金融システムへの懸念などを背景に、
世界の主要株式市場のボラティリティが高止まりする状況が続いています。しかしながら、株式市場はかかる悪材料を織り込みなが
ら、中長期的には上昇に転じると見ております。
 
当ファンドでは、経営陣の質、ビジネスの構造的優位性、財務健全性などの観点で魅力的な個別企業に注目しています。セクター配
分はあくまで個別銘柄選択の結果ですが、主に金融、不動産をオーバーウェイト、主に情報技術、一般消費財・サービスをアンダー
ウェイトとしています。
今後も従来通りのボトムアップ・アプローチにより、キャッシュフロー創出力や配当成長率が高く、堅固な財務力を持ち、長期的視
点から見たバリュエーションが魅力的な企業へ投資をしていきます。

運用環境

今後の運用方針

①米国
3月の米国株式市場は上昇しました。月初は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の議会証言を受けた利上げ継続への
懸念が高まったことを受け、株式市場は弱含みで推移しました。月央には米地銀数行が経営破綻したことで、金融システム不安への
警戒感が広がり、株式市場はさらに値を下げる展開となりました。しかしながら、その後、米金融当局が迅速に流動性を供給し、金
融不安への過度な警戒感が緩和したこと、2月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が概ね市場予想と一致し、インフレ加速懸念が和らい
だことなどが好感され、株式市場は上昇に転じました。
②欧州
3月の欧州主要株式市場は市場によって異なる展開となりました。大陸欧州では、月初に発表された２月のユーロ圏総合購買担当者
景気指数（ＰＭＩ）改定値が高水準となったことなどを好感し、株式市場は高値圏で推移しました。また、月央にスイスの大手銀行
が経営不振に陥ったものの、競合他行が迅速な買収を決定したことにより、金融危機に対する過度な懸念が緩和したことを好感し、
月を通してみると株式市場は堅調に推移しました。英国では、金融不安が英国にも飛び火するとの懸念が高まったこと、イングラン
ド銀行（ＢＯＥ）が再び利上げに踏み切ったことなどを嫌気し、株式市場は下落しました。
③アジア
3月のアジア主要株式市場は、市場によって異なる展開となりました。香港株式市場は、１-2月の中国の主要経済指標が消費回復と
インフラ投資拡大を示したことを好感し、上昇しました。オーストラリアでは、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）が、高止まりす
るインフレを抑制するため、さらなる利上げの可能性を改めて示したことを背景に、株式市場は小幅に下落しました。日本では、東
証による「株価純資産倍率（ＰＢＲ）1倍割れ」企業に対する財務体質改善要請が、株価全体の底上げ要因になるとの見方が広がっ
たこと、月末に円安が進行したことなどを受け、株式市場は上昇しました。

ﾌｧﾝﾄﾞ・ﾏﾈｼﾞｬｰのｺﾒﾝﾄは本レポート作成時点での見解に基づくものであり、将来の市況環境の変化を保証するものではなく、このため、将来の投資成果等を保証するものではありません。

また、見解は将来予告なく変更する場合があります。将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 世界株式型（Ａ）
【投資信託名】 ｲﾝﾍﾞｽｺ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｴｸｲﾃｨ･ｵｰﾌﾟﾝVA 

（適格機関投資家専用 ）

【投資信託委託会社】

インベスコ・アセット・マネジメント
株式会社

【基準日】　2023年3月31日現在

他のページもご覧ください。 
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注）当資料は信頼できると思われる情報に基づきニッセイアセットマネジメントにより作成されていますが、ニッセイアセットマネジメントはその正確性、完全性を保証するものではあり
ません。ここに示された意見などは、当資料作成日現在の見解であり、事前の連絡無しに変更される事もあります。

国内株式

30.0%

海外株式

20.0%

国内債券

35.0%

海外債券

10.0%

短期金融

資産

5.0%

国内株式

29.9%

海外株式

19.8%

国内債券

35.2%

海外債券

10.1%

短期金融

資産

5.0%

◆運用の特徴

◆アセットアロケーション（％）

【基準資産配分】【実績】

注）上記のグラフは設定日を100として、指数化したものです。
当ファンドの信託報酬率は純資産総額に対し年率0.935％（税抜 年率0.85％）です。
基準価額の算出にあたっては信託報酬を控除してあります。

国内株式・海外株式・国内債券・海外債券などへ分散投資することにより、リスク（価格変動の大きさ）を低減しつつ、中長期的な収益の獲得を目指します。
国内株式・海外株式・国内債券・海外債券の運用は、主に以下の４つのマザーファンドを主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。

ニッセイ国内株式マザーファンド
ニッセイ／パトナム・海外株式マザーファンド
ニッセイ国内債券マザーファンド
ニッセイ／パトナム・海外債券マザーファンド

◆設定来の運用実績
◆基準価額等

◆運用実績（税引前分配金再投資基準価額の騰落率）

組入投資信託の運用レポート

【投資信託委託会社】
ニッセイアセットマネジメント
株式会社

【特別勘定名】 バランス型（Ａ）
【投資信託名】 ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽｵｰﾌﾟﾝ（標準型）ＶＡ

（適格機関投資家専用）

ニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。
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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。
また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。
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01年9月 07年1月 12年5月 17年9月 23年1月

基準価額 20,669円
前月末比 103円

純資産総額 107百万円

１ヵ月間 ３ヵ月間 ６ヵ月間 １年間 ３年間 設定来
実績（％） 0.50% 3.24% 2.99% 1.21% 27.61% 106.69%

【基準日】2023年3月31日現在

他のページもご覧ください。 
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注）当資料は信頼できると思われる情報に基づきニッセイアセットマネジメントにより作成されていますが、ニッセイアセットマネジメントはその正確性、完全性を保証するものではあり
ません。ここに示された意見などは、当資料作成日現在の見解であり、事前の連絡無しに変更される事もあります。

国内株式（マザーファンド）

◆騰落率 ◆組入上位銘柄 ◆組入上位業種

ベンチマーク：ＴＯＰＩＸ

※対組入株式評価額比※対組入株式評価額比

海外株式（マザーファンド）

◆騰落率

ベンチマーク：ＭＳＣＩコク
サイ・インデックス（配当除
き、円ベース）

◆組入上位国 ◆組入上位銘柄

※対純資産総額比

国内債券（マザーファンド）

◆騰落率

ベンチマーク：
ＮＯＭＵＲＡ－
ＢＰＩ 国債

出所：野村證券

◆組入債券属性◆組入債券

※対純資産総額比

海外債券（マザーファンド）

◆騰落率

ベンチマーク：ＦＴＳＥ世界
国債インデックス（除く日本、
円ベース）

◆組入上位国 ◆組入債券属性

※対組入株式評価額比
※国にはこれに準ずる地域区分を

含みます。以下同じです。

組入投資信託の運用レポート

【投資信託委託会社】
ニッセイアセットマネジメント
株式会社

【特別勘定名】 バランス型（Ａ）
【投資信託名】 ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽｵｰﾌﾟﾝ（標準型）ＶＡ

（適格機関投資家専用）

ニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。
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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。
また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

※対組入株式評価額比
※業種はＧＩＣＳ分類(セクター)によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する
知的財産所有権はＳ＆ＰおよびMSCI Inc.に帰属します。

※平均格付とは、マザーファンドが組み
入れている 債券にかかる格付を加重平均
したものであり、当ファンドにかかる
格付ではありません。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.1% 1.8%

日本航空 2.1% 0.2%

0.1%ＩＨＩ 2.2%

0.5%パナソニック　ホールディングス 2.5%

0.6%三菱電機 2.5%

1.1%三菱商事 2.6%

3.6%トヨタ自動車 3.4%

3.5% 1.8%日本電信電話

3.9% 1.2%日立製作所

4.0% 2.9%ソニーグループ

ファンド ベンチマーク銘柄 業種

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3.0%陸運業 3.2%

化学 4.7% 6.3%

5.6%医薬品 5.2%

4.5%

6.2%

小売業 5.7%

卸売業 5.8%

5.9%銀行業 6.3%

サービス業 7.1% 5.1%

7.8% 8.7%情報・通信業

11.5% 7.5%輸送用機器

17.6% 18.1%電気機器

ファンド ベンチマーク

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - - -

0.8%

- - -

1.6% 0.2%

香港 1.5%

カナダ 2.7%

イギリス 2.8% 4.6%

3.6%

アイルランド

デンマーク 2.8% 0.9%

フランス 6.7% 3.9%

オランダ 4.2% 1.4%

アメリカ 77.7% 72.2%

国 ファンド ベンチマーク

円建外債 - -

財投機関債等 - -

事業債 - -

金融債 - -

政府保証債 - -

地方債 - -

国債 94.3% 100.0%

種別 ファンド ベンチマーク

平均デュレーション 9.70年 9.57年

平均最終利回り 0.42% 0.40%

ファンド ベンチマーク

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 2.0%

ベルギー

カナダ 1.9%

1.9% 1.9%

1.5%

オーストラリア 2.2% 1.6%

オランダ 2.3%

ドイツ 5.0% 6.6%

スペイン 4.6% 5.1%

イギリス 5.9% 4.8%

フランス 8.2% 8.5%

イタリア 7.3% 7.7%

アメリカ 49.0% 49.5%

国 ファンド ベンチマーク

平均最終利回り 3.39% 3.52%

平均デュレーション 6.15年 6.61年

平均格付 AA AA

ファンド ベンチマーク

【基準日】2023年3月31日現在

設定来 56.72% 17.30%

３年間 65.05% 42.80%

１年間 9.24% 2.93%

２年間 10.34% 2.53%

６ヵ月間 7.57% 9.13%

３ヵ月間 3.79% 5.91%

２ヵ月間 0.65% 1.43%

１ヵ月間 0.25% 0.51%

ファンド ベンチマーク

設定来 247.70%

３年間 79.67% 85.06%

182.21%

１年間 -0.74%

２年間 14.98% 19.89%

-3.21%

６ヵ月間 5.51% 5.47%

３ヵ月間 5.89% 5.31%

２ヵ月間 3.18% 2.00%

１ヵ月間 -0.53% -1.15%

ファンド ベンチマーク

２年間 -2.31% -2.99%

設定来 41.44% 39.21%

３年間 -3.22% -3.85%

１年間 -1.12% -1.67%

６ヵ月間 0.69% 0.42%

３ヵ月間 2.33% 2.38%

２ヵ月間 2.57% 2.69%

１ヵ月間 1.47% 1.48%

ファンド ベンチマーク

２年間 1.46% 1.30%

設定来 204.16% 211.77%

３年間 6.85% 5.63%

１年間 -0.75% -1.24%

６ヵ月間 -1.43% -1.63%

３ヵ月間 3.58% 2.68%

２ヵ月間 2.37%

１ヵ月間 1.02% 0.85%

1.86%

ファンド ベンチマーク

国 比率

1 アメリカ 4.8%

2 アメリカ 4.0%

3 アメリカ 3.0%

4 アメリカ 2.7%

5 アメリカ 2.4%

6 アメリカ 2.3%

7 アメリカ 2.2%

8 アメリカ 2.2%

9 アメリカ 2.1%

10 アメリカ 2.1%ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 管理医療会社。管理医療システムを保有、運営する。

金融 幅広い銀行業務およびノンバンク業務に従事する。バンク・オブ・アメリカ

インガソール・ランド 資本財・サービス フロー制御機器メーカー。真空装置、ボトル吹き込み成形機、ポンプ、および空気とガスの圧縮機を提供する。世界各地で事業を展開。

3次元（3D）グラフィックスプロセッサーと関連ソフトウエアの設計・開発・販売会社。エヌビディア 情報技術

ボストン・サイエンティフィック ヘルスケア 医療器具メーカー。最小侵襲医療具の開発、製造、販売に従事する。

アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス

ビザ 金融 クレジットカード会社。

オンライン販売会社。幅広い商品の小売を手掛ける。商品直送サービスなども提供する。

ウォルマート 生活必需品 小売スーパー・チェーン。ディスカウントストア、スーパーセンター、および住宅隣接型の店舗を経営する。

アップル 情報技術 パソコンおよび関連製品と移動通信機器等のデザイン、製造、販売を手掛ける。

情報技術 ソフトウエア製品の開発、製造、ライセンス供与、販売およびサポートを手掛ける。マイクロソフト

銘柄 業種 解説

他のページもご覧ください。 
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※分配金控除後

2023年3月31日 現在

2023年3月31日 現在
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基準価額（分配金再投資）

運用実績の推移

資産内容

設定来の運用実績

＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

＊格付は、格付機関の格付を採用しています。

（設定日前日 = 100として指数化；日次）

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬

控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンド

においては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は

考慮しておりません。

組入投資信託の運用レポートニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資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資料です。

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、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。

■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。

また、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、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】 外国マネー型（A）

【投資信託名】 ノムラ米国短期インカムオープンVA（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】

野村アセットマネジメント
株式会社

【基準日】 2023年3月31日 現在

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

2年～5年の騰落率は年率平均(複利ベース）。

※分配金実績は、将来の分配金の水準を示

唆あるいは保証するものではありません。

※ファンドの分配金は分配方針に基づいて委

託会社が決定しますが、委託会社の判断によ

り分配を行なわない場合もあります。

基準価額※ 13,725 円

純資産総額 14.4 億円

期間 ファンド

1年 11.2%

2年 10.6%

3年 7.5%

5年 5.7%

騰落率

2022年9月 5 円

2021年9月 5 円

2020年9月 5 円

2019年9月 5 円

2018年9月 5 円

分配金(1万口当たり、課税前)の推移 

設定来 38.3% 設定来累計 85 円

資産

外国債券

現金その他

合計

ポートフォリオの内訳

純資産比

91.0%

9.0%

100.0%

84 日

平均残存日数

ポートフォリオの平均残存日数

資産 純資産比

外国債券 91.0%

A-1格 91.0%

  その他格付 -

  無格付 -

現金その他 9.0%

合計 100.0%

格付別資産配分

設定来 = 2001年9月27日 以降

他のページもご覧ください。 
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