
販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年10月31日現在

　設定来の基準価額の推移

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

追加型投信／内外／株式

0

50

100

150

200

250

300

350

400

 7,000

 7,500

 8,000

 8,500

 9,000

 9,500

 10,000

 10,500

 11,000

22/3/22 22/4/12 22/5/9 22/5/30 22/6/20 22/7/11 22/8/2 22/8/24 22/9/14 22/10/7 22/10/31

（億円）（円）

純資産総額(右軸)

分配金再投資基準価額(左軸)

基準価額(左軸)

 基準価額 7,781 円

 純資産総額 86.1 億円

　最近5期の分配金の推移

2022/09/20 0 円

設定来合計 0 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 2.26% ▲ 10.02% ▲ 11.84% 　　 － 　　 － ▲ 22.19%

参考指数 7.70% 2.42% 3.53% 　　 － 　　 － 4.04%

※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） 98.4%

 日本マネー・マザーファンド 0.2%

 短期金融商品・その他 1.4%

※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 46.5% 1 米ドル 51.1%

2 台湾 10.0% 2 ユーロ 12.8%

3 日本 8.7% 3 台湾ドル 10.0%

4 韓国 5.7% 4 日本円 8.7%

5 オランダ 5.3% 5 韓国ウォン 5.7%

6 中国 5.0% 6 中国元 2.6%

7 ドイツ 4.1% 7 香港ドル 2.4%

8 フランス 3.4% 8 ノルウェー・クローネ 2.2%

9 ルクセンブルク 2.9% 9 　　　　　　　　　　— 　　–　　

10 ノルウェー 2.2% 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 75.5% 大型株　（200億米ドル以上） 40.3%

2 コミュニケーション・サービス 13.8% 中型株　（50-200億米ドル） 23.1%

3 一般消費財・サービス 6.2% 小型株　（50億米ドル以下） 32.1%

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 38.7%

メタ・デバイス 27.6%

メタ・インフラ 29.2%

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: 44)

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 4.4%
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 アイクストロン 情報技術 ドイツ 4.1%
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。

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 4.0%
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 クレド・テクノロジー・グ
ループ・ホールディングス

情報技術 アメリカ 3.9% ネットワーク機器メーカー。安全かつ高速なデータ通信を実
現するための半導体や通信ケーブルの開発、製造を行う。

5 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。

6 ソニーグループ
一般消費財・サー
ビス

日本 3.5% 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。

7 ピュア・ストレージ 情報技術 アメリカ 3.5%
データを保管するストレージをサブスクリプションで提供。ク
ラウドへの接続、高速レスポンス、データ保護などの利便性
に強み。

8 ダッソー・システムズ 情報技術 フランス 3.4%
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。

9 ブロードコム 情報技術 アメリカ 3.4%
ネットワーク通信、サーバーストレージ向け半導体やインフ
ラソフトウェアソリューションを提供。メタバース需要拡大の
恩恵を受ける。

10 エヌビディア 情報技術 アメリカ 3.2%
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。

※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。

10月のグローバル株式市場は上昇しました。米国では、景気悪化懸念が強まる中、7-9月期の決算発表が本格化し、企

業業績の底堅さが示されたことがプラス材料となりました。また、米経済紙が先行き米連邦準備制度理事会（FRB）が利上

げペースを鈍化させる見通しと報じ、金利上昇に一服感が台頭しました。英国では、金融市場の攪乱要因となっていた減

税案の撤回や新政権の成立などの動きがあり、政治の混乱が収束方向に向かいました。一方、中国では、5年に一度の共

産党大会で新指導部が発足し、習近平氏への権力集中が鮮明となり、投資家の懸念を強める結果となりました。

※ 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。

パウエルFRB議長は、先行きの利上げペースが鈍化する一方、ターミナルレート（金利の到達点）が高めとなることを示唆

しました。高止まりするインフレ（物価の上昇）に対応し、当面は金融引き締め局面が続くと見られ、変動性が高い市場環境

が継続する見通しです。一方で、企業業績は概ね底堅さを維持しており、株式市場が底割れを回避する上で支援材料に

なると考えます。株式市場のバリュエーション調整に一巡感が台頭する中、今後は個別企業業績の動向が株価の優勝劣

敗を左右するものと考えます。景気減速による売上げの下押し圧力とインフレによるコスト上昇に直面し、企業業績が成長

の踊り場に差し掛かる中、構造的な成長ドライバーを持つ企業に投資することが重要であると考えます。

このような環境下、メタバース関連企業の中期的な成長性は高いと考えられ、足元では企業が積極的にメタバースを活

用する動きが見られます。国際サッカー連盟であるFIFAは、11月にワールドカップの開催を控える中、オンラインゲームプ

ラットフォームである米国のロブロックスとの提携を発表し、ロブロックス内にFIFA Worldと呼ばれるメタバース空間を構築し

ました。FIFA Worldではバーチャルパブリックビューイングが用意されており、独自の動画コンテンツを世界中の人々と楽

しむことが出来ます。

上記は一例であり、これまで現実世界で行われていた消費者向けエンターテインメントでも、今後はメタバースで展開さ

れていく事案が増えていくと期待されます。このような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。

10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、割安感の強まった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っています。

具体的には、データ通信速度を向上させるメモリ向け半導体や特許技術をライセンス供与する米国のラムバス（情報技

術）について、新規組み入れを実施しました。同社はメタバース拡大を背景とするデータセンター市場の長期的成長から

恩恵を受けることが期待できます。一方、様々なインターネットサービスを提供する中国のテンセント・ホールディングス（コ

ミュニケーション・サービス）の全売却を実施しました。中国において新指導部が発足し、習近平氏への権力集中が鮮明と

なる中、中国のインターネットエクスポージャーを削減すべきと判断しました。

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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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10月31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 ○ ○

（登録金融機関）

株式会社仙台銀行 東北財務局長（登金）第16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。

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


