
〒106-6147 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

お問合せ先：03-6437-6000（代表）
www.gsam.co.jp

受 付 時 間：営業日の午前９時～午後５時

本ファンドは、約款において運用報告書（全体版）を

電子交付することが定められております。運用報告

書（全体版）は、下記の手順でご覧いただけます。

なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問

い合わせください。

〈閲覧方法〉

右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「ファンド一

覧」より本ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」

を選択

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「netWIN　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ａコース

／Ｂコース」は、このたび、第44期の決算を行いまし

た。本ファンドは、主にテクノロジーの発展により恩恵

を受ける米国企業の株式へ投資することにより、信託

財産の長期的な成長をめざして運用を行っておりま

す。今期の運用経過等について、以下のとおりご報告

申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上

げます。

Ａ
コ
ー
ス

第44期末（2021年11月30日） 第44期

基準価額 19,449円 騰 落 率 13.61％

純資産総額 222,212百万円 分配金合計 500円

Ｂ
コ
ー
ス

第44期末（2021年11月30日） 第44期

基準価額 26,484円 騰 落 率 17.67％

純資産総額 789,397百万円 分配金合計 500円

（注）騰落率は収益分配金（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。

交 付 運 用 報 告 書

netWIN
ＧＳテクノロジー株式ファンド

Ａコース（為替ヘッジあり）

Ｂコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／海外／株式

第44期（決算日2021年11月30日）

作成対象期間：2021年６月１日～2021年11月30日
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運用経過
基準価額等の推移について（2021年６月１日～2021年11月30日）

○netWIN　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
（以下、「Ａコース（為替ヘッジあり）」といいます。）

○netWIN　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
（以下、「Ｂコース（為替ヘッジなし）」といいます。）

（注１）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注４）分配金再投資基準価額、参考指数は、期首の基準価額を起点として指数化しています。
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基準価額の主な変動要因
○Ａコース（為替ヘッジあり）の基準価額は、期首の17,559円から1,890円上昇し、期末には19,449円と

なりました。

○Ｂコース（為替ヘッジなし）の基準価額は、期首の22,932円から3,552円上昇し、期末には26,484円と

なりました。

上昇要因

　米国株式市場が上昇したことや、投資銘柄のうち、マイクロソフトやアルファベットなどの株価が保

有期間中に上昇したことが、基準価額の主な上昇要因となりました。また、Ｂコース（為替ヘッジな

し）では米ドルが円に対して上昇したことも、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

　投資銘柄のうち、ペイパル・ホールディングスやフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・

サービシズなどの株価が保有期間中に下落したことが、基準価額の主な下落要因となりました。また、

分配金をお支払いしたことも、基準価額の下落要因となりました。
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１万口当たりの費用明細
○Ａコース（為替ヘッジあり）

項目
当期

項目の概要2021年６月１日～2021年11月30日
金額 比率

信託報酬 200円 1.048％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （105） （0.552） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （ 84） （0.441） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （ 11） （0.055） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

売買委託手数料 1 0.007 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式） （  1） （0.007） 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

有価証券取引税 0 0.001 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式） （  0） （0.001） 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

その他費用 1 0.003 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （  0） （0.001） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （  0） （0.001） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （  0） （0.001） 目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要

するその他の諸費用
合計 202 1.059

期中の平均基準価額は19,045円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、本ファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）株式には投資信託証券を含みます。

（参考情報）

総経費率

　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、及び有価証券取引税を
除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は
2.10％です。

総経費率
2.10％

運用管理費用
（投信会社）

1.10％

運用管理費用
（販売会社）

0.88％

運用管理費用
（受託会社）

0.11％

その他費用
0.01％

（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便
法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料
及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用
の比率とは異なります。
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１万口当たりの費用明細
○Ｂコース（為替ヘッジなし）

項目
当期

項目の概要2021年６月１日～2021年11月30日
金額 比率

信託報酬 263円 1.048％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （139） （0.552） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （111） （0.441） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （ 14） （0.055） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

売買委託手数料 2 0.008 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式） （  2） （0.008） 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

有価証券取引税 0 0.001 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式） （  0） （0.001） 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

その他費用 1 0.003 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （  0） （0.001） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （  0） （0.000） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （  0） （0.002） 目論見書・運用報告書等の作成・印刷に係る費用、信託事務処理等に要

するその他の諸費用
合計 266 1.060

期中の平均基準価額は25,137円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、本ファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）株式には投資信託証券を含みます。

（参考情報）

総経費率

　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、及び有価証券取引税を
除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は
2.10％です。

総経費率
2.10％

運用管理費用
（投信会社）

1.10％

運用管理費用
（販売会社）

0.88％

運用管理費用
（受託会社）

0.11％

その他費用
0.01％

（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便
法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料
及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用
の比率とは異なります。
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最近５年間の基準価額等の推移について
○Ａコース（為替ヘッジあり）

○Ｂコース（為替ヘッジなし）

（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注３）分配金再投資基準価額、参考指数は、2016年11月30日の基準価額を起点として指数化しています。
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最近５年間の年間騰落率
○Ａコース（為替ヘッジあり）

2016/11/30 2017/11/30 2018/11/30 2019/12/２ 2020/11/30 2021/11/30

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 9,566 11,558 11,230 12,460 16,566 19,449

期間分配金合計（税引前）（円） － 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

分配金再投資基準価額騰落率 － 31.82％ 5.63％ 20.29％ 41.93％ 23.85％

Ｓ＆Ｐ500種株価指数（円ヘッジ換算ベース）騰落率 － 17.85％ 2.20％ 11.93％ 14.86％ 27.72％

ナスダック総合指数（円ヘッジ換算ベース）騰落率 － 25.50％ 4.47％ 16.24％ 39.68％ 29.07％

純資産総額（百万円） 13,494 45,335 109,391 109,357 210,462 222,212

○Ｂコース（為替ヘッジなし）

2016/11/30 2017/11/30 2018/11/30 2019/12/２ 2020/11/30 2021/11/30

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 11,201 13,717 14,060 15,742 20,289 26,484

期間分配金合計（税引前）（円） － 1,140 1,000 1,000 1,000 1,000

分配金再投資基準価額騰落率 － 33.32％ 9.84％ 19.47％ 35.86％ 35.90％

Ｓ＆Ｐ500種株価指数（円換算ベース）騰落率 － 19.30％ 5.54％ 10.91％ 9.73％ 40.16％

ナスダック総合指数（円換算ベース）騰落率 － 27.04％ 7.89％ 15.17％ 33.43％ 41.64％

純資産総額（百万円） 32,323 87,808 253,269 339,218 624,648 789,397
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投資環境について
＜米国株式市場＞

　当期の米国株式市場は上昇しました。

　新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動の更なる回復が期待される中、バイデン政権によ

る巨額のインフラ投資計画が好感されたほか、足元の消費関連指標に加えて景況感指数も高水準を保っ

ていたことから、当期の米国株式市場は概ね上昇基調で推移しました。

　インフレの加速懸念がくすぶるなか、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）内で量的緩和縮小に関する議

論が開始され早期の利上げ観測が広がったことや、新型コロナウイルスの変異株の懸念により市場の緊

張感が高まる場面がありましたが、期を通じてみると米国株式市場は上昇する結果となりました。

＜外国為替市場＞

　当期の外国為替市場では、米ドルは円に対して上昇しました。

○為替レート（対円）の推移

出所：一般社団法人投資信託協会
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ポートフォリオについて
＜本ファンド＞

　本ファンドはnetWINテクノロジー株式マザーファンドを概ね高位に組入れ、テクノロジーの発展によ

り恩恵を受ける米国企業の株式を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行い

ました。なお、Ａコース（為替ヘッジあり）では対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をめ

ざしました。

＜本マザーファンド＞

　「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投

資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行いつつ、主にテクノロ

ジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資しました。

　引き続き、競合企業より商品やサービス面において明確に差別化ができ、そして、強固な財務体質や

優秀な経営陣を有している一部の企業が、市場において明確な優位性を確立して成功できる環境である

と運用チームでは考えています。長期的な観点に立って運用を行う本マザーファンドにおいては、厳し

い事業環境を乗り越えて、競争力と戦略的なポジションを改善しつつ、有利に事業を展開できる質の高

い成長企業への投資をめざしました。テクノロジー、インターネット、メディアなどのセクターは依然

として、長期にわたって潜在的成長性を有していると見ており、本マザーファンドでは運用開始当初か

らこの投資戦略を継続しています。
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ポートフォリオ・レビュー

　当期は、投資銘柄のうち、マイクロソフトやアルファベットなどが、本ファンドのパフォーマンスに

プラス寄与となった一方で、ペイパル・ホールディングスやフィデリティ・ナショナル・インフォメー

ション・サービシズなどがマイナス寄与となりました。

　大手ソフトウェアメーカーのマイクロソフトは、当期の本ファンドのパフォーマンスにプラス寄与と

なりました。６月に新OSのWindows11を発表したことが好感されたことに加え、新型コロナウイルスの感

染拡大によりデジタル化が促されクラウド事業が好調であったことを受け、７－９月期決算では純利益

が四半期ベースで過去最高を更新し市場予想を上回ったことなどがプラス材料となりました。

　決済システムのペイパル・ホールディングスは以前の親会社であったイーベイからの取引が減少した

ことが影響し、７－９月期決算が市場予想に届かなかったことに加えて、通期業績予想を下方修正した

ことが嫌気され、株価が下落しました。同社は送金サービスの導入にあたりアマゾン・ドット・コムと

提携を発表するなど積極的な事業展開を行っていることなどから、当社では引き続き強気に見ています。

○Ａコース（為替ヘッジあり） ○Ｂコース（為替ヘッジなし）

13.61％

10.64％

14.70％

(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Ａコース
（為替ヘッジあり）

Ｓ＆Ｐ500種株価指数
（円ヘッジ換算ベース）

ナスダック総合指数
（円ヘッジ換算ベース）

17.67％

14.82％

19.03％

(％)

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Ｂコース
（為替ヘッジなし）

Ｓ＆Ｐ500種株価指数
（円換算ベース）

ナスダック総合指数
（円換算ベース）

（注）各コースの基準価額の騰落率は収益分配金（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。

　当期のパフォーマンス（分配金再投資ベース）は、Ａコース（為替ヘッジあり）は＋13.61％、Ｂコー

ス（為替ヘッジなし）は＋17.67％となりました。

ベンチマークとの差異について
　本ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは本ファンドの基準

価額と参考指数の騰落率の対比です。

＜当期の基準価額と参考指数の対比（騰落率）＞
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分配金について
　収益分配金（１万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、当

期は、Ａコース（為替ヘッジあり）およびＢコース（為替ヘッジなし）はそれぞれ500円としました。収

益分配金に充てなかった収益については、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行い

ます。

＜分配原資の内訳＞

○Ａコース（為替ヘッジあり）� （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
第44期

2021年６月１日～2021年11月30日

当期分配金 500

（対基準価額比率） 2.506

当期の収益 500

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 11,287

○Ｂコース（為替ヘッジなし）� （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
第44期

2021年６月１日～2021年11月30日

当期分配金 500

（対基準価額比率） 1.853

当期の収益 500

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 16,909

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率

とは異なります。
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今後の運用方針について
＜本ファンド＞

　引き続き本マザーファンドを高位に組入れ、テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式

を主要な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。なお、Ａコース（為替

ヘッジあり）では対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をめざします。

＜本マザーファンド＞

　「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投

資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行いつつ、主にテクノロ

ジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。

　運用チームでは引き続き、強いブランドと価格交渉力を備えた企業は、独自製品の市場成長やシェア

拡大によって安定した製品価格と利益率を維持できるとみています。株式市場には、売上成長率と利益

率を維持できる質の高い成長銘柄と、株式市場の上昇基調に合わせて一時的に株価が上昇するものの、

長期的に成長を維持できない銘柄が混在しているとみており、長期的な視点に立って銘柄選別を行うこ

とは重要であると考えています。

（上記見通しは2021年11月30日現在のものであり、今後見通しは変更されることもあります。）
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本ファンドの概要

商品分類 追加型投信／海外／株式

信託期間 原則として無期限

運用方針 テクノロジー（インターネットを含みます。）の発展により恩恵を受ける米

国企業の株式への投資を通じ、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行

います。

主要投資対象

本ファンド netWINテクノロジー株式マザーファンドの受益証券

netWINテクノロジー

株式マザーファンド
テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式

運用方法・組入制限 ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率

は高位に保ちます。

②本ファンド及びマザーファンドにおける株式及び外貨建資産への投資割合

には制限を設けません。

③実質外貨建資産については、Ａコースでは、対円での為替ヘッジにより為

替変動リスクの低減を図ることを基本とし、Ｂコースでは、原則として対

円での為替ヘッジは行いません。

分配方針 原則として毎計算期末（毎年５月30日および11月30日。休業日の場合は翌営

業日。）に収益の分配を行います。投信会社が経費控除後の配当等収益およ

び売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等

を勘案して分配金を決定しますが、長期的な信託財産の成長に資するため、

収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。
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（参考情報）
本ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

○上記は、2016年12月から2021年11月の５年間における１年騰落率の平均値・最大値・最小値を、本

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

○各資産クラスの指数

日本株：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株：ＭＳＣＩ　コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：ＭＳＣＩ　エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ　国債

先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グロー

バル・ダイバーシファイド（円ベース）

・海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。

・全ての資産クラスが本ファンドの投資対象とは限りません。

・本ファンドの騰落率は収益分配金（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。

・騰落率は当期末の直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、本ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
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本ファンドのデータ
本ファンドの組入資産の内容（2021年11月30日現在）

＜Ａコース（為替ヘッジあり）＞
○組入れファンド� （組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名 比率

netWINテクノロジー株式マザーファンド 99.5％

（注）上記の比率は全てＡコース（為替ヘッジあり）の純資産総額に対する割合です。

＜Ｂコース（為替ヘッジなし）＞
○組入れファンド� （組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名 比率

netWINテクノロジー株式マザーファンド 99.7％

（注）上記の比率は全てＢコース（為替ヘッジなし）の純資産総額に対する割合です。

マザーファンド受益証券
99.5％

その他現金等
0.5％

○資産別配分

日本
99.5％

その他現金等
0.5％

○国別配分

日本円
100.0％

○通貨別配分

マザーファンド受益証券
99.7％

その他現金等
0.3％

○資産別配分

日本
99.7％

その他現金等
0.3％

○国別配分

米ドル
0.0％

日本円
100.0％

○通貨別配分
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純資産等
○Ａコース（為替ヘッジあり）

項目
第44期末

2021年11月30日

純資産総額 222,212,178,645円

受益権総口数 114,255,543,124口

１万口当たり基準価額 19,449円

（注）期首元本額は120,679,742,029円、当作成期間中において、追加設定元本額は13,455,193,334円、同解約元本額は

19,879,392,239円です。

○Ｂコース（為替ヘッジなし）

項目
第44期末

2021年11月30日

純資産総額 789,397,501,627円

受益権総口数 298,071,323,631口

１万口当たり基準価額 26,484円

（注）期首元本額は292,064,946,715円、当作成期間中において、追加設定元本額は59,705,024,107円、同解約元本額は

53,698,647,191円です。
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組入上位ファンドの概要

netWINテクノロジー株式マザーファンド（2021年11月30日現在）
○基準価額等の推移について（2021年６月１日～2021年11月30日）

（注１）基準価額等の推移については組入れファンドの直近の計算期間のものです。

（注２）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

（注３）参考指数は、期首の基準価額を起点として指数化しています。
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○１万口当たりの費用明細

項目

売買委託手数料 5円

（株式） (5)

有価証券取引税 1

（株式） (1)

その他費用 1

（保管費用） (1)

（その他） (0)

合計 7

（注１）１万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の

計算期間のものです。

（注２）１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四

捨五入してあります。なお、費用項目については３

ページ（１万口当たりの費用明細の項目の概要）を

ご参照ください。

（注３）株式には投資信託証券を含みます。
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○組入上位10銘柄
（組入銘柄数：39銘柄）

銘柄 業種＊ 市場 比率

１ マイクロソフト 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 9.7％

２ アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス ＮＡＳＤＡＱ 6.9％

３ アルファベット（クラスＣ）
コミュニケーション・

サービス
ＮＡＳＤＡＱ 6.1％

４ アップル 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 4.5％

５ メタ・プラットフォームズ
コミュニケーション・

サービス
ＮＡＳＤＡＱ 4.0％

６ マーベル・テクノロジー 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 3.9％

７ アルファベット（クラスＡ）
コミュニケーション・

サービス
ＮＡＳＤＡＱ 3.3％

８ ワークデイ 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 2.9％

９ アトラシアン 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 2.8％

10 ペイパル・ホールディングス 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 2.8％

情報技術
68.0％

コミュニケーション・
サービス
16.1％

一般消費財・サービス
9.0％

不動産
4.6％

資本財・サービス
1.8％ 現金等

0.5％

○業種＊別配分

＊業種は、Global Industry Classification Standard（ＧＩＣＳ®）（世界産業分類基準）のセクター分類を使用しています。

（注１）組入上位10銘柄、業種別配分、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは組入れファンドの直近の決算日時点のものです。

（注２）上記の比率は全て組入れファンドの純資産総額に対する割合です。

＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

外国株式
99.5％

その他現金等
0.5％

○資産別配分

米国
98.6％

香港
0.9％

その他現金等
0.5％

○国別配分

米ドル
99.1％

香港ドル
0.9％

日本円
0.0％

○通貨別配分


