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　設定来の基準価額の推移
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 基準価額 9,625 円

 純資産総額 31.7 億円

　 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 ▲ 0.39% 3.99% 　　 － 　　 － 　　 － ▲ 3.75%

参考指数 ▲ 0.06% 4.70% 　　 － 　　 － 　　 － 1.43%

※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。

※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 World Index（配当込、円換算ベース）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。

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。

　ポートフォリオ構成比率

株式 90.8%

(内国内株式） (20.0%)

(内外国株式） (70.8%)

(内先物） (0.0%)

投資信託証券 2.3%

6.9%

組入銘柄数 82銘柄 

短期金融商品その他

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

※投資信託証券には、インフラ投資法人

が含まれます。
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※各比率は、当ファンドの純資産総額に対する比率です。（テーマ別構成比率を除く）

※国・地域は、発行国を表示しています。

※組入上位10通貨は、作成基準日における純資産に対する各通貨残高の比率で、基準日に未決済の為替取引は含まれておりません。

　組入上位10ヵ国・地域

国・地域 比率

1 米国 49.9%

2 日本 20.0%

3 スペイン 3.8%

4 英国 3.3%

5 オランダ 3.3%

6 フランス 3.1%

7 デンマーク 1.9%

8 カナダ 1.5%

9 ノルウェー 1.4%

10 台湾 1.3%

　組入上位10通貨

通貨 比率

1 米ドル 52.5%

2 円 27.3%

3 ユーロ 9.2%

4 ポンド 3.9%

5 デンマーククローネ 1.9%

6 カナダドル 1.6%

7 スイスフラン 1.6%

8 ノルウェークローネ 1.4%

9 スウェーデンクローナ 0.6%

10 　　　　　　－ －%

　テーマ別構成比率

テーマ 比率

防災・減災インフラ 24.3%

環境インフラ 24.0%

医療インフラ 27.9%

デジタルインフラ 23.9%

※株式および投資信託証券の時価総額に

対する比率です。

　組入上位10銘柄

銘柄名 テーマ 国・地域 比率

1 マイクロソフト デジタルインフラ 米国 3.1%

2 アップル 医療インフラ 米国 2.8%

3 ジェイコブズ・エンジニアリング・グループ 防災・減災インフラ 米国 2.4%

4 日立製作所 防災・減災インフラ 日本 2.3%

5 ＨＣＡヘルスケア 医療インフラ 米国 2.2%

6 ＡＳＭＬホールディング デジタルインフラ オランダ 2.2%

7 エンフェーズ・エナジー 環境インフラ 米国 2.1%

8 パロアルトネットワークス デジタルインフラ 米国 2.0%

9 アメリカン・タワー デジタルインフラ 米国 2.0%

10 ファイザー 医療インフラ 米国 2.0%

テーマ別の組入上位5銘柄

　防災・減災インフラ

銘柄名 国・地域 比率

1 ジェイコブズ・エンジニアリング・グループ 米国 2.4%

2 日立製作所 日本 2.3%

3 クアンタ・サービシーズ 米国 1.7%

4 モトローラ・ソリューションズ 米国 1.7%

5 ＷＳＰグローバル カナダ 1.5%

　医療インフラ

銘柄名 国・地域 比率

1 アップル 米国 2.8%

2 ＨＣＡヘルスケア 米国 2.2%

3 ファイザー 米国 2.0%

4 ユニバーサル・ヘルス・サービシズ 米国 1.8%

5 塩野義製薬 日本 1.7%

　環境インフラ

銘柄名 国・地域 比率

1 エンフェーズ・エナジー 米国 2.1%

2 ヴェスタス・ウィンド・システムズ デンマーク 1.9%

3 テスラ 米国 1.8%

4 ネクストエラ・エナジー・パートナーズ 米国 1.8%

5 芝浦電子 日本 1.6%

　デジタルインフラ

銘柄名 国・地域 比率

1 マイクロソフト 米国 3.1%

2 ＡＳＭＬホールディング オランダ 2.2%

3 パロアルトネットワークス 米国 2.0%

4 アメリカン・タワー 米国 2.0%

5 東京エレクトロン 日本 1.5%

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。（2/9）  553349



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年5月31日現在

　投資環境

　運用経過

　今後の運用方針

インフラ関連グローバル株式ファンド（愛称 にいがたインフラサポート）

追加型投信／内外／株式

※ 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。

5月の世界の株式市場、上旬の動向は、米国では、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。欧州では、欧州中央銀行（ECB）高官が利上げを示唆したことで金融政策への不透明感が浮上するなどし、軟調な

展開となりました。日本国内では、好業績銘柄を物色する動きが見られましたが、米国の金融政策の動向や、中国国内の

新型コロナウイルス対策による経済活動の停滞が懸念され、下落しました。中旬の動向は、米国では、国内消費が堅調で

あることが好感された一方、物価上昇による小売業の収益悪化懸念が浮上したことで、先行きへの警戒感が高まり下落し

ました。欧州では、中国上海市の都市封鎖（ロックダウン）解除が報じられたことで、経済活動の正常化期待から買い戻し

の動きも見られましたが、米国および欧州の金融政策の動向を注視する姿勢も見られるなど、方向感の乏しい展開となりま

した。日本国内では、好決算銘柄や株主還元策を講じる銘柄を中心に底堅い動きとなりました。下旬の動向は、米国、欧

州、日本ともに、米国の物価上昇のピークアウト期待から、業績面から見て割安感の高まった銘柄を中心に買い戻しの動

きが優勢となり、堅調に推移しました。

5月の運用も前月と引き続き、各テーマへの投資ウエイトを25％程度とし、個別銘柄についても4テーマ毎に20銘柄程度と

しました。投資行動としては、株式市場が月後半から堅調な展開となったことから、株式等組入比率を90％台前半まで引き

上げ、調整が進んだグロース株を中心に買い増しを行いました。業種別では、半導体関連株がプラス寄与した一方、一部

の電気自動車（EV）関連株やソフトウェア関連株がマイナスの影響となりました。

今後の世界の株式市場は、米国の物価水準と金融政策の動向等で変動する展開を予想しています。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感もありますが、今後の米国の金融政策を巡る懸念が依然として残ってい

ます。一方で、中国上海市のロックダウン解除から本格的な経済活動の再開や、米国内の堅調な雇用環境と個人消費が

株価を下支えすると想定します。

また、今後の運用方針として、日本を含む世界の取引所上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医

療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業の株式等に投資を行います。銘柄選定においては、各テーマに関

わる企業の技術、製品、成長性、収益等に着目して行います。基本姿勢として、各テーマへの投資金額を均等とし、個別

銘柄数については4テーマ毎に20銘柄程度を選定、市場流動性を考慮しながら買付けを進める方針とします。

投資行動として、株式等組入比率は90％台前半とします。銘柄については、長期的な資金流入が見込まれるインフラ関

連株を選好します。その中で、外国株に関しては、大型ハイテク株、ハイテク成長株の買い増しを検討します。国内株で

は、好決算銘柄およびクリーンエネルギー株の買い入れを検討します。

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。（3/9）  553349
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インフラ関連グローバル株式ファンド（愛称 にいがたインフラサポート）

　ファンド情報

設　定　日 2021年12月20日

償　還　日 2031年12月19日

決　算　日 毎年6月20日および12月20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）  553349



販売用資料

インフラ関連グローバル株式ファンド（愛称 にいがたインフラサポート）

　ファンドの特色（2）
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　投資リスク（1）
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インフラ関連グローバル株式ファンド（愛称 にいがたインフラサポート）

　お申込みメモ
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インフラ関連グローバル株式ファンド（愛称 にいがたインフラサポート）

　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 三井住友信託銀行株式会社　 （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9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（8/9）  553349



販売用資料

2022年5月31日現在 インフラ関連グローバル株式ファンド（愛称 にいがたインフラサポート）

　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。

　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）

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

商号 登録番号

加入協会
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