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ファンドの主な特徴
当ファンドは、アンダーライイング・ファンドへの投資を通して、米国ハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。
① 主として米国の高利回り（ハイイールド）債に投資し、高水準の利子収入と値上がり益の獲得により、
信託財産の長期的な成長を目指します。
② 株式と債券のアナリストが協働で、多角的に企業の調査・分析を行い、社債銘柄を選別し投資します。
③ 独自のポートフォリオ分析と徹底したリスク管理により、投資リスクの低減を重視した運用を行います。
当ファンドのアンダーライイング・ファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンドです。

ファンドの仕組み

ジャナス・ハイイールド・ファンド
ファンドの概要

1口当たり純資産価格の推移

運用開始日
純資産総額

2001年11月27日
*1

1口当たり純資産価格

273百万米ドル

*2

運用開始日前日（2001年11月26日）から2021年3月31日まで
(米ドル)
350

クラスA（米ドル）受益証券

300

*2

クラスA（米ドル）受益証券
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1カ月間

3カ月間

6カ月間

1年間

3年間

運用開始来

0.00%

1.03%

7.85%

23.62%

17.53%

188.35%

*1 純資産総額は、クラスA（米ドル・円）受益証券の純資産総額の合計です。
*2 1口当たり純資産価格は管理報酬およびその他の費用控除後の値であり、購入手数料は含まれていません。

当ファンドは、直接的な投資先であるアンダーライイング・ファンドを通して値動きのある証券等に投資します（外国証券等に投資する場合には、この他に為替変動リスクもありま
す）ので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、当資料中の運
用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況の情
報提供を目的に、ヘンダーソン・マネジメント・エスエーが作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。投資信託のリスクやお申込みメモの詳細については、販売
会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

管理会社

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
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ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド（アンダーライイング・ファンド）
社債組入上位5業種*2 対組入債券時価総額

ファンドの概要
純資産総額

491百万米ドル

保有銘柄数

263銘柄

景気循環消費財

20.73%

非景気循環消費財

17.56%

平均クーポン

6.11%

通信

12.82%

直接利回り

5.72%

エネルギー

11.24%

最終利回り

5.04%

素材

*1

実効デュレーション

3.57年

現預金等比率

1.63%

格付別構成比率 対組入債券時価総額
格付なし
1.47%
CCC以
下
13.52%

BBB
2.78%

BB
39.32%

9.40%
B
42.91%

S&P社による格付けを採用しています。

社債組入上位10銘柄 対組入債券時価総額
銘 柄

*3

利 率

*4

満 期（年/月/日）

*4

業 種

*2

比 率

*5

アレゲニー・テクノロジーズ

7.875%

2023/08/15

素材

1.62%

ARDファイナンス

6.500%

2027/06/30

資本財

1.58%

LABLエスクロー・イシュアー

10.500%

2027/07/15

資本財

1.32%
1.16%

フォード・モーター

9.000%

2025/04/22

景気循環消費財

モリーナ・ヘルスケア

4.375%

2028/06/15

保険

0.95%

トランス・ダイム・グループ

7.500%

2027/03/15

資本財

0.90%

NRGエナジー

3.625%

2031/02/15

電力

0.90%

ﾀﾞｳﾝｽﾄﾘｰﾑ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ｵｰｿﾘﾃｨ･ｵﾌﾞ･ｸｵﾎﾟｰ･ﾄﾗｲﾌﾞ･ｵﾌﾞ･ｵｸﾗﾎﾏ

10.500%

2023/02/15

景気循環消費財

0.89%

カーゴ・エアクラフト・マネジメント

4.750%

2028/02/01

運輸

0.86%

ベイル･リゾーツ

6.250%

2025/05/15

景気循環消費財

合計

0.86%
11.06%

*1 デュレーションは、市場金利変動に対する債券価格変動の感応度、または平均回収期間を意味します。デュレーションが大きいほど、金利変動に対する債券価格の
変動率が大きくなります。当ファンドでは、債券に付随するオプションの影響を調整した実効デュレーションを使用します。
*2 業種は、ブルームバーグ・バークレイズ指数の分類に基づきます。
*3 実際の社債発行は関連会社が行っている場合があります。
*4 割引債など利率が無い銘柄、永久債など満期の無い銘柄は「－」で表示しています。
*5 小数点以下第3位で四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しません。

運用コメント
【市場概況】 3月の米国ハイイールド債市場のトータルリターンはプラスとなりました。米国の10年国債利回りは前月末比で上昇しましたが、米国ハイ
イールド債の信用スプレッド（国債利回りに対する上乗せ利回り）は縮小し、トータルリターンの上昇を牽引しました。
月前半は、ワクチン接種の進展と景気回復を背景にインフレ懸念が強まり、長期金利が上昇したことを受け、米国ハイイールド債市場は下落しました。
その後、米国で1.9兆米ドル規模の追加経済対策法案が成立したことや、米連邦準備制度理事会（FRB）が量的緩和政策を長期間維持する姿勢を示し
たことなどがリスク資産への追い風となり、米国ハイイールド債市場は反発しました。
【運用概況】 3月の当ファンドのリターンは米ドルベースでゼロでした。金利上昇が債券価格を下押しし、パフォーマンスのマイナス要因となった一方で、
化学、カジノ・セクターなどの組入れ銘柄が堅調に推移したことがパフォーマンスにプラスに貢献しました。
【運用方針】 当ファンドでは米国ハイイールド債に対する前向きな見通しを維持しています。2021年上半期の景気回復は、過去約40年間で最も高い成
長率となる可能性があると見ています。ワクチン接種が期待を上回る速さで広がったことにより、新規感染者数が減少し、今後の経済成長に対する楽観
論が高まりました。力強い経済成長はリスク資産にとって追い風となります。また、現在、社債市場は信用力の回復局面にあり、信用力の低い銘柄のリ
ターンがプラスとなる傾向があります。
2021年第1四半期にBB格のパフォーマンスは米国ハイイールド債市場の中で出遅れましたが、BB格の魅力度は相対的に高まったように思われます。
BB格の中には、投資適格に格上げされる可能性のある銘柄も多数あります。2020年は歴史的な不況を経験し、多くの銘柄が投資適格からハイイールド
に格下げされました。景気が大きく回復に向かう中、こうした銘柄や他の格上げの可能性のある銘柄を注視し、ポートフォリオに組み入れる機会を追求し
ていきます。
2020年の米国ハイイールド債市場は、市場全体の動きによってパフォーマンスが大きく左右されましたが、2021年はセクターや銘柄の違いによってパ
フォーマンスが大きく異なってくると思われ、銘柄選択が一層重要になると考えます。今年の米国ハイイールド債市場全体のパフォーマンスは、より穏や
かな水準となると思われますが、アクティブ運用によってより高いリターンを追求することの重要性が高まると考えます。今後も徹底したボトムアップ・リ
サーチと厳格なリスク管理によって元本の保全とリスクに見合ったリターンの獲得を目指す方針です。
上記運用コメントは、実質的な運用を行うアンダーライイング・ファンドに係る説明を含みます。当資料は作成時点の見解であり、将来の市場環境の変動等により、上記運
用方針が変更される場合があります。

当ファンドは、直接的な投資先であるアンダーライイング・ファンドを通して値動きのある証券等に投資します（外国証券等に投資する場合には、この他に為替変動リスクもありま
す）ので、純資産価格は変動します。従って、元本が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、当資料中の運用
実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況の情報
提供を目的に、ヘンダーソン・マネジメント・エスエーが作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。投資信託のリスクやお申込みメモの詳細については、販売会
社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
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リスクについて
投資信託のお申込みに際しては、投資信託説明書（交付目論見書）等をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解いただいたうえで、お客様
ご自身の判断と責任においてお取引ください。
ジャナス・セレクション各サブファンドは、ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各サブファンド（以下、「アンダーライイング・ファンド」）への投資を通して
様々な証券に投資するため、1口当たりの純資産価格が変動し、取得時の価格を下回る場合もあります。従って、ジャナス・セレクション各サブファンドへの投資
は、下記のようなリスクが伴います。なお、ジャナス・セレクションのリスクは下記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）に
記載する「投資リスク」を十分お読みください。

当ファンド（ジャナス・セレクション）の主なリスク
証券に投資することのリスク
当ファンド各サブファンドまたは各アンダーライイング・ファンドが、その投資目的を達成するという保証はありません。異なる国の企業および政府により発行され
た異なる通貨建ての証券への投資には一定のリスクがあり、受益証券の価格の下落という結果につながる場合があります。当ファンドの投資元本は保証され
ているものではなく、受益証券１口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込む可能性があります。これらの運用または為替相場の変動による損益
は、すべて投資家に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
為替リスク
当ファンド各サブファンドの米ドル建てクラス受益証券の価格は、アンダーライイング・ファンドが米ドル以外の通貨建ての証券または通貨を保有する場合、米ド
ル以外の通貨価値の変動による影響を受ける可能性があります。
過度または短期の取引
当ファンド各サブファンドへの投資は長期的な投資を目的としています。投資家による過度または短期の取引は、ポートフォリオ投資戦略を混乱させ、費用を増
加させ、また他のすべての投資家の投資収益に悪影響を与える可能性があります。
管理会社は、事前の通知なく、またいかなる理由であっても、そのようなおそれのある購入申込み（スイッチングを含む）を拒否することができます。
その他の留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

アンダーライイング・ファンドの主なリスク
A. 一般的な投資リスク
ハイイールド証券に関するリスク
アンダーライイング・ファンドには、投資対象の最低格付基準が定められていないため、主要な格付機関により投資適格未満とされた証券に投資する場合があ
ります。この場合の投資は、高い格付を有する証券に対する投資と比べ、一般的に発行体の金利および元本の支払能力（すなわち信用リスク）に左右され、より
高い信用リスクを有するため、高い格付の証券への投資よりも投機的な投資であり、債務不履行の可能性が高いと考えられます。発行体が債務不履行となっ
た場合、投資家は大きな損失を被る可能性があります。
流動性リスク
アンダーライイング・ファンドが投資する市場の中には、世界の主要な株式市場に比べ、流動性が低く変動性が高い市場があるため、受益証券の価格が大きく
変動することがあります。一定の証券は、売り手が売却したいと考える時点の時価で売却することが困難または不可能な場合があります。
小型証券に関連するリスク
小規模または新しい企業の証券は、大規模または歴史の古い企業の証券よりも、大きな損失を被る可能性があります。
投資の集中に関するリスク
アンダーライイング・ファンドの中には、他のファンドと比べて分散性に欠けるものがあります。アンダーライイング・ファンドの投資が集中することにより、ある特
定の投資の価値が下落した場合、またはその他の悪影響を受けた場合に、相対的に大きな損害を被る可能性が高まります。

B. 特定のアンダーライイング・ファンドに関するリスク
REITおよび不動産関連企業に関するリスク
該当ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
エクイティREITおよびその他の不動産関連企業の株価は、REITまたは不動産関連企業が資産として保有する不動産評価額の変動ならびに資本市場および金
利の変化による影響を受けます。モーゲージREITおよびその他の不動産関連企業の株価は、その供与する貸付の質、保有するモーゲージの信用価値および
モーゲージの担保となる不動産評価額による影響を受けます。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドは不動産に直接投資しませんが、主に不動産関連の企業に投資する方針のた
め、証券市場関連リスクに加えて、不動産を直接所有する場合と同様のリスクがあります。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドのアンダーライイング・ファンドが投資することがある特化型のREITまたは不動産関連企業は、ホテル、療養施
設、倉庫等の特定の不動産分野の成長性悪化に関連するリスクがある場合があります。
金利リスクおよび信用リスク
該当ファンド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド、
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
上掲ファンドのアンダーライイング・ファンドの投資先に債券が含まれている場合、そのパフォーマンスは主に金利リスク（金利の変動に対応してポートフォリオの
価値が変動するリスク）および信用リスク（発行体が期日までに元本および利子を支払えないリスク）に左右されます。
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お申込みメモ
2001年11月27日
（ただし、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドの運用開始日は2003年9月30日）
原則として無期限 （2001年7月31日設定）
信託期間
原則として毎年12月31日
決算日
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンドは、原則として四半期に一度分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびそ
分配方針
の金額を保証するものではありません。その他のサブファンドにおいて、原則として分配は行いません。
原則として、取扱日（注1）の午後3時（日本時間）までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付になります。ただし、販売
購入受付
会社または販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付が行われない日がある場合があります。
原則として、購入申込みを受領したファンド営業日（注2）に計算される受益証券1口当たりの純資産価格となります。
購入価格
購入単位
販売会社または販売取扱会社によって異なります。
原則として、取扱日（注1）の午後3時（日本時間）までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付けになります。ただし、販
換金（買戻し）受付
売会社または販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付けが行われない日がある場合があります。
換金（買戻し）価格 原則として、換金（買戻し）請求を受領したファンド営業日（注2）に計算される受益証券1口当たりの純資産価格となります。
換金（買戻し）単位 販売会社または販売取扱会社によって異なります。
販売会社または販売取扱会社が換金（買戻し）請求を受け付けた日から起算して10取扱日（注１）以内に換金（買戻し）代金が支払われま
換金（買戻し）代金 す。
※原則として当ファンドの各サブファンドの各クラス受益証券の通貨で支払われます。
スイッチング
販売会社または販売取扱会社によっては取扱いがない場合があります。
日本の課税上は、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、この取扱いについては税務当局により判断が示されておらず、
課税関係
これと異なる取扱いとなる可能性もあります。また、将来における税制等の変更または税務当局の判断により、この取扱いが変更される
ことがあります。
その他
ご投資にあたっては、「外国証券取引口座」が必要です。詳細は、販売会社または販売取扱会社にお問い合わせください。
上記の詳細は、販売会社または販売取扱会社によって取扱いが異なりますので、各販売会社または販売取扱会社にお問い合わせください。
（注1） 取扱日とは、ファンド営業日で、かつ販売会社または販売取扱会社の営業日（取扱除外日を除きます。）をいいます。
（注2） ファンド営業日とは、ニューヨーク証券取引所の営業日をいいます。ただし、12月26日、27日、28日のいずれかのうちアイルランドの銀行が休業日とされ
る日を除きます。なお、投資顧問会社が管理事務代行会社・管理会社・保管受託会社の同意を得て決定した日を含みます。
運用開始日

ジャナス・セレクション各サブファンドに係る費用
お客様に直接ご負担いただく費用
クラスA受益証券
サブファンドごとに、3.30%（税込）*を上限として、販売会社または販売取扱会社がそれぞれ定める料率と
申込手数料
なります。
換金（買戻し）手数料
原則としてかかりません。
*上記は当資料作成時点の税率に基づくものです。なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。

お客様に間接的にご負担いただく費用
クラスA受益証券
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
ジャナス・ハイイールド・ファンド
ジャナス・バランス・ファンド
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
ジャナス・フォーティ・ファンド
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド

管理報酬等*
年率1.20%
年率1.55%
年率1.85%
年率1.98%
年率1.98%
年率1.98%

* 管理報酬等は該当するサブファンドの純資産総
額に対し、左記の料率を上限として計算されます。
管理報酬等には、管理会社報酬、受益者サービス
報酬、代行協会員報酬のほか、アンダーライイン
グ・ファンドの資産から支払われる投資顧問報酬な
らびにその他報酬および費用等も含まれます。

● その他の手数料等
① 保管受託会社の報酬
保管受託会社としての業務の対価として、１サブファンドあたり年額7,500米ドルの報酬が支払われます。また、ファンドカストディサービス業務の対価として、
各サブファンドの純資産総額の年率0.002％、および証券取引毎に15米ドルの報酬が、該当するサブファンドの資産から支払われます。
② 管理事務代行会社の報酬
ファンド管理、会計および当ファンドに関連するサービスの対価として、１サブファンドあたり年額24,000米ドル（上限）の合計額相当の報酬が当ファンドの資産
から支払われます。当該報酬は、各サブファンドの純資産総額に応じて比例配分されます。
③ 名義書換代理人の報酬
投資家サービス業務および名義書換業務の対価として、１受益証券クラスにつき年額325ユーロおよび現地口座１名義につき年額45ユーロの業務費、ならび
に取引毎に15ユーロ（上限）のその他の費用が支払われます。
④ その他費用
ブローカー費用および銀行費用、監査人および弁護士費用、年次報告書・半期報告書・目論見書・申請書類等の印刷費用ならびに配布費用等が、当ファン
ドのサブファンドの資産から別途支払われます。
⑤ アンダーライイング・ファンドの費用
アンダーライイング・ファンドの管理事務代行会社の報酬、保管受託会社の報酬またはアンダーライイング・ファンドの設立、運用について発生したその他の
費用が実費ベースでアンダーライイング・ファンドの資産から支払われます。

上記手数料、報酬および費用等は、それぞれ算出方法が異なるほか、投資家の皆様がサブファンドを保有される期間に応じて異なるため、これらを合計した
料率もしくは上限等を表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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管理会社およびその他の関係法人等
●
●
●
●
●
●
●
●

管理会社：
投資顧問会社：
保管受託会社：
管理事務代行会社：
名義書換代理人：
代行協会員：
販売会社および販売取扱会社：
アンダーライイング・ファンドの副投資顧問会社：

ヘンダーソン・マネジメント・エスエー
ジャナス・キャピタル・インターナショナル・リミテッド
Ｊ.Ｐ. モルガン・バンク（アイルランド）ピーエルシー
Ｊ.Ｐ. モルガン・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド
インターナショナル・ファイナンシャル・データ・サービシズ（アイルランド）リミテッド
SMBC日興証券株式会社
「販売会社および販売取扱会社一覧」をご参照ください。
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー
パーキンス・インベストメント・マネジメント・エルエルシー*
ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ（シンガポール）・リミテッド**
ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・リミテッド**
* ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンドのみ
**ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドのみ

当ファンドに関する注記
当ファンドはEUの環境的に持続可能な経済活動に係る基準に基づいた運用は行っておりません。ESGに関する調査分析は運用会社の運用力に重要な影響を及ぼ
す可能性がある要因の一つですが、当ファンドの運用目標は、持続可能性リスクへの対応を最大限ポートフォリオに反映させることではありません。また、ESG要因
が明瞭に当ファンドのリターンに寄与するとは限りません。

本資料に関する留意事項
当資料は、ヘンダーソン・マネジメント・エスエーが作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。ジャナス・セレクション各受益証券の取得のお申込み
にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社または販売取扱会社よりあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身で
ご判断ください。
ジャナス・セレクション各サブファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要である場合は、販売会社または販売取扱会社までご請
求ください。
なお、請求を行った場合には、投資者の皆様がその旨記録しておくこととされていますので、ご留意ください。
● 各サブファンドの受益証券の価格は、サブファンドおよびアンダーライイング・ファンドに組み入れられる有価証券の値動きのほか、為替変動による影響を受けま
すが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
● 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではなく、元本・利回りの保証はありません。
● また、登録金融機関の取扱う投資信託は、投資者保護基金制度の対象ではありません。
● 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成していますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容・数値・図表等
については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資成果を示唆・保証するもので
はありません。

販売会社および販売取扱会社一覧

（五十音順）
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株式会社SMBC信託銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第653号
日本証券業協会／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

SMBC日興証券株式会社＊
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号
日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／
一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

クレディ・スイス証券株式会社＊
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第66号
日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／
一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社新生銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

ソニー銀行株式会社
登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

○

西日本シティTT証券株式会社
○

金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号
日本証券業協会

ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・
バンキング・コーポレイション・リミテッド＊
登録金融機関 関東財務局長（登金）第105号
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

○

○

＊ 購入のお申込みは受付けていません。
今後、上記の販売会社および販売取扱会社は変更になる可能性があります。また、販売会社または販売取扱会社によっては上記以外のファンドを取り扱う場合があり
ます。詳細は各販売会社または販売取扱会社にお問い合わせ下さい。
YK-0421(91)0521 Japan BD
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