
販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年8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)為替ヘッジあり
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

追加型投信／海外／不動産投信

愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)
愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

2005/4 2007/5 2009/7 2011/9 2013/11 2016/1 2018/3 2020/6 2022/8

(億円)(円)

純資産総額(右軸)
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分配金再投資基準価額(左軸)

　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 6.77% 5.00% ▲ 3.29% ▲ 1.39% 20.18% 79.63%

参考指数 8.75% 7.79% ▲ 0.58% ▲ 0.57% 23.62% 325.82%

 基準価額 2,829 円

 純資産総額 6.0 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 91.1%

短期金融商品その他 8.9%

マザーファンド組入比率 94.1%

組入銘柄数 37銘柄 

為替ヘッジ比率 94.2%

※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。

※指数の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※為替ヘッジ比率は、作成基準日の当

ファンドの実質組入外貨建資産に対

する率です。

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

9,425 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

2021/09/13 10円 2022/01/12 10円 2022/05/12 10円
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

設定来分配金合計

当レポートは15枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/15）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年8月12日現在

　基準価額の要因分析

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

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)為替ヘッジあり 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型) 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)

決算期 決算日 基準価額 前期比 分配金 リート要因 ﾍｯｼﾞｺｽﾄ要因 信託報酬等

第196期 2021/8/12 2,988 円 17 円 ▲10 円 32 円 ▲1 円 ▲4 円

第197期 2021/9/13 2,999 円 11 円 ▲10 円 26 円 ▲1 円 ▲4 円

第198期 2021/10/12 2,939 円 ▲60 円 ▲10 円 ▲45 円 ▲1 円 ▲4 円

第199期 2021/11/12 3,168 円 229 円 ▲10 円 244 円 ▲1 円 ▲4 円

第200期 2021/12/13 3,196 円 28 円 ▲10 円 44 円 ▲1 円 ▲5 円

第201期 2022/1/12 3,205 円 9 円 ▲10 円 25 円 ▲1 円 ▲5 円

第202期 2022/2/14 2,988 円 ▲217 円 ▲10 円 ▲200 円 ▲2 円 ▲5 円

第203期 2022/3/14 2,991 円 3 円 ▲10 円 19 円 ▲2 円 ▲4 円

第204期 2022/4/12 3,151 円 160 円 ▲10 円 177 円 ▲3 円 ▲4 円

第205期 2022/5/12 2,724 円 ▲427 円 ▲10 円 ▲409 円 ▲4 円 ▲4 円

第206期 2022/6/13 2,678 円 ▲46 円 ▲10 円 ▲27 円 ▲5 円 ▲4 円

第207期 2022/7/12 2,659 円 ▲19 円 ▲10 円 0 円 ▲6 円 ▲3 円

第208期 2022/8/12 2,829 円 170 円 ▲10 円 191 円 ▲7 円 ▲4 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）、ヘッジコスト要因、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15枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（2/15）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年8月12日現在

　設定来の基準価額の推移

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)為替ヘッジあり(１年決算型)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型) 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)
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分配金再投資基準価額(左軸)

 基準価額 16,987 円

 純資産総額 0.05 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 91.1%

短期金融商品その他 8.9%

マザーファンド組入比率 94.1%

組入銘柄数 37銘柄 

※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。

※指数の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※為替ヘッジ比率は、作成基準日の当

ファンドの実質組入外貨建資産に対

する率です。

2017/9/12 0 円

2018/9/12 0 円

2019/9/12 0 円

2020/9/14 0 円

2021/9/13 0 円

設定来合計 0 円

　 近5期の分配金の推移

※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。

　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 6.64% 4.82% ▲ 2.69% ▲ 0.80% 20.51% 69.87%

参考指数 8.75% 7.79% ▲ 0.58% ▲ 0.57% 23.62% 129.38%

為替ヘッジ比率 94.2%

※基準価額は1万口当たりです。

当レポートは15枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/15）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年8月12日現在

　投資環境

　USリート･マザーファンドの状況

＜組入上位10銘柄＞

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)為替ヘッジあり 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型) 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)

＜セクター別構成比率＞

※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。
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(ポイント) FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Index

銘柄名 比率 セクター

アメリカン・タワー 8.4% インフラ

プロロジス 6.9% 産業施設

エクイニクス 5.7% データセンター

パブリック・ストレージ 5.4% 倉庫

SBAコミュニケーションズ 4.9% インフラ

クラウン・キャッスル 4.2% インフラ

リアルティ・インカム 4.2% 小売り

VICIプロパティーズ 4.1% 特殊施設

ベンタス 3.6% ヘルスケア

アバロンベイ・コミュニティーズ 3.5% 住宅

産業施設
13.5%

オフィス
2.1%

小売り
15.3%

住宅
13.9%ホテル

3.0%
倉庫
7.8%

ヘルスケア
11.0%

データセンター
7.2%

森林
1.6%

混合
2.3%

インフラストラ

クチャー
18.1%

特殊施設
4.2%

ポートフォリオ配当利回り

2.9%

セクター 当期末 前期末 前期末比

産業施設 13.5% 11.0% 2.5%

オフィス 2.1% 4.2% ▲2.1%

小売り 15.3% 14.9% 0.4%

住宅 13.9% 13.0% 0.9%

ホテル 3.0% 3.2% ▲0.2%

倉庫 7.8% 6.2% 1.6%

ヘルスケア 11.0% 12.9% ▲1.9%

データセンター 7.2% 7.4% ▲0.2%

森林 1.6% 1.7% ▲0.1%

混合 2.3% 2.3% 0.0%

インフラストラクチャー 18.1% 19.3% ▲1.2%

特殊施設 4.2% 4.1% 0.1%
※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。

※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。

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、現地前営業日の終値です。 （出所：Bloombergデータより岡三アセットマネジメント

当レポートは15枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/15）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年8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＞

愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)
愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

（2022年7月13日～2022年8月12日）

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

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。

※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。

7月の米国リート市場は、月初は長期金利が低下したことなどが好感され、上昇して始まりました。しかしその後は、6月の消費者物

価指数（CPI）の上昇率が市場予想を上回ったことなどを受けて、米連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利上げを続けるとの見方が

広がり反落しました。月半ば以降は、6月の小売売上高が市場予想を上回り、高インフレ下でも消費は堅調と受け止められたほか、主

要リートの決算が好材料となり反発しました。月末にかけても、米連邦公開市場委員会（FOMC）において0.75％の利上げが決定さ

れたものの、将来の利上げペース鈍化の可能性が示唆されたことや、2022年4-6月期の実質国内総生産（GDP）が市場予想を下

回ったことなどから、急速な金融引き締めへの懸念が後退し続伸しました。

8月に入ってからは、FRB高官が相次いで高インフレに懸念を示したことなどが嫌気され、上値が抑えられました。中旬にかけては、

7月の雇用統計が労働市場の改善を示す内容となり、景気悪化懸念が和らいだほか、7月のCPIの上昇率が前月から鈍化し、市場予

想も下回ったことを受けて、インフレがピークアウトしたとの見方からFRBの利上げペースが緩むとの期待が高まり、上値を試す展開と

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。

為替につきましては、高水準のヘッジ比率を維持しました。

マザーファンドの運用につきましては、産業施設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、オフィスセクターやヘル

スケア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2銘柄減の37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、7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）為替ヘッジありは、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2,659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2,839円（分配金10円（税引前）込み）、前期比

180円高となりました。基準価額の変動要因をリート要因、ヘッジコスト要因、信託報酬等の要因に大別しますと、概ねリート要因で

+191円、ヘッジコスト要因で-7円、信託報酬等の要因で-4円となりました。

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。

なお、為替につきましては、引き続き高水準のヘッジ比率を維持する予定です。

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、景気悪化が懸念される中、長期契約により業績が安定しているネット

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、一部の銘柄のウェイトを引き下げましたが、経済正常化による需要回

復が見込まれるヘルスケアセクターなどを引き続き強気に見て、ウェイト付けを行う方針です。一方、景気減速に伴う賃料上昇率の鈍

化等で業績モメンタムの低下が懸念される住宅セクターや、企業景況感の悪化などでオフィス需要の伸びが鈍化に向かうと見られる

オフィスセクターなどに対しては弱気な見方を継続しており、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。

米国リート市場は、一進一退の展開が予想されます。インフレ率にはピークアウトの兆しが見られるものの、依然として高水準です。

そのため、FRBは積極的な金融引き締め姿勢を維持すると見られ、利上げ継続による景気悪化への警戒感が上値を抑える要因にな

ると考えられます。一方、主要リートの2022年4-6月期決算は、概ね市場予想を上回る内容となり、順調な業績回復が確認されまし

た。また、景気の先行き不透明感が強まる中でも、不動産の中長期契約に基づく安定したキャッシュフローやインフレへの耐性等を

背景に、決算発表時に市場予想を上回る業績見通しを提示するリートも散見されます。リートの経営陣が総じて今後の事業環境を強

気に見ていることからも、業績への期待が相場を下支えする要因になると考えられます。
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　ファンド情報

設　定　日 2013年9月13日

償　還　日 原則として無期限

決　算　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）

2005年4月1日

ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（１年決算型）

原則として無期限

毎月12日(休業日の場合は翌営業日)
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　ファンドの特色（2）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　投資リスク（1）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　投資リスク（2）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　お申込みメモ（1）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　お申込みメモ（2）

当レポートは15枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（12/15）  551163 / 552166



販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(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。）

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

 マザーファンドの
 委託先運用会社
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販売用資料

2022年8月12日現在

　以下は、ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジありの販売会社です。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

（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。

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 ○

エイチ・エス証券株式会社 関東財務局長（金商）第35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 ○

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 ○

ＪＩＡ証券株式会社 関東財務局長（金商）第2444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 ○

株式会社十八親和銀行 福岡財務支局長（登金）第3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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販売用資料

2022年8月12日現在

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

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　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。

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 ○

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 ○

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 ○

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 ○

（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。
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