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ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称　十二絵巻
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各評価機関から高い評価をいただきました。

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性

につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将

来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内

閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業

務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。

当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパ

フォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン

（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる

分類ごとに、コンシスタント・リターンが も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳

しい情報は、https://www.refinitiv.com/ja/rlfa2022 をご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正

確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価シ

ステム「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫

性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、

https://www.refinitiv.com/ja/rlfa2022 をご覧ください。

ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

愛称 十二絵巻（１年決算型）

リフィニティブ・リッパー・

ファンド・アワード・ジャパン 2022

『 優秀ファンド賞』

ワールド・リート・セレクション（米国）

愛称 十二絵巻

Ｒ＆Ｉファンド大賞 2022

『 優秀ファンド賞』

投資信託 北米REIT部門 投資信託部門

（株式型 業種別 不動産業 北米） ［評価期間 3年］
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販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月12日現在

　設定来の基準価額の推移

ワールド・リート・セレクション（米国）
ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

愛称　十二絵巻
愛称　十二絵巻（１年決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

ワールド・リート・セレクション（米国）
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分配金再投資基準価額(左軸)

※基準価額は1万口当たりです。

※毎月12日（休業日に該当する場合は翌営業日）に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。なお、6月と12月の決算期は、売買益

（評価益を含みます。）が存在するときは、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。
※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。

※マザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンド組入比率を除く）。

※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。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.65％(税抜1.50％)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。

※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12日（休業日の場合は翌営業日）、および設定日

との比較です。また、参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexです。

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、FTSE Groupが発表する米国リートの代表的な指数です。配当を

考慮したトータルリターン・ベースで、1971年12月31日を100として算出しています。なお、同指数は参考指数

であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※指数、為替はBloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが騰落率を算出しております。

 基準価額 2,461 円

 純資産総額 392.5 億円

　ポートフォリオ構成比率

国内不動産投信 0.0%

外国不動産投信 95.8%

短期金融商品その他 4.2%

マザーファンド組入比率 98.3%

組入銘柄数 36銘柄 

　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 2.62% 8.68% 11.78% 21.02% 51.02% 255.12%

参考指数 ▲ 4.07% 4.25% ▲ 5.62% ▲ 5.14% 16.58% 452.16%

ドル／円 7.15% 5.79% 21.44% 29.86% 32.13% 28.38%

12,985 円

過去1年間の分配実績 （1万口当たり・税引前）

決算日 分配金 決算日 分配金 決算日 分配金

2021/10/12 10円 2022/02/14 10円 2022/06/13 10円

2021/11/12 10円 2022/03/14 10円 2022/07/12 10円

2021/12/13 10円 2022/04/12 10円 2022/08/12 10円

2022/01/12 10円 2022/05/12 10円 2022/09/12 10円

設定来分配金合計

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
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販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月12日現在

　基準価額の要因分析

愛称　十二絵巻
愛称　十二絵巻（１年決算型）

ワールド・リート・セレクション（米国）
ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

ワールド・リート・セレクション（米国）

決算期 決算日 基準価額 前期比 分配金 リート要因 為替要因 信託報酬等

第216期 2021/9/13 2,141 円 0 円 ▲10 円 19 円 ▲6 円 ▲3 円

第217期 2021/10/12 2,156 円 15 円 ▲10 円 ▲39 円 67 円 ▲3 円

第218期 2021/11/12 2,343 円 187 円 ▲10 円 185 円 15 円 ▲3 円

第219期 2021/12/13 2,347 円 4 円 ▲10 円 32 円 ▲15 円 ▲3 円

第220期 2022/1/12 2,386 円 39 円 ▲10 円 15 円 37 円 ▲3 円

第221期 2022/2/14 2,218 円 ▲168 円 ▲10 円 ▲156 円 1 円 ▲3 円

第222期 2022/3/14 2,258 円 40 円 ▲10 円 11 円 42 円 ▲3 円

第223期 2022/4/12 2,532 円 274 円 ▲10 円 129 円 158 円 ▲3 円

第224期 2022/5/12 2,245 円 ▲287 円 ▲10 円 ▲359 円 85 円 ▲3 円

第225期 2022/6/13 2,293 円 48 円 ▲10 円 ▲34 円 95 円 ▲3 円

第226期 2022/7/12 2,314 円 21 円 ▲10 円 ▲2 円 36 円 ▲3 円

第227期 2022/8/12 2,408 円 94 円 ▲10 円 177 円 ▲70 円 ▲3 円

第228期 2022/9/12 2,461 円 53 円 ▲10 円 ▲99 円 165 円 ▲3 円

（基準価額の要因分析とは）

*各計算期間における基準価額の変動要因を分配金、リート（不動産投信）、為替、信託報酬等に分けて1万口当たりで表示したものです。

*上記の数値は、日々の資料を基に簡便法により試算した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。

*リート要因とは、米国のリート（不動産投信）の配当等収益及び売買損益（評価損益を含む。）等が基準価額に与えた影響額です。

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/18）  551153 / 552165



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月12日現在

　設定来の基準価額の推移

ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称　十二絵巻
ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型） 愛称　十二絵巻（１年決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）
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※基準価額は1万口当たりです。

※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。

※マザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンド組入比率を除く）。

※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。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.65％(税抜1.50％)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。

※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12日（休業日の場合は翌営業日）、および設定日

との比較です。また、参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexです。

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、FTSE Groupが発表する米国リートの代表的な指数です。配当を

考慮したトータルリターン・ベースで、1971年12月31日を100として算出しています。なお、同指数は参考指数

であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※指数、為替はBloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが騰落率を算出しております。

2018/9/12 0 円

2019/9/12 0 円

2020/9/14 0 円

2021/9/13 0 円

2022/9/12 0 円

設定来合計 0 円

　 近5期の分配金の推移

 基準価額 25,922 円

 純資産総額 2.1 億円

　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 2.70% 8.76% 11.84% 21.56% 52.37% 159.22%

参考指数 ▲ 4.07% 4.25% ▲ 5.62% ▲ 5.14% 16.58% 120.05%

ドル／円 7.15% 5.79% 21.44% 29.86% 32.13% 43.22%

　ポートフォリオ構成比率

国内不動産投信 0.0%

外国不動産投信 96.2%

短期金融商品その他 3.8%

マザーファンド組入比率 98.8%

組入銘柄数 36銘柄 

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/18）  551153 / 552165



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月12日現在

　投資環境

　USリート･マザーファンドの状況（1）

ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型） 愛称　十二絵巻（１年決算型）
ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称　十二絵巻

＜セクター別構成比率＞

追加型投信／海外／不動産投信

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、現地前営業日の終値です。 ※ドル／円は対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値です。

（出所：Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成）
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インフラストラ

クチャー
18.8%

特殊施設
4.3%

※USリート･マザーファンドの保有リート全体に占める各セクターの構成比です。

※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。
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セクター 当期末 前期末 前期末比

産業施設 14.0% 13.5% 0.5%

オフィス 1.2% 2.1% ▲0.9%

小売り 14.1% 15.3% ▲1.2%

住宅 17.4% 13.9% 3.5%

ホテル 2.5% 3.0% ▲0.5%

倉庫 8.8% 7.8% 1.0%

ヘルスケア 7.2% 11.0% ▲3.8%

データセンター 7.2% 7.2% 0.0%

森林 2.2% 1.6% 0.6%

混合 2.3% 2.3% 0.0%

インフラストラクチャー 18.8% 18.1% 0.7%

特殊施設 4.3% 4.2% 0.1%

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/18）  551153 / 552165
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＜月次運用レポート＞
2022年9月12日現在

　USリート･マザーファンドの状況（2）

ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称　十二絵巻
ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型） 愛称　十二絵巻（１年決算型）

＜組入上位10銘柄＞

追加型投信／海外／不動産投信

※配当利回りは、USリート・マザーファンドで保有している個別リートの予想配当利回りをマザーファンドの純資産に対する比率で加重平均した

年率換算利回りです（前月末時点、課税前）。

※配当利回りは市場動向等によって変動します。したがって、ファンドの運用利回りを示唆するものではなく、将来の分配金を保証するものでは

ありません。

※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。

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※セクターは、全米不動産投資信託協会（NAREIT）による分類を使用しています。

※外国銘柄の日本語表記は、QuickFactSet、Bloombergを参照しております。

銘柄名 セクター 比率 銘柄概要

1 アメリカン・タワー インフラ 8.8%

不動産投資信託。米国内でワイヤレス通信および放送用タワーの
保有、運営、開発に従事する。一般通信サービス、ポケットベル、
携帯電話を含む幅広い無線通信業向けに共用アンテナ塔をリー
スする。

2 プロロジス 産業施設 7.1%
産業用不動産の保有、運営、開発会社。北･中南米、欧州、アジア
のグローバル市場および地域市場を対象とする。近代的な物流施
設のリースも提供。

3 エクイニクス データセンター 6.5%
データセンターをグローバルに展開し、電源、スペース、相互接続
などの基本的なサービスのほか、アウトソーシングやクラウドサー
ビスなどを顧客に提供する。

4 パブリック・ストレージ 倉庫 5.9% 主に米国で利用者が荷物を自由に出し入れできるセルフサービス
倉庫施設の所有、買収、開発、運営を手掛ける。

5 SBAコミュニケーションズ インフラ 5.6%

米国の無線通信インフラ企業。サイトのリースと開発、構築、およ
びコンサルティング・サービスを提供する。自社所有のマルチテナ
ント型のアンテナ塔のスペースを多数の無線通信サービスプロバ
イダーに長期契約で賃貸する。

6 アバロンベイ・コミュニティーズ 住宅 5.4% 米国内の集合住宅物件の開発、再開発、買収、保有、運営を手掛
ける。

7 リアルティ・インカム 小売り 4.2%
不動産会社。米国各地にある商業用不動産のポートフォリオを所
有・管理する。単一テナント小売店舗地を買収し、地域および全国
的なチェーン店への長期ネットリース契約での賃貸に注力する。

8 クラウン・キャッスル インフラ 3.9%
不動産投資信託。無線通信用タワーなどのインフラを保有し、運
営とリースを手掛ける。米国とオーストラリアで無線通信サービス
区域およびインフラ施設を管理・提供する。

9 ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ 住宅 3.7%
米国南東部、中西部およびテキサス州で大規模な賃貸住宅不動
産を所有、開発、取得、運営する。また、傘下のサービス会社を通
じて第三者が保有する不動産の管理、開発、建設も手掛ける。

10 VICIプロパティーズ 特殊施設 3.2%

大規模な市場有数のゲーム施設、ホスピタリティ施設、娯楽施設
を保有。世界的に有名なシーザーズ・パレスもその1つ。同社の戦
略として、米国内で 高品質とされる も生産性の高い体験型不
動産ポートフォリオを構築する。

ポートフォリオ配当利回り

2.9%
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販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月12日現在

　ファンドマネージャーのコメント

 ＜投資環境＞

 ＜運用経過＞

 ＜今後の見通し＞

 ＜今後の運用方針＞

ワールド・リート・セレクション（米国） 愛称　十二絵巻
ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型） 愛称　十二絵巻（１年決算型）

（2022年8月13日～2022年9月12日）

追加型投信／海外／不動産投信

USリート・マザーファンドの外貨建資産（米国リート等）に係る運用委託先であるリーフ アメリカ エル エル シーのファンドマネージャーの前月末時点での
コメントを参考のうえ作成しています。

※ 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。

8月の米国リート市場は、月初は、ペロシ米下院議長が台湾を訪問する見通しと報じられ、米中関係の緊張が高まるとの警戒感か

ら、下落して始まりました。その後は、主要リートの好決算が材料視されたほか、7月の消費者物価指数（CPI）の上昇率が前月から鈍

化したことを受けて、インフレがピークアウトしたとの見方から利上げペースが緩むとの期待が高まり上昇しました。しかし月後半に入る

と、米連邦準備制度理事会（FRB）高官による金融引き締めに積極的なタカ派発言に加え、欧州主要国の国債利回りが上昇し、米長

期金利の上昇に繋がったことなどが嫌気され反落しました。月末にかけても、パウエルFRB議長がジャクソンホール会議での講演で、

インフレを抑制するために利上げを継続する姿勢を示したことを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まり続落しました。

9月に入ってからは、リートの安定的な業績やバリュエーション面での割安感などに着目したと見られる買いが入り、持ち直す動きと

なりました。

当ファンドのマザーファンドである「USリート・マザーファンド」は、外貨建資産の運用指図に関する権限を米国の不動産運用会社で

あるリーフ アメリカ エル エル シーに委託しており、外貨建資産（米国リート等）の運用は同社が行っています。岡三アセットマネジメ

ントでは、「USリート・マザーファンド」におけるドル資金の送回金を通じて外貨建資産総額のコントロールを行うとともに、同社の運用

についてのモニタリングを行っています。

マザーファンドの運用につきましては、住宅セクターや倉庫セクターなどのウェイトを引き上げた一方、ヘルスケアセクターや小売り

セクターなどのウェイトを引き下げました。

個別銘柄の入れ替えを行った結果、当作成基準日時点での保有銘柄数は前作成基準日比1銘柄減の36銘柄となっています。な

お、「USリート・マザーファンド」のポートフォリオ配当利回り（予想ベース、8月末時点）は2.9％となっています。

ワールド・リート・セレクション（米国）は、当期におきまして、1万口当たり10円（税引前）の収益分配を行いました。 なお、前期に

2,408円（分配金10円（税引前）落ち後）でありました基準価額は、当期には2,471円（分配金10円（税引前）込み）、前期比63円高とな

りました。基準価額の変動要因をリート要因、為替要因、信託報酬等の要因に大別しますと、概ねリート要因で-99円、為替要因で

+165円、信託報酬等の要因で-3円となりました。

ワールド・リート・セレクション（米国）1年決算型も決算を迎えましたが、収益分配は見送りといたしました。

※以下のコメントは、運用委託先のファンドマネージャーのコメントを参考に当社のファンドマネージャーが見通しを作成しています。

米国リート市場は、インフレ抑制に向けた積極的な利上げ継続に伴う景気悪化への懸念が変動性を高める要因となり、不安定な展

開が予想されます。一方、景気悪化懸念の高まりを受けて、長期金利の低下圧力が徐々に強まると考えられます。このような投資環

境では、不動産の中長期契約に基づいた賃料収入による安定したキャッシュフローや、相対的に高い分配金利回りに加え、インフレ

への耐性を備えたリートへの投資の魅力が注目されやすくなると思われます。こうしたことがリート市場への資金流入に繋がると考えら

れます。また、リートのファンダメンタルズは良好に推移している一方、8月末時点でリート価格は保有資産価値を9％程度下回る水準

にあります。バリュエーション面での割安感も支援材料になると考えられます。

当ファンドは、「USリート・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて米国リートへの投資を行うファミリーファンド方式での運用を

行っています。「USリート・マザーファンド」の運用につきましては、今後も資金動向に留意しながら、資金の送回金を行う予定です。

今後の運用方針につきましては、セクター配分については、長期契約による業績の安定性に加え、堅固なバランスシートを背景に

新規開発や買収等による外部成長が期待できるネットリース系リート（小売り、混合など複数のセクターに属します）や、高速通信規格

「5G」の普及が追い風となるインフラストラクチャーセクターなどを強気に見て、ウェイト付けを行う方針です。一方、企業景況感の悪化

等でオフィス需要の伸びが鈍化に向かうと見られるオフィスセクターや、インフレによる衣料品など裁量的支出抑制の影響が懸念され

るショッピングモールが属する小売りセクターなどに対しては弱気な見方をしており、慎重な姿勢で臨みます。また、個別銘柄につい

ては、質の高い資産を保有し、安定的なキャッシュフローが期待できる優良銘柄を中心に投資する方針です。
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　ファンド情報

ワールド・リート・セレクション（米国） ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

設　定　日 2003年9月30日 2013年9月13日

償　還　日 原則として無期限 原則として無期限

決　算　日 毎月12日(休業日の場合は翌営業日) 毎年9月12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18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（8/18）  551153 / 552165
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　ファンドの特色（2）

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/18）  551153 / 552165
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（10/18）  551153 / 552165
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　投資リスク（1）

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（11/18）  551153 / 552165
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　投資リスク（2）

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（12/18）  551153 / 552165
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　お申込みメモ（1）

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（13/18）  551153 / 552165
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　お申込みメモ（2）
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ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　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。）

 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。）

リーフ アメリカ エル エル シー
（「ＵＳリート・マザーファンド」において、委託会社との運用委託契約に基づき、外貨建資産（不動産

投資信託証券等）の運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます。）を行います。）

 マザーファンドの
 委託先運用会社

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
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2022年9月12日現在 ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　以下は、ワールド・リート・セレクション（米国）の販売会社です。

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 ○

アイザワ証券株式会社 関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○

あかつき証券株式会社 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

今村証券株式会社 北陸財務局長（金商）第3号 ○

臼木証券株式会社 関東財務局長（金商）第31号 ○

エイチ・エス証券株式会社 関東財務局長（金商）第35号 ○

永和証券株式会社 近畿財務局長（金商）第5号 ○

auカブコム証券株式会社 関東財務局長（金商）第61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 ○

共和証券株式会社 関東財務局長（金商）第64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 ○

株式会社証券ジャパン 関東財務局長（金商）第170号 ○

荘内証券株式会社 東北財務局長（金商）第1号 ○

東海東京証券株式会社 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

内藤証券株式会社 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○

長野證券株式会社 関東財務局長（金商）第125号 ○

南都まほろば証券株式会社 近畿財務局長（金商）第25号 ○

ニュース証券株式会社 関東財務局長（金商）第138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 ○ ○ ○

二浪証券株式会社 四国財務局長（金商）第6号 ○

北洋証券株式会社 北海道財務局長（金商）第1号 ○

益茂証券株式会社 北陸財務局長（金商）第12号 ○ ○

松井証券株式会社 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

むさし証券株式会社 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

明和證券株式会社 関東財務局長（金商）第185号 ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

相生証券株式会社 近畿財務局長（金商）第1号 ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

三晃証券株式会社 関東財務局長（金商）第72号 ○

ＪＩＡ証券株式会社 関東財務局長（金商）第2444号 ○ ○

野畑証券株式会社 東海財務局長（金商）第18号 ○ ○

武甲証券株式会社 関東財務局長（金商）第154号 ○

商号 登録番号

加入協会

　販売会社について（1）

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。

※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。
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2022年9月12日現在 ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　以下は、ワールド・リート・セレクション（米国）の販売会社です。

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

商号 登録番号

加入協会

（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 ○

株式会社西京銀行 中国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社十八親和銀行 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

株式会社新生銀行(委託金融商品取引業
者：マネックス証券株式会社)

関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

　販売会社について（2）

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。

（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。
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2022年9月12日現在 ワールド・リート・セレクション（米国）／ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）

　以下は、ワールド・リート・セレクション（米国）（１年決算型）の販売会社です。

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 ○

アイザワ証券株式会社 関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○

あかつき証券株式会社 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

今村証券株式会社 北陸財務局長（金商）第3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 ○

東海東京証券株式会社 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

松井証券株式会社 関東財務局長（金商）第164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 ○

三晃証券株式会社 関東財務局長（金商）第72号 ○

（登録金融機関）

株式会社西京銀行 中国財務局長（登金）第7号 ○

商号 登録番号

加入協会

　ご注意

・

・

・

・ 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。

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。

※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。

　販売会社について（3）

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。

（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。

当レポートは18枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（18/18）  551153 / 552165


