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O utlook 世界経済と投資対象の見通し
政策で債券の購入枠を 2020 年末まで
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投資をするうえでの要点を運用会社に聞いた。
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術革新の潮流が続くテクノロジー関連
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【図表２】過去1年間の欧州社債市場のスプレッド推移（月次）
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【図表１】主要先進国の経済成長見通し（GDP 予測）
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