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 基準価額 8,252 円

 純資産総額 87.3 億円

　最近5期の分配金の推移

設定来合計 －　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 ▲ 1.70% ▲ 18.76% 　　 － 　　 － 　　 － ▲ 17.48%

参考指数 ▲ 1.50% ▲ 6.15% 　　 － 　　 － 　　 － ▲ 1.10%

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくこと

になりますので、作成基準日現在、純資産総額に年率1.948%程度を乗じて得た額となります。

※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年前の各月の月末および設定日との比較です。

参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値を基に算出しております。

※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、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス （円ベース）です。

※参考指数の騰落率は、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。

※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

　ポートフォリオ構成比率

 グローバルメタバースファンド（円建て、ヘッジなしクラス） 98.8%

 日本マネー・マザーファンド 0.2%

 短期金融商品・その他 1.0%

※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。

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

※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。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/11）  553250
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※各比率は、「グローバルメタバースファンド（円建て、ヘッジなしクラス）」の純資産総額に対する比率です。

※ニューバーガー・バーマンのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しております。

国・地域別組入比率（上位10） 通貨別組入比率（上位10）

国・地域 比率 通貨 比率

1 アメリカ 43.1% 1 米ドル 48.9%

2 台湾 13.6% 2 台湾ドル 13.6%

3 中国 9.3% 3 ユーロ 12.0%

4 日本 7.4% 4 日本円 7.4%

5 オランダ 5.1% 5 香港ドル 5.6%

6 韓国 3.9% 6 韓国ウォン 3.9%

7 ドイツ 3.5% 7 中国元 3.7%

8 フランス 3.5% 8 ノルウェー・クローネ 1.3%

9 ルクセンブルク 2.4% 9 　　　　　　　　　　— 　　–　　

10 イギリス 1.9% 10 　　　　　　　　　　— 　　–　　

業種別組入比率（上位10） 企業規模（株式時価総額）別構成比率

業種 比率 企業規模 比率

1 情報技術 73.7% 大型株　（200億米ドル以上） 43.5%

2 コミュニケーション・サービス 18.0% 中型株　（50-200億米ドル） 23.8%

3 一般消費財・サービス 4.6% 小型株　（50億米ドル以下） 29.1%

4 　　　　　　　　　　— 　　–　　

5 　　　　　　　　　　— 　　–　　

6 　　　　　　　　　　— 　　–　　

7 　　　　　　　　　　— 　　–　　

8 　　　　　　　　　　— 　　–　　

9 　　　　　　　　　　— 　　–　　

10 　　　　　　　　　　— 　　–　　

※株式時価総額の区分は、本資料独自のものであり、将来変更される

場合があります。

※投資カテゴリーは、ニューバーガー・バーマン独自の分類であり、将来変更される場合があります。

※投資カテゴリーは、下記の分類に基づいています。

メタ・サービス：仮想現実（VR）／拡張現実（AR）／複合現実（MR）を活用したゲーム、エンターテインメント

（ライブや映画等）、広告等

メタ・デバイス：VR／AR／MR向けの機器（ヘッドマウントディスプレイ等）や部品

メタ・インフラ ：データセンター、サイバーセキュリティ、エッジコンピューティング向けの機器や部品

投資カテゴリー別構成比率

カテゴリー 比率

メタ・サービス 41.5%

メタ・デバイス 29.0%

メタ・インフラ 25.9%

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（2/11）  553250
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組入上位10銘柄 (組入銘柄数: 45)

銘柄名 業種 国・地域 比率 銘柄概要

1 パロアルトネットワークス 情報技術 アメリカ 3.8%
ネットワークをサイバー攻撃などから守る「ファイアーウォー
ル」に強みを有するサイバーセキュリティソフト企業。メタ
バース空間の安全性を高めることに貢献。

2 ゴアテック 情報技術 中国 3.7% 中国の電子機器メーカー。ウェアラブル機器等を製造。

3 ユニバーサル・ミュージッ
ク・グループ

コミュニケーション・
サービス

オランダ 3.6%
世界各地で事業展開する音楽会社。同社所属のアーティス
トがアバターを活用し、仮想空間上で活躍するメタバース上
のエンターテインメントコンテンツを提供。

4 アンシス 情報技術 アメリカ 3.6%
シミュレーションソフトウェアを手掛ける。航空宇宙や自動車
産業向けの製品に強みを有しており、仮想空間上における
製品設計や製品テストなどをサポート。

5 ソニーグループ
一般消費財・サー
ビス

日本 3.6% 電気機器やエンターテインメントコンテンツを手掛ける。メタ
バース向けのコンテンツ提供力を強化している点に注目。

6 アイクストロン 情報技術 ドイツ 3.5%
ドイツの半導体製造装置メーカー。高解像度のウェアラブル
に不可欠なマイクロLEDの製造に用いられるMOCVD装置
のリーダー企業。

7 ダッソー・システムズ 情報技術 フランス 3.5%
三次元のCG（コンピューターグラフィックス）を用いた設計ソ
フトを手掛ける。仮想空間上に都市や工場など、物理空間
を再現する「デジタルツイン」の技術を提供。

8 エヌビディア 情報技術 アメリカ 3.3%
半導体メーカー。データセンターやパソコン、自動車などに
搭載される「画像処理半導体（GPU）」の分野で強みを有す
る。

9 ユニミクロン・テクノロジー 情報技術 台湾 3.3%
半導体とマザーボードなどを接合する「半導体パッケージ」
に強みを有する。半導体の集積度を高め、高性能化を実現
する同社のパッケージ技術に注目。

10 ネットイース
コミュニケーション・
サービス

中国 3.2% 中国のゲーム大手。モバイルゲームやPCゲームを制作。

※比率は、「グローバルメタバースファンド（円建て、ヘッジなしクラス）」の純資産総額に対する比率です。

※ニューバーガー・バーマンのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しております。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/11）  553250
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※以下は、当ファンドが高位に組入れております「グローバルメタバースファンド（円建て、ヘッジなしクラス）」のファンドマネージャーコメント

を基に作成しています。

6月のグローバル株式市場は下落しました。米国の消費者物価指数（CPI）が高い伸びを示したことで、インフレ長期化へ

の懸念が強まりました。中旬に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）では、27年ぶりとなる0.75％の大幅利上げが決

定され、続いて英国中央銀行（BOE）やスイス国立銀行が利上げを実施しました。世界の中央銀行が足並みを揃えてイン

フレ退治姿勢を鮮明化する中、利上げによる景気後退の可能性が意識されたことが、株式市場を押し下げる要因となりま

した。

※ 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。

欧米中央銀行がインフレ退治姿勢を鮮明化しており、利上げの副作用による景気悪化リスクが株式市場の変動性を高め

る要因となっています。米国では、7月と9月のFOMCでの利上げを通じ、政策金利が中立金利（景気に対して緩和的でも

抑制的でもない均衡的な金利水準）を超えてくることが予想されています。中立金利を超えた後の利上げは、理論的には

景気に対して抑制的になることから、足下のような大幅利上げは難しくなると考えます。このため、利上げに対する株式市

場の警戒感は夏前後までがピークとなる可能性があります。一方で、世界経済のもう一つのエンジンである中国において

厳格な都市封鎖（ロックダウン）が解除され、景気が持ち直していることは明るい材料であると考えます。

こうした中、メタバース関連企業の中期的な成長性は高く、足元でも様々な取り組みが行われています。メタ・プラット

フォームズは、カフェでの仮想現実（VR）展示や、教育関係者と学生を対象とした拡張現実（AR）のトレーニング・ワーク

ショップなど、メタバースの活用可能性を探る実証実験を香港で行うことを発表しています。また、現地クリエイターと協力

し、非代替性トークン（NFT）を活用したプロジェクトを同社の写真投稿アプリ「インスタグラム」で行う予定です。このようにメ

タバースへの取り組みは着実に進展しており、投資チームは関連企業の業績成長余地は大きいと考えています。 引き続

き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、メタバースの普及に伴い業績成長が期待できる企業を選定し、バリュエーショ

ンにも注意を払った運用を実施して参ります。

6月の運用につきましては、引き続き、メタバースの普及に伴い中長期的な業績成長が期待できる銘柄に積極的な投資

を実施しました。ポートフォリオでは、株式市場の変動性が高まる中、相対的に業績見通しが良好な銘柄に新規投資をす

るなど、機動的な銘柄入れ替えを行いました。

具体的には、パーク、メディア、コンシューマー・プロダクツ、スタジオ・エンターテインメントを展開する米国のザ・ウォルト・

ディズニー・カンパニーについて新規組入れを実施しました。同社は、ディズニーのキャラクターなど多くの人気コンテンツ

を有しており、それらの高品質なコンテンツを仮想世界にも展開することで、今後の業績成長が期待できます。一方、ウェ

ブ・セキュリティなどソフトウエア・ソリューションを提供する米国のクラウドフレアの全売却を実施しました。同社は競争激化

とコストの上昇圧力により、2023年には成長が鈍化する可能性があると判断しました。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/11）  553250
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グローバル仮想世界株式戦略ファンド　愛称 フューチャーメタバース

　ファンド情報

設　定　日 2022年3月22日

償　還　日 2027年3月19日

決　算　日 年2回、3月および9月の各月の19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11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/11）  553250
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　ファンドの特色（2）
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　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

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/11）  553250
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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 三菱UFJ信託銀行株式会社　 （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11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（10/11）  553250
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2022年6月30日現在 グローバル仮想世界株式戦略ファンド　愛称 フューチャーメタバース

　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
は取次販売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。

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 ○

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 ○

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 ○ ○

商号 登録番号

加入協会

※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。

※静岡東海証券株式会社は2022年7月11日から取扱い開始です。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（11/11）  553250


