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　設定来の基準価額の推移

シェール関連株オープン

追加型投信／海外／株式

 基準価額 12,765 円

 純資産総額 36.6 億円
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※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末及び設定日との比較です。

※設定来の騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※S&P 500指数（円換算後）は参考指数であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※S&P 500指数（円換算後）の騰落率は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の

当日（東京）の仲値）を乗じて岡三アセットマネジメントが算出しています。

※騰落率は小数点第3位を四捨五入しております。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.705％（税抜1.55％）の信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

※上記はマザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンドの組入比率を除く）。

※構成比率は小数点第2位を四捨五入してい

るため、合計が100%にならない場合があり

ます。

※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として

記載しております。

　騰落率

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

分配金再投資基準価額 11.95% 36.12% 60.62% 84.54% 71.55% 45.80%

S&P 500指数（円換算後） ▲ 1.12% 5.23% 0.66% 15.53% 74.80% 239.17%

2020/04/09 0 円

2020/10/09 0 円

2021/04/09 0 円

2021/10/11 0 円

2022/04/11 600 円

設定来合計 1,500 円

　 近5期の分配金の推移 　ポートフォリオ構成比率

株式 92.4%
(内国内株式） (0.0%)
(内外国株式） (92.4%)
(内先物） (0.0%)

短期金融商品その他 7.6%
マザーファンド組入比率 97.2%
組入銘柄数 52銘柄 ※分配金は1万口当たり、税引前です。

運用状況等によっては分配金額が

変わる場合、或いは分配金が支払

われない場合があります。

※基準価額は1万口当たりです。

設定・運用は

お客様専用フリーダイヤル ： 0 1 2 0 - 0 4 8 - 2 1 4
当社ホームページアドレス ： https://www.okasan-am.jp

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/9）  552158
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　組入上位10銘柄

シェール関連株オープン

追加型投信／海外／株式

銘柄名 セクター 国・地域 比率 企業概要

1 エクソンモービル エネルギー アメリカ 3.2%
石油化学メーカー。世界各地で石油および石油化学事業を展開
する。石油・ガスの探鉱・生産、発電、石炭・鉱物事業に従事。燃
料、潤滑油、化学品の製造、販売も手掛ける。

2 シェブロン エネルギー アメリカ 3.1%
総合エネルギー会社。世界各地で事業を展開する。原油および
天然ガスの生産、輸送に従事。燃料の精製・販売・流通のほか、
化学品事業、鉱業、発電、エネルギーサービスも手掛ける。

3 コテラ・エナジー エネルギー アメリカ 2.9%

独立系石油・ガス会社。北米で油田とガス田の開発、採取、探鉱
を手掛ける。アパラチア盆地、テキサス州南部・東部とルイジア
ナ州北部を含むメキシコ湾岸（オンショア）、ロッキー山脈、アナ
ダーコ盆地のほか、カナダ西部の深層ガス盆地における権益を
保有。

4 デボン・エナジー エネルギー アメリカ 2.8%

独立系エネルギー会社。石油･ガスの探鉱・開発・生産を主要事
業とするほか、石油・ガス・天然ガス液の輸送、天然ガスの処理
も手掛ける。北米を中心にガス・原油・天然ガス液の販売とミッド
ストリーム (生産と販売の中間事業) の操業にも従事。

5 ダイヤモンドバック・エナジー エネルギー アメリカ 2.6%
独立系石油・天然ガス会社。テキサス州西部パーミアン盆地の
非在来型・オンショア油田・天然ガス田の買収、開発、探鉱およ
び採掘に注力する。

6 パイオニア・ナチュラル・リソーシー
ズ

エネルギー アメリカ 2.4% 独立系の石油・ガス探鉱生産会社。米国の陸地で、石油とガス
の採掘、探鉱、生産に従事する。

7 シェニエール・エナジー エネルギー アメリカ 2.4%
エネルギー関連会社。液化天然ガス（LNG）関連事業に注力す
る。LNG受入基地およびパイプラインを保有・運営する。米国ル
イジアナ州とテキサス州でプロジェクトを展開。

8 オキシデンタル・ペトロリアム エネルギー アメリカ 2.3%

エネルギー資源会社。原油および天然ガスの探鉱、開発、生
産、販売に従事するほか、各種基礎化学品、 ビニール、パ
フォーマンスケミカルを製造、販売する。原油、天然ガス、天然ガ
ス液、コンデンセート、二酸化炭素（CO2）の収集、処理、加工、
輸送、貯蔵、取引、販売も手掛ける。

9 アンテロ・リソーシズ エネルギー アメリカ 2.3%
石油・ガス会社。原油と天然ガスの探鉱、開発、生産に従事。非
従来型石油およびリキッドリッチな天然ガス資源の取得・開発・
生産を手掛ける。米国で事業を展開。

10 コノコフィリップス エネルギー アメリカ 2.3% エネルギー会社。世界各地で原油、天然ガス液、液化天然ガ
ス、ビチューメンの探鉱、生産、輸送、販売を手掛ける。

※比率は、当ファンドの純資産総額に対する実質組入比率です。銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。（出所：QuickFactSet、Bloomberg）
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※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、

分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

＜投資環境と今後の見通し＞
5月の北米株式市場は、上旬は、米連邦準備制度理事会（FRB）が米連邦公開市場委員会（FOMC）において

0.5％の利上げを発表した後に、FRBが一段と積極的な利上げを行うのではないかという懸念が拡がり下落しまし
た。中旬は、米国内消費が堅調であることが示されて上昇したものの、インフレによる景気の腰折れ懸念と米金融政
策の不透明感から下落に転じました。下旬は、年初来で大きく下落した株価に、業績面から見た割安感が強まった
ことから反発しました。
エネルギーを巡る環境として、供給面では、北米地域のエネルギー企業や中東諸国の増産体制強化の動きが見

られます。需要面では、中国上海市の都市封鎖（ロックダウン）解除による生産活動の再開や夏場の観光・レジャー
による増加が見込まれます。一方、欧州連合（EU）がロシア産石油の輸入禁止等を柱とする追加制裁で合意するな
どの不安定要因が浮上していることから、今後の原油価格は、先行き不透明感が強いものの、上昇傾向が継続する
と想定します。
今後の北米株式市場は、弱含みの展開が予想されます。2022年1-3月期企業決算発表が一巡し、短期的には材

料出尽くしであることに加えて、米金融政策を巡る不透明感も依然として残っています。また、ロシア・ウクライナ問
題が長期化し、世界的な経済活動の停滞につながるのではという懸念が拡がっています。一方で、良好な雇用環
境や堅調な個人消費が株価を下支えすると想定します。

＜運用経過と今後の運用方針＞
5月の運用は、引き続き石油・ガス探査・開発株にウェイト付けしたポートフォリオで運用しました。投資行動として

は、ポートフォリオの産業サブセクター構成比を大きく変更せず、原油価格および天然ガス価格の上昇で株価上昇
が期待できる、もしくはロシア産原油・天然ガスに代わる供給元として収益拡大が期待できるオイルメジャーおよび
開発・生産の上流企業を中心に、パイプライン輸送や掘削サービス、販売の中下流企業など幅広い保有銘柄の買
い増しを行いました。
今後の運用方針として、原油価格および天然ガス価格の上昇から、株価上昇が期待できる石油・ガス探査・開発

株にウェイト付けする現行の産業サブセクター構成比を維持する考えです。また、ロシア産石油に代わる供給元とし
て、生産体制強化による収益拡大が期待できる天然ガスにファクターを持つ企業や、自社株買いや配当など積極
的に株主還元策を打ち出している銘柄に注目して銘柄選定を行います。

　組入上位国・地域
国･地域 比率

1 アメリカ 84.4%
2 カナダ 8.0%
3 　　　           ― 　　―
4 　　　           ― 　　―
5 　　　           ― 　　―

　組入上位5セクター
セクター名 比率

1 エネルギー 70.9%
2 素材 9.3%
3 公益事業 6.4%
4 運輸 4.5%
5 資本財 1.4%

※比率は、当ファンドの純資産総額に対する実質組入比率です。

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/9）  552158
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　ファンド情報

設　定　日 2013年4月25日

償　還　日 2023年4月10日

決　算　日 毎年4月9日および10月9日(休業日の場合は翌営業日)

　ファンドの特色（1）

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/9）  552158
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　ファンドの特色（2）

　投資リスク（1）
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　投資リスク（2）
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　お申込みメモ
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　ファンドの費用

　委託会社および関係法人の概況

委 託 会 社 岡三アセットマネジメント株式会社　 （ファンドの運用の指図を行います。）

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第370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

受 託 会 社 株式会社りそな銀行　 （ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（8/9）  552158
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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

（金融商品取引業者）

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

臼木証券株式会社 関東財務局長（金商）第31号 ○

永和証券株式会社 近畿財務局長（金商）第5号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 四国財務局長（金商）第3号 ○

寿証券株式会社 東海財務局長（金商）第7号 ○

三縁証券株式会社 東海財務局長（金商）第22号 ○

静岡東海証券株式会社 東海財務局長（金商）第8号 ○

大山日ノ丸証券株式会社 中国財務局長（金商）第5号 ○

東武証券株式会社 関東財務局長（金商）第120号 ○

播陽証券株式会社 近畿財務局長（金商）第29号 ○

光証券株式会社 近畿財務局長（金商）第30号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 関東財務局長（金商）第152号 ○ ○

益茂証券株式会社 北陸財務局長（金商）第12号 ○ ○

三木証券株式会社 関東財務局長（金商）第172号 ○

三田証券株式会社 関東財務局長（金商）第175号 ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

（登録金融機関）

株式会社イオン銀行 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社千葉興業銀行 関東財務局長（登金）第40号 ○

株式会社東北銀行 東北財務局長（登金）第8号 ○

商号 登録番号

加入協会

　販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の
取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売
会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

　ご注意

・ 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資
信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っ
ていただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社
について」でご確認ください。

・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまで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。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質
的な投資成果を示すものではありません。

・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等に
より、方針通りの運用が行われない場合もあります。

・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。

（注） 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/9）  552158


