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第142号結いだより
今月のトピックス

「菊の蓬莱山」
鎌倉投信13周年の設立記
念日（11月5日）に
受益者の方から素敵な生
け花が届きました。

■ 今年の催し予定 ― 2P 

■ 投資先の「いい会社」紹介 （株）LITALICO ― 3P 

■ 開催報告 「結い 2101」秋の運用報告会 その2 ― 6P

■ 投資信託 きほんの「き」基準価額について ― 7P

■ 「いい会社」のいいモノ ほぼ日手帳 ― 8P

令和四年が始まりました。皆様にとって幸多き一

年になることを祈念します。

「結い 2101」の運用を開始してからこの三月で十

二年になります。この間当社は、「投資家の経済的

な豊かさと社会の持続的発展の両立を目指し、

その実感と喜びを分かち合うこと」の実現に向けて

歩んできました。そして、その姿勢は今年も変わり

ません。

一方で、金融市場を取巻く環境は、COVID-19の先

行き不透明感、気候変動、紛争リスク、インフレや

金利上昇リスク等、不安要素が少なくありません。

こうした状況下において、どのように資産運用に取

組めばよいのでしょうか。

答えはシンプルで「一貫した運用姿勢を貫く」です。

なぜなら、予測すること自体の不確実性の方が大

きいからです。資産運用で成功したいのなら「相場

の先行きに賭けてはいけない」（チャールズ・エリ

ス※）の言葉どおり、「予測をしなくてもよい枠組

みをつくり、投資し続けること」にあるのです。

さて、昨年初の社長メッセージ「予見可能な未

来」では、デジタル革命によって、知識や技術の融

合による新たな事業や産業が創造される可能性につ

いて述べました。その動きは加速するでしょう。

足下のデジタル革命は、あらゆる産業構造と社会

構造に大きなインパクトを与え、我が国の様々な社

会課題を解決する可能性も多く秘めています。そし

て、そうした分野に若い起業家がどんどん挑戦して

います。豊かな感性を持った経営者が、固定観念に

囚われない発想力とテクノロジーを駆使して挑戦す

る姿をみると、希望を感じます。

「未来は、人（発想力）×共生（社会課題領域）×

匠（テクノロジー）によって創造される」

混沌とした時代から芽生える、こうした新たなう

ねりに注目しています。そして、投資には、こうし

た変革を喚起する力があります。一人ひとりの投資

は、個人の資産運用の枠を超えて、いわば「未来を

創る投票行為」でもある、と感じるのです。

本年も、皆様と共に、未来を創る投資に挑戦でき

ることを楽しみにしています。

鎌倉投信株式会社
代表取締役 社長 鎌田 恭幸

投資とは、未来を創る投票行為である

社長メッセージ

※チャールズ・エリス：グリニッジ・アソシエイツ（国際ビジネス戦略コンサルティング会社）の創設者。資産運用に関するオピニオンリーダー

https://www.kamakuraim.jp/
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過去の催しの様子

今年の催し予定

「結いLINE」
受益者向け LINE公式アカウント

「結い 2101」では、受益者の皆様から運用会社の顔と、投資先企業の活
動が見え、受益者と運用会社・投資先企業が信頼で結ばれる投資信託を
目指しています。今年も様々な催しを予定しています。お楽しみに！

※対面での開催も検討していますが、しばらくはオンラインでの開催を予定しています。
催し案内はメールでのご案内以外にも、TwitterやLINE等でもお知らせしますので、是非登録してください！

〔WEB〕「いい会社」の
経営者講演

～現在企画進行中～
募集開始は２月の予定です

開催時期未定

2022年催しスケジュール

〔WEB〕春の運用報告会

第13回 受益者総会®

〔WEB〕秋の運用報告会

いい会社訪問®
～1、2回開催予定～
現在企画案作成中です

3月

11月（予定）

9月（予定）

4月

資産形成

鎌倉投信が定義する「投資の果実」は、

「資産形成×社会形成×豊かなこころの形成」です。
こころの形成については個人によって異なるため、この運用報告では、

投資の果実としての「資産形成」と「社会形成」 について報告します。

「結い 2101」 運用報告

12月の日本株式市場

2021年12月の日本株市場は上昇しました。上旬は、新型コロナウィルスのオミクロン型変異株への過度
な警戒感の後退により上昇しました。その後も、利下げ決定した中国景気への先行き懸念や、主要先進国
の中央銀行による金融引締め観測への警戒感から下落する場面もありましたが、新型コロナウィルスの経
口治療薬が米国で承認されたことを受け、経済活動正常化への期待が高まり、月末にかけて堅調に推移し
ました。TOPIX（東証株価指数）は前月末比で3.3%、TOPIX Small（小型株指数）は同3.6%それぞれ上昇し
ました。業種別では、海運業、鉄鋼、倉庫運輸関連業などが上昇した一方、情報・通信業、精密機器、小
売業などが下落しました。

五十嵐 和人 （資産運用
部長 ファンドマネージャー）

国内銀行、外資系生命保
険会社、日系運用会社を
通じ、日本株のファンドマ
ネージャーとして20年以
上資産運用業務に携わる。
2020年4月に鎌倉投信
に入社。山形生まれ、山形
育ち。

12月の「結い 2101」

「結い 2101」の2021年12月の基準価額は、前月末比+1.2%の20,761
円となりました。株式分割の発表が好感された「アミタホールディン
グス」や、業績の底打ち期待から「ソウルドアウト」等が上昇した一
方、国内証券会社による投資判断の引き下げが売り材料視された「ラ
イフネット生命保険」や、株価上昇により指標面での割高感が意識さ
れた「スノーピーク」等が下落しました。
投資行動では、12月末時点の「結い 2101」の組入会社数は、新規組

入をおこなわなかったことから前月末と変わらず、67社です。株式組
入比率は、株式相場の上昇を受け、前月末から小幅に上昇し、64.6%と
なりました。債券組入比率は、前月末から変わらず、2.2%です。
（資産運用部 五十嵐）

https://twitter.com/Kamakura_IM
https://lin.ee/n6baQ5o
https://lin.ee/n6baQ5o
https://twitter.com/Kamakura_IM
https://twitter.com/Kamakura_IM
https://lin.ee/n6baQ5o
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投資先の「いい会社」紹介

第８6回 株式会社LITALICO

テーマ【共生】
障碍のない社会をつくる、いい会社

LITALICOは「障害のない社会をつくる」というビジョンの
下、就労支援サービスや学習教室、オンライン・オフライン
でのプログラミング教室やインターネットプラットフォーム
サービスの運営をおこなっています。これらの事業を通じて、
社会課題に取り組むLITALICOの姿勢は、まさに、鎌倉投信の
提唱する「本業を通じて社会課題を解決する会社」を体現し
ています。

⚫ 障碍者雇用への取り組み

LITALICOの事業の一つに雇用課題を解決する取り組みがあ
ります。現在、障碍があり働いていない方々は社会と接点が
ない状態が長期化し、更に就労が難しくなる問題を抱えてい
ます。LITALICOはそういった方々へ、就労支援サービス「LI
TALICOワークス」を通じて、人の役に立つ喜びを感じてもら
いながら雇用課題を解決しようとしています。

この取り組みが注目される理由の１つは、障碍者が自立す
ることで、結果として大幅な公費削減に繋がることです（図
1）。障碍者支援というと福祉施設の中で自主作品を作り販
売することなどが連想されますが、実際、その仕組みで得ら
れる金額だけでは障碍者が生活することは難しく、公費で補
助を受けざるをえないのが現状です。LITALICOでは障碍者の
方々に就労支援を提供し、彼ら彼女らが施設の外で働くこと
によって就職後は企業から給料を貰い、自立することを目指
します。そうすることにより、働くことで障碍者の心が豊か
になることと社会保障費の削減の両立を図ろうとしています。

図1 LITALICOのホームページより

※本記事はWeb掲載
記事の抜粋版です。
全文はこちら→

図2 LITALICOワンダーの教室

2005年設立
本社は東京都
社名「LITALICO（りたりこ）」の由来は、"
利他"と"利己"を組み合わせた造語
「結い 2101」は2016年から保有

https://litalico.co.jp/

今月の人

代表取締役社長
長谷川敦弥 氏

⚫ 一人ひとりの子どもにあった学びの提供

小中学生の6.5%に発達障碍の可能性があるといわれています。発達が気
になる子どもの発達支援には画一的な教育ではなく、一人ひとりの子ども
にあった学びの提供が重要です。「LITALICOジュニア」は幼児から高校生
までを対象にした、一人ひとりの個性に合わせた学びを提供する幼児教
室・学習教室です。個別学習計画を用意し、親子でのペアレントトレーニ
ングや進路進学プランニングも提供しています。個々の認知特性や心理特
性を把握できる専門性のある講師が多様な子どもたちをサポートしていま
す。また「LITALICOワンダー（図2） 」では、プログラミング、ロボット、
３Dプリンターを活用したデジタルのものづくりを通じて子どもの創造性
を伸ばしています。「考える、つくる、伝える」をテーマに、先生は子ど
もたちの興味関心を引き出し、子どもは新しいアイディアや方法を自分で
考え出し、形にするための試行錯誤を繰り返します。そして自分がつくっ
た作品を人に伝えることでコミュニケーション能力向上につながります。

鎌倉投信の視点

鎌倉投信は「共生」のテーマでLITALICOに投資しています。LITALICOの
ビジョン「障害のない社会をつくる」からもわかるとおり、LITALICOは本
業による社会貢献を明言しています。LITALICOの活動のように、行政では
なく民間企業が主体的に社会課題を解決していくことが、持続可能な資本
主義に近づくのではないかと鎌倉投信では考えています。

※掲載内容は、執筆時点のものです。
またその内容は、正確性を担保する
ものではありません。

https://litalico.co.jp/
https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/detail/---id-51.html
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共生
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匠
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ポートフォリオの資産構成比 投資先のテーマ別構成比 株式の規模別構成比

有価証券の市場別構成比 投資先の業種別構成比

開示基準に達した
新規投資銘柄の開示
（2021年12月末時点）

現在、未開示の投資先はありません。

投資先企業上位１０社

（6社）

（22社）

（26社）

（19社）

鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300（代表） FAX 050-3536-3301
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等金額投資をしているため基本的に投資先の構成
比は同一ですが、時価変動等により基準構成比を
大きく上回っていないかを確認するための参考とし
て組入上位10社を表示しています。

株式の内、時価総額5,000億円以上の銘柄を大型株、
時価総額1,000億円以上の銘柄を中型株、時価総額が
1,000億円未満の銘柄を小型株としています。

「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の

長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の

株式に投資することにより運用をおこなうことを基本とします。

⚫ これからの日本に必要とされる企業

⚫ 顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、
持続的で豊かな社会を醸成できる企業

⚫ 優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業

⚫ 循環型社会を創る企業

⚫ 日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業

運用方針

基準日：2021年12月末日

（61社）

信託財産の状況（比率は時価ベース）

各「いい会社」への投資理由等は、
鎌倉投信のホームページで紹介
しています。
『鎌倉投信 いい会社』で検索！
是非ご覧ください♪

https://www.kamakuraim.jp/docu
ment/the-company-finder/
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株式

64.6%債券

2.2%

キャッシュ等

33.2%

大型株

9.5%

中型株

28.4%

小型株

62.1%

東京一部

83.9%

東京二部

1.0%

ＪＡＳＤＡＱ

7.2%

マザーズ

4.7%
非上場

3.3%

機械

12%

化学

11%

サービス業

10%

電気機器

9%
その他製品

9%

小売業

8%

食料品

8%

情報・通信業

6%

精密機器

5%

保険業

4%

輸送用機器

4%

水産・農林業

3%
パルプ・紙

2%

陸運業

2%
ガラス・土石製品

2%

医薬品

2%

卸売業

2%
金属製品

1%

繊維製品

1%

純資産

総額比

4923 コタ 人 1.3% いい会社を目指し続ける、いい会社

3891 ニッポン高度紙工業 匠 1.3% 紙を高付加価値商品に変える、いい会社

3182 オイシックス・ラ・大地 共生 1.3% 安心・安全な食品を提供する、いい会社

7821 前田工繊 共生 1.3% 地域社会とともに発展を目指す、いい会社

4658 日本空調サービス 人 1.3% 特殊空調でニッチな企業を目指す、いい会社

6823 リオン 匠 1.3% 聴こえの不自由な人へ音を届ける、いい会社

9064 ヤマトホールディングス 人 1.3% 経営理念が脈々と受け継がれる、いい会社

6278 ユニオンツール 匠 1.3% 髪の毛よりも細いドリルを創る技術力の、いい会社

8715 アニコム　ホールディングス 人 1.3% 理念を大切にする、いい会社

6258 平田機工 共生 1.3% 世界中の生産ラインを支え地域雇用を大切にする、いい会社

コード 鎌倉投信の視点テーマ会社名

https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/


8,000円

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

20,000円

22,000円

24,000円

収益分配金込基準価額の推移

基準価額の推移

基準価額の推移 運用成績

各年の収益率

収益分配金の実績

鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300（代表） FAX 050-3536-3301
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収益分配金とは、ファンド決算の際に、運用を通

じて得た収益の一部をお客様に分配するもので

す。分配をおこなった場合は、決算日の基準価額

が1万口あたり分配金額だけ下がります。「結い

2101」は自動的に分配金相当額を分配後の

基準価額で再投資する仕組み（分配再投資専

用）になっています。

✓ 分配金額は1万口あたりの金額です。
✓ 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証する
ものではありません。

✓ 「結い 2101」はTOPIX等をベンチマークとした運用ではありませんが、国内株式市場との連動性の程度を
確認するため、参考としてTOPIX指数の収益率を掲載しています。

✓ 青色のグラフは、各年内の基準価額の最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベー
ス）、および各年末の基準価額を、各前年末の基準価額と比較した場合の収益率を表しています。

✓ 黄色のグラフは、各年内のTOPIXの最大値（年初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次ベース）、
および各年末のTOPIXを、各前年末のTOPIXと比較した場合の収益率を表しています。

✓ リターン・リスクは、支払済み収益分配金（税引前）を
再投資した場合の分配金込の数値です。実際の個別
のお客様の収益率とは異なります。

✓ 年率換算（5年）のリターンとは、直近5年間の収益
分配金込基準価額の騰落率を年率換算で表示した
ものです。

✓ 年率換算（5年）のリスクとは、直近5年間の収益
分配金込基準価額の日次騰落率の1標準偏差を
年率換算で表示したものです。

✓ シャープレシオ 年率換算（5年）とは、年率換算
（5年）のリターンの値を年率換算（5年）のリスクの値
で除したものです。リスク1単位あたりのリターンの
大きさを表し、一般的に、運用の効率性を測ることが
できるといわれています。

✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、「結い 2101」の信託報酬率1.10%（年率・税込）
を控除後のものです。

✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を
保証するものではありません。

✓ 「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しなかった（＝収益分配金を非課税で口数を増やさず再投
資した）ものとして計算した基準価額に相当する値で、当社が算出しています。

運用パフォーマンス

概況

基準価額とは、投資信託の純資産総額

を総口数で割ったもので、1万口あたり

の時価（評価額）で表示します。

基準価額は主に、組み入れ有価証券等

の価格の上下動によって変動します。

純資産総額とは、投資信託の信託財産を時価で

評価した資産総額から負債総額を控除した金額

のことです。この純資産総額は主に、 ①皆様の

設定解約 と ②組み入れ会社の株価等の上下動

によって変動します。 ※ 純資産総額の百万円未満

は切り捨てて表示しています。

うち「定期定額購入」を

選択されている顧客数

11,347人

基準価額 20,761円 顧客数 21,744人純資産総額 47,949百万円

基準日：2021年10月末日
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基準日：2021年12月末日

第4期 2013年7月19日 500 円

第10期 2019年7月19日 0 円

第11期 2020年7月20日 0 円

第12期 2021年7月19日 0 円

設定来合計 500 円

…

17.7%

4.5%

9.7% 8.5%
6.4%

-0.6%

-11.7%

-1.0%

-19.7%

-2.6%
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-8.0%

9.4% 8.3%

-1.1%
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20.6%

5.1%

16.9%

5.7%

17.4%

-3.9%

-22.1%

-1.5%

-28.2%

-0.7%

19.7%

-17.8%

15.2%

4.8%

10.4%

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

結い2101

TOPIX

1ヵ月 1.2%

1年 -1.1%

3年 17.1%

5年 26.9%

設定来 115.2%

リターン 5.0% (A)

リスク 9.6% (B)

リターン÷リスク 0.5 (A)÷(B)

シャープレシオ  年率換算（5年）

リターン

年率換算（5年）



運用報告会とは？
受益者の皆様を対象に、7月のファンド決算、３月の年度末に
対応して、半年に1度「結い 2101」の運用状況、今後の運
用方針、投資先企業の状況などについて、運用者から報告
する場です。今回の記事では、2021年秋期「結い 2101」
運用報告会の一部を対談形式でお伝えします。

◼ 投資先の「社会形成」
上林：投資先の企業活動を通じた社会形成について紹介しま

す。「結い 2101」の投資先の「いい会社」は、何社くらい

あるのでしょう？

五十嵐：昨年から新規投資先が1社増え、9月末時点で69社と

なりました（新規投資先のナガイレーベンは、当社HPの「いい

会社」紹介または「結いだより」第140号を参照ください）。

上林：69社もあると、調査活動も大変かと思いますが、改め

て鎌倉投信の考える「いい会社」はどのような会社なので

しょうか。

長田：鎌倉投信が定義する「いい会社」とは、「これからの

日本に必要とされる会社」で、「その会社を取り巻くすべて

のステークホルダーと持続的で豊かな関係性を築ける会社」

としています。

上林：その「いい会社」を観るときの視点として「人」「共

生」「匠」という３つのテーマを用いているわけですね。

長田：そのとおりです。今回は「匠」のテーマで投資をおこ

なっている「いい会社」を中心に紹介します。まずは、浜松

ホトニクスさんです。
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「結い 2101」秋の運用報告会 その2

投資先の「いい会社」69社（2021年９月末時点）

鎌倉投信の考える「いい会社」

１．目の前の“もの”を検出する
２．目の前の対象物を認識する
３．ハンドルを切る、アクセルブレーキ等の判断
４．強さを制御する

「結い 2101」の投資先 浜松ホトニクス

LiDAR技術について

長田：浜松ホトニクスさんは「人類未知未踏の追求」という

経営理念を掲げ、最先端の光技術を世界へ発信しています。

扱う製品は大きく2つに分類され、「光をはかる」光電子増

倍管や、「光をつくる」レーザ、LEDなどの製品です。ここ

では、同社の特徴的な技術であるLiDAR技術について紹介し

ます。自動車の運転技術は、大きく以下の4つのプロセスに

分解されます。

このうち、LiDAR技術は、１のプロセスを自動化する技術で

す。特に密集している市街地などでの自動運転には欠かせな

い技術と言われています。

上林：ちなみにiPhoneにもLiDARが搭載されていますね。カ

メラで対象をぼかしたりする機能がありますが、対象との距

離をはかることで、ぼかすという効果が得られるのですね。

ファンド管理部
上林（進行役）

資産運用部
長田 五十嵐

https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/detail/---id-69.html
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上林：「匠」のテーマからもう一社紹介いただきましょう。

長田：はい。次に「独自の技術でニット業界の発展と地域に貢

献する、「いい会社」島精機製作所さんを紹介します。

上林：写真（右下）にもある「ホールガーメント横編機®」は

「一着丸ごと縫い目がないニット」を生む製品として注目され、

一時期大きなアパレルメーカーとも取引がありましたね。

長田：はい。同社はこの画期的な製品を通してサステナブルな

アパレル業界の実現を目指しています。

次に、「結い 2101」投資先3社が協業して取り組んだ事例
「SNOWPEAK ReCYCLE PROJECT」を紹介します。次の工程で製品
が生まれ変わります。

「結い 2101」の投資先 島精機製作所

製品を通したサステナブルなアパレル業界の実現

① → ② → ③ → ④

✓ ホールガーメント横編機®で縫ったニットは、
縫い目がないため、リンキング作業などの
過酷な労働を削減できる⇒人にやさしい

✓ リードタイムを短縮する３Dバーチャルサン
プルとホールガーメントの活用により、「欲し
いものを欲しいときに欲しいだけ」を実現し
ている⇒在庫・廃棄ロスの削減につながる

（画像出典：島精機製作所）

投資先3社の協業による持続可能なアパレルづくり

参考記事の紹介：
次の記事も合わせて読んでもらえると嬉し
いです。「結い 2101」運用報告 社会形
成 社会課題を解決し、グローバルに活躍
する「匠」（結いだより141号掲載）

①スノーピークさんが不要となったテントやアパレルを回収
②日本環境設計さんの技術で回収した製品から再生ポリ
エステル（樹脂）を製造
③樹脂から繊維へと変換し、糸として再生
④島精機製作所さんのホールガーメント横編機®で原料
の無駄なくスノーピーク製品に生まれ変わります！

基準価額(きじゅんかがく)とは、投資信託1万口あたりの価値を表したものです。この基準価

額を用い、投資信託の購入・解約(換金)をおこないます。

投資信託は、投資家であるお客様から集めたお金を、信託財産として運用会社が株式や債券

などで運用をおこなう金融商品です。株式や債券の値段は日々変動しますので、これらを組み

入れている投資信託の基準価額も日々、変動するのです。

投資初心者の方にとって「質問する」こと自体、ハードルが高いもの。

「ちょっと聞くには気が引ける」といった内容を案内していきます。

一緒に学んでいきましょう！

今回は「基準価額」についてです。

「結い2101」は、主に上場株式と債券に投資をしていますので、

組入資産である株式・債券の価格上昇・下落が、基準価額の上

昇・下落の要因になります。また、株式の配当金や債券の利金な

どの収入は基準価額の上昇要因になります。キャッシュ部分は価

格が変わらないこと、信託財産に占める社債の割合はわずかです

ので債券の価格変動が基準価額に与える影響は少ないです。した

がって、株式部分の価格変動が「結い2101」の基準価額の主な変

動要因といえます。

「結い2101の基準価額は、どの時点の株価が反映されますか？」

とご質問をいただくことがあります。答えは「当日の終値」です。

投資対象が国内資産である投資信託は、当日の国内株式市場の終値を基に基準価額を算出し

ます。現時点では「結い2101」は国内資産にしか投資をしていませんので、当日の終値を基に

基準価額を算出します。

結いだより第140号より抜粋
（資産クラスの割合は変動します）

https://www.kamakuraim.jp/information/yuibiyori/detail/---id-1462.html
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本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供を目的としたもので、投資信託販売用（資料）ではありません。
＜資産運用に関する注意事項＞
投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いします。

◆ 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また、「結い 2101」は、投資者保護基金の保
護対象でもありません。

◆ 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

◆ 本資料に記載の情報は、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。
また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆する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。また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づ
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。

◆ 本資料の利用権は、鎌倉投信に帰属します。

◆ 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事
項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。

◆ 「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。

＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞

鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号

加入協会 ： 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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※1 毎月27日（休日の場合は翌営業日）お客様が指定した
金融機関の口座から購入額を引落します。

※2 引落日の5営業日後。収納代行会社を通して購入額が
当社に入金されます。

※3 引落日の6営業日後。この日の基準価額で購入します。
※4 引落日の7営業日後。この日に取引報告書を交付します。

入金日※2

2月3日

引落日※1

1月27日

約定日※3

2月4日

受渡日※4

2月7日

「定期定額購入サービス」 取引スケジュール
申込は鎌倉倶楽部へ
お問合せください

✓ 少額から投資が可能
✓ 自動引落だから手間いらず
✓ 購入タイミングを分散

商品を購入したりサービスを利用したりするとき、何がいいのか悩みま
すよね。そんな時は「結い 2101」投資先の「いい会社」を意識してみ
ませんか？

当社役職員が愛用している“「いい会社」のいいモノ”。
今回は、鎌倉倶楽部（お客様窓口）の竹上さんにインタビューしました。

最初の記入は家族全員の誕生日から、
という竹上さん。

ほぼ日手帳の
サイトはこちら

－ “ほぼ日手帳”を利用しているんですね。
手帳へのこだわりは特にありませんでしたので、色んなメー

カーの手帳を利用しています。2022年度分は、私の妻が利用し
ている“ほぼ日手帳”を購入しました。

－ なぜ“ほぼ日手帳”を購入したのですか？

購入のポイントは、利用目的にあわせたアレンジがしやすい
という点です。

私は、ほぼ日刊で、職場や家族、交友関係との会話の内容を
イラスト日記にして書き起こします。スケジュールを見ながら
日記を読み返すと、当時の考え方を反省するなど、思考を整理
するきっかけにもなるので、とにかく「感情豊かに」を心がけ
ています。スケジュールよりも日記を重視しているわけではあ
りませんが（笑）

そうそう、ほぼ日手帳ユーザーのイラスト日記をWebで検索す

ると、とても楽しそうな画像がたくさん出てきたので、「来年

は、ほぼ日手帳に決定！」ということです。

手帳は、使いやすさと見やすさに留まらず、“ほぼ日手帳”

の様な「楽しさ」を表現するツールでもあると思います。

次回をお楽しみに！

https://www.kamakuraim.jp/contact-form/
https://www.1101.com/store/techo/

