
 

 

「IFA 手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧） 

（2015 年 1 月 30 日） 

 

 

■平成 26 年 4 月 1 日から手数料にかかる消費税率は 8％です。 

■以下の金融商品仲介業者（IFA）扱いのお客様につきましては、本「IFＡ手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）に記載の手数料

は適用せず、当社ホームページにログイン後のお申込画面にてご案内している手数料を適用いたします。 

・ 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 
・ ブロードマインド株式会社 
・ 株式会社 Fan 
・ サステイナブル・パートナー株式会社 
・ マイウェルスマネジメント株式会社 
・ Malolo Partners Japan 株式会社 
・ FP ブレーン株式会社  
・ 東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 
・ 株式会社スリー・エル 
・ 株式会社住まいと保険と資産管理 
・ 株式会社アエルワールド 

■以下の金融商品仲介業者（IFA）扱いのお客様につきましては、ＮＩＳＡ口座内でのお取引のみ、本「ＩＦＡ手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信

託手数料一覧）に記載の手数料は適用せず、当社ホームページにログイン後のお申込画面にてご案内している手数料を適用いたします。 

・ ＧＡＩＡ株式会社 
・ 株式会社泉アソシエイツ 
・ ＦＳＣ株式会社 
・ 株式会社ミネルバ・ウェルスマネージメント 
・ 嶋田商事株式会社 
・ 株式会社ノースアイランド 
・ ＳＡトラスト株式会社 

楽天証券株式会社 



「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
ＡＡＡソブリン・ファンド（毎月分配）（トリプルアクセル） BNPパリバインベストメント・パートナーズ 一律：2.0％　+　消費税
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド BNPパリバインベストメント・パートナーズ 一律：3.0％　+　消費税
BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) BNPパリバインベストメント・パートナーズ 一律：3.0％　+　消費税
BNPパリバ・ブラジル株式オープン BNPパリバインベストメント・パートナーズ 一律：3.5％　+　消費税

BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）（ドリームパスポート） BNPパリバインベストメント・パートナーズ
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

フォルティス クロッキー日本株プラス（3ヵ月決算型）（ダブルインカム） BNPパリバインベストメント・パートナーズ
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

ホリコ・フォーカス・ファンド（自由の女神） BNPパリバインベストメント・パートナーズ 一律：2.8％　+　消費税
九州特化型日本株式ファンド（がんばれ九州） BNPパリバインベストメント・パートナーズ 一律：2.0％　+　消費税

中国プラスＡ株ファンド･加油（ジャー・ヨウ） BNPパリバインベストメント・パートナーズ
1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上：2.0％　+　消費税

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアコース BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）トルコリラコース BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）ブラジルレアルコース BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）円コース BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド（毎月分配型）豪ドルコース BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド(ブラジルの奇跡) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス（年1回決算型）（エマージング・バランス（年1決算）） BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.5％　+　消費税
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(毎月分配型)(エマージング・バランス) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.5％　+　消費税
BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型(攻守自在) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ) BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(育ち盛り） BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
女性活力日本株ファンド BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
新興国好配当株式ファンド（毎月分配型）（エマージング・スター） BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 一律：3.5％　+　消費税
DIAM DLIBJ公社債オープン（短期コース） DIAMアセットマネジメント なし
DIAM DLIBJ公社債オープン（中期コース） DIAMアセットマネジメント なし
DIAM IBJ ITM ジャパン・セレクション DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM J-REITアクティブファンド（毎月決算型）（ハッピー・オーナー） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
DIAM J-REITオープン(１年決算コース)(オーナーズ・インカム1Y) DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
DIAM J-REITオープン（2ヶ月決算コース）（オーナーズ・インカム2M） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）（オーナーズ・インカム） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税

DIAM VIPフォーカス・ファンド（アジアン倶楽部） DIAMアセットマネジメント

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

DIAM アジア消費＆インフラ関連株式ファンド（アジアンドライバー） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM インカム3資産ファンド(毎月決算型）（インカム・パスポート） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM エマージング債券ファンド（ライジングネクスト） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM グローバル・アクティブ・バランスファンド（クラシックエイト） DIAMアセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
DIAM ハイブリッド・セレクション DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM パッシブ資産分散ファンド（三本の矢） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
DIAM ワールド・グロース株・オープン（世界好成長倶楽部） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
DIAM ワールドREITアクティブファンド（毎月決算型）（世界のハッピー・オーナー） DIAMアセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
DIAM 高格付インカム・オープン（1年決算コース）（ハッピークローバー） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算コース)（ハッピークローバー） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税

DIAM 高格付インカム・オープンSRI（毎月決算コース）（ハッピークローバーSRI） DIAMアセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.0％　+　消費税
3,000万円以上：0.5％　+　消費税

DIAM 高格付外債ファンド(トリプルエース) DIAMアセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.5％　+　消費税

DIAM 高金利通貨ファンド（通貨セレクション） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
DIAM 資産形成ファンド（1年決算型）（スマナビ） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM 資産形成ファンド（隔月決算型）（スマナビ） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM 新興市場日本株ファンド DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM 新興資源国債券ファンド（ラッキークローバー） DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

DIAM 新日鉄住金グループ株式オープン DIAMアセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上：1.8％　+　消費税

DIAM 世界6資産バランスファンド（フルコース） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM 世界インカム・オープン（毎月決算コース）（世界三重奏） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
DIAM 世界好配当株オープン（毎月決算コース）（世界配当倶楽部） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM 中国関連株オープン（チャイニーズ・エンジェル） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAM 日経225ノーロードオープン DIAMアセットマネジメント なし
DIAM 米国リート・インカムプラス DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＩＡＭアジア・オセアニア好配当株オープン DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
DIAMアジアリートファンド DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド　（愛称：ＪＡＰＡＳＩＡ（ジャパジア）） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DIAMオーストラリアリートオープン（A-REIT） DIAMアセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２（ぶんぱいくん） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース３（いわぎん HIRAIZUMI） DIAMアセットマネジメント 一律：1.2％　+　消費税
DIAMジャパン DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
DIAMストラテジックJ-REITファンド DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
DIAMニッポン新産業革命ファンド DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型） DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＩＡＭワールド債券オープン（ハピクロマイルド） DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド（円クルーズ） DIAMアセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
DIAM割安日本株ファンド DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

DIAM高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）（サラダボウル） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

DIAM新興企業日本株ファンド DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（ブラジルレアルコース） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（円コース） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（豪ドルコース） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ(中国元コース) DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（南アフリカランドコース） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ（米ドルコース） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり） DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
DIAM世界環境ビジネスファンド（シロクマ） DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＩＡＭ成長株オープン(出世株) DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

DIAM短期ブラジル債券オープン毎月分配 （毎月サンバ） DIAMアセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
DIAM日本経済成長戦略ファンド(ニッポンのおもてなし) DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド（愛称：円パワーズ） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
DL／ピムコ・米国債券オープン DIAMアセットマネジメント 一律：1.2％　+　消費税

DL外国株式オープン DIAMアセットマネジメント
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上：2.0％　+　消費税

ＤＬ世界債券オープン DIAMアセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税
ＤＬ日本株式オープン　（愛称：技あり一本（るいとう）） DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
JPX 日経400 ノーロードオープン DIAMアセットマネジメント なし
USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり) DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
クルーズコントロール DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

グローバル・ボンド・ポート（Cコース） DIAMアセットマネジメント
1,000万円未満：1.0％　+　消費税
1,000万円以上：0.5％　+　消費税

グローバル・ボンド・ポート（Dコース） DIAMアセットマネジメント
1,000万円未満：1.0％　+　消費税
1,000万円以上：0.5％　+　消費税

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ドルマネーファンド DIAMアセットマネジメント なし
ニュー・ブルーチップ・セレクション DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ネット証券専用ファンドシリーズ　新興国中小型株ファンド DIAMアセットマネジメント なし
ネット証券専用ファンドシリーズ　新興市場日本株　レアル型 DIAMアセットマネジメント なし
バランス物語30(安定型） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
バランス物語50（安定・成長型） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
バランス物語70（成長型） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ユーロ・ボンド・ポート DIAMアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
国内株オープン（自由演技） DIAMアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
世界６資産アクティブ・バランス・ファンド　（愛称：キュービック・バランス） DIAMアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
投資のソムリエ DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日経225リスクコントロールオープン DIAMアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

HSBC BRICsオープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC アジア・クオリティ株式オープン HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC インドネシア債券オープン（毎月決算型） HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC タイ株式オープン HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC トルコ株式オープン HSBC投信 一律：3.5％　+　消費税
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型) HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC ニューリーダーズ株式オープン HSBC投信 一律：3.5％　+　消費税
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HSBC ブラジル・インフラ株式オープン HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税

HSBC ブラジルオープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC メキシコ株式オープン HSBC投信 一律：3.5％　+　消費税

HSBC ユーロランド中小型株式オープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC 中国クオリティ株式オープン HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC 中国クオリティ株式ファンド（3ヶ月決算型） HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税
HSBC 中国人民元ファンド HSBC投信 一律：3.0％　+　消費税

HSBC・アジア・プラス HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・アジア・プラス（3ヶ月決算型） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・インドオープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・インド株式ファンド（3ヶ月決算型） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・チャイナオープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・ブラジル債券オープン（1年決算型） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・ブラジル債券オープン（毎月決算型） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・ロシアオープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・新BRICsファンド HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・新興国現地通貨建債券オープン（1年決算型）（エマボン1年） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・新興国現地通貨建債券オープン（毎月決算型）（エマボン毎月） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・世界資源エネルギーオープン HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税
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HSBC・世界資源エネルギー株式ファンド（3ヶ月決算型） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

HSBC・中国株式ファンド（3ヶ月決算型） HSBC投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

インド・インフラ株式オープン HSBC投信
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

JPM BRICS5・ファンド（ブリックス・ファイブ） JPモルガン・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

ＪＰＭ　ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（３ヶ月決算型）（ＵＳ・セレクト３Ｍ） JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ＪＰＭ　ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（毎月決算型）（ＵＳ・セレクト） JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税

JPM グローバル債券3分散ファンド(毎月決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

JPM ジャパン・フォーカス・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

JPM 資産分散ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税

JPM 新興国インフラ株式ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

JPM 新興国ソブリン・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：なし

JPM・VISTA・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風) JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり） JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし） JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
JPMアジア株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ＪＰＭアセアン成長株オープン JPモルガン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ＪＰＭインド株アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

JPMエマージング株式ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

JPMグローバル・CB・オープン'95 JPモルガン・アセット・マネジメント
1,000口未満：3.0％　+　消費税
1,000口以上：2.0％　+　消費税

JPMグローバルCBプラス JPモルガン・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

JPMグローバル医療関連株式ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

JPMザ・ジャパン JPモルガン・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

JPMザ・ジャパン（3ヶ月決算型） JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
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JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
JPMジャパンマイスター JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

JPMチャイナ・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

JPMチャイナ・ファンド(昇龍) JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

JPMワールド・ＣＢ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

JPM資源国債券ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） JPモルガン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

JPM新興国高配当・成長株ファンド(年2回決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型) JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
JPM世界鉄道関連株投信 JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
JPM中東アフリカ株式ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
JPM店頭株オープン’96 JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ＪＰＭ日本株・オープン JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

JPM日本債券アルファ（日本の一九） JPモルガン・アセット・マネジメント
1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

JPM米国高利回り社債ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント
1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(TPパワー) JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興JPM日本ディスカバリー・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
EXE-i グローバル中小型株式ファンド SBIアセットマネジメント なし
ＳＢＩ－インド＆ベトナム株ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
SBI小型成長株ファンド ジェイク－ル(jcool) SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(jrevive) SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム) SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
セレブライフ・ストーリー2015 SBIアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
セレブライフ・ストーリー2025 SBIアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
セレブライフ・ストーリー2035 SBIアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
セレブライフ・ストーリー2045 SBIアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
セレブライフ・ストーリー2055 SBIアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ソフトバンク＆SBIグループ株式ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッポン創業者株式ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ シンガポール投資ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ タイ投資ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ライオングローバル アジア カントリー・ファンド・シリーズ マレーシア投資ファンド SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-(jnext) SBIアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
２２５インデックスファンド T＆Dアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース（JPX日経ダブルウィン) T＆Dアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税

T&D アクティブバリューオープン（アクシア） T＆Dアセットマネジメント
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上：1.3％　+　消費税

T&D 欧州新成長国株式ファンド T＆Dアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
T&D 世界物価連動国債ファンド（物価の優等生） T＆Dアセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
T&D 世界優良株ファンド（3ヵ月決算型）（プライムコレクション） T＆Dアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
T&D 世界優良株ファンド（毎月決算型）（プライム コレクション） T＆Dアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
T&D 中国株厳選ファンド（3ヶ月決算型）（百花繚乱3ヶ月決算型） T＆Dアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
T&DJリートファンド限定追加型1402 T＆Dアセットマネジメント なし
T&Dハイブリッド証券ファンド 限定追加型1405 T＆Dアセットマネジメント なし

T&D日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース(ダブルウィン) T＆Dアセットマネジメント
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上：1.3％　+　消費税

ベトナム・ASEAN・バランスファンド(V-Plus) T＆Dアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) T＆Dアセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
大同リサーチ＆アクティブオープン（RAO（らお）） T＆Dアセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
日本債券ベアファンド(5倍型) T＆Dアセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
米国株式モニターファンド(ベクター博士) T＆Dアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）（めばえ） UBSグローバル・アセット・マネジメント
1,000万円未満：1.5％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)ブラジルレアルコース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース(毎月分配型) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
UBSブラジル･インデックス･ファンド UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(わかば) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
UBS地球温暖化対応関連株ファンド(クールアース) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
UBS地方銀行株ファンド UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・アンブレラ(UBS BRIC) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・アンブレラ(UBS コモディティ) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・アンブレラ(UBS フード(豪ドル連動型)) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・アンブレラ(UBS 原油(WTI先物指数連動型)) UBSグローバル・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース（毎月分配型） アイエヌジー投信 一律：3.5％　+　消費税
ING・アジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型) アイエヌジー投信 一律：3.5％　+　消費税
ING・インドネシア株式ファンド アイエヌジー投信 一律：3.0％　+　消費税
ING・プレステージ＆ラグジュアリー・ファンド （世界のこだわり） アイエヌジー投信 一律：2.8％　+　消費税
アイエヌジー・グローバルインカムオープン(クリッパー・ファンド) アイエヌジー投信 一律：0.5％　+　消費税
アイエヌジー・グローバルバランスオープン(安定投資型)(アガシー・ファンド) アイエヌジー投信 一律：2.0％　+　消費税
アイエヌジー・グローバルバランスオープン(積極投資型)(カッター・ファンド) アイエヌジー投信 一律：2.0％　+　消費税
アイエヌジー・グローバルバランスオープン(分散投資型)(バーク・ファンド) アイエヌジー投信 一律：2.0％　+　消費税
アイエヌジー・日本株式オープン(ガリオン・ファンド) アイエヌジー投信 一律：3.0％　+　消費税
コモディティ・トレンド・オープン アストマックス投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
日興新時代アジア株式ファンド アストマックス投信投資顧問 一律：3.5％　+　消費税
日本株ハイインカム（毎月分配型）（ブラジルレアルコース） アストマックス投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
日本株ハイインカム（毎月分配型）（円コース） アストマックス投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

アバディーン・ジャパン・オープン(メガトレンド) アバディーン投信投資顧問
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

アバディーン・ファンド・セレクション海外高格付債ファンドAコース(為替ヘッジあり） アバディーン投信投資顧問 一律：1.5％　+　消費税
アバディーン・ファンド・セレクション海外高格付債ファンドBコース(為替ヘッジなし） アバディーン投信投資顧問 一律：1.5％　+　消費税
アバディーン日本小型株ファンド アバディーン投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス) アバディーン投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

アムンディ アラブ株式ファンド アムンディ・ジャパン株式会社
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

アムンディ ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ・ジャパン株式会社 一律：2.8％　+　消費税
アムンディ ロシア東欧株ファンド アムンディ・ジャパン株式会社 一律：2.8％　+　消費税
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商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)

アムンディ 資産分散ファンド（ドリーム・チーム） アムンディ・ジャパン株式会社
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

アムンディ 世界好配当株式ファンド（毎月分配型）（グローバル・ドリーム） アムンディ・ジャパン株式会社
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

アムンディ・日経平均オープン アムンディ・ジャパン株式会社 一律：1.5％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(GGO) アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)((NK・コンパス(羅針盤)) アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)((NK・コンパス(羅針盤)) アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド（ボンドストーリー） アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020 アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040 アライアンス・バーンスタイン 一律：2.0％　+　消費税
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信 アライアンス・バーンスタイン 一律：3.0％　+　消費税
イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税
イーストスプリング・アジア・インカム・プラス（アジアンドリーム） イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：2.3％　+　消費税
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型） イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税
イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税
イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型） イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税

イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

イーストスプリング・インド株式ファンド（3ヵ月決算型） イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

イーストスプリング・インド消費関連ファンド イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：2.8％　+　消費税
イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：3.0％　+　消費税
イーストスプリング韓国株式オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 一律：2.8％　+　消費税
イーストスプリング南アフリカ債券ファンド（毎月決算型）(虹の国） イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 なし

イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.8％　+　消費税
3,000万円以上：1.3％　+　消費税

ＭＳＣＩインデックス・セレクト・ファンド　コクサイ・ポートフォリオ インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

インベスコ アジア・インフラ・ファンド インベスコ･アセット･マネジメント

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

インベスコ　インカムセレクトファンド インベスコ･アセット･マネジメント 一律：2.0％　+　消費税

インベスコ オーストラリア株式ファンド インベスコ･アセット･マネジメント

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） インベスコ･アセット･マネジメント 一律：1.8％　+　消費税
インベスコ　マグナム・ジャパン・バリュー・オ－プン インベスコ･アセット･マネジメント なし
インベスコ 欧州エクイティファンド インベスコ･アセット･マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
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インベスコ　欧州東方拡大株式ファンド インベスコ･アセット･マネジメント

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

インベスコ　世界先進国株式オープン　Ａコース インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インベスコ　世界先進国株式オープン　Ｂコース インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インベスコ 店頭・成長株オープン インベスコ･アセット･マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インベスコ 日本株式アドバンテージ・ファンド(なるほど！ニッポン) インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド(プラスアングル) インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
ジャパンエンタープライズオープン インベスコ･アセット･マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

 ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランドMMF インベステック・アセット・マネジメント・ガーンジー・リミテッド なし
21世紀東京 日本株式ファンド(成長への道) カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
イタリア株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
オランダ株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
カタール・アブダビ株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
スイス株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニュージーランド株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
フランス株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
メキシコ株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ロシア株式ファンド カレラアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
CAMインドシナ5カ国ファンド(インドシナ) キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
CAMベトナムファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アセアンCAM-VIPファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
ドバイ・アブダビ株ファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ヒューミント・エジプト株式オープン（ナイルのめぐみ） キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
フィリピン株ファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界シェールガス株ファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
東京再開発ファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型 キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型 キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
南アフリカ株ファンド キャピタルアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
コドモファンド クローバー・アセット なし
GS米ドルＭＭＦ ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・インターナショナル なし
GS 債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)(ザ・ボンド) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)(ザ・ボンド) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＧＳ日本株ファンド（自動けいぞく）（牛若丸（自動けいぞく）） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＧＳ日本小型株ファンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
GS米国成長株集中投資ファンド年4回決算コース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ガリレオ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

ゴールドマン・サックス BRICs株式ファンド（３ヵ月決算型） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ゴールドマン・サックス インタｰネｯト戦略ファンド Aｺｰｽ（GS・netWIN Aコース） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ゴールドマン・サックス インタｰネｯト戦略ファンド Bｺｰｽ（GS・netWIN Bコース） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ゴールドマン・サックス エマージング通貨債券ファンド（毎月分配型） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

ゴールドマン・サックス グローバルREITポートフォリオ（毎月分配型）（リートマスター） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
ゴールドマン・サックス 外国株式インデックス・プラス ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.3％　+　消費税

ゴールドマン・サックス 新成長国債券ファンド（花ボンド） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

ゴールドマン・サックス 世界分散ファンド(毎月決算型)（三ツ星レシピ） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ゴールドマン・サックス 日本株・プラス（円コース） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

ゴールドマン・サックス 日本株・プラス（通貨分散コース） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

ゴールドマン・サックス 日本株ファンド（GS・牛若丸） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース（毎月分配型・為替ヘッジあり）（コロンブスの卵） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース（毎月分配型・為替ヘッジなし）（コロンブスの卵） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：2.5％　+　消費税

ゴールドマン・サックス 毎月分配債券ファンド（妖精物語） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：1.5％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.0％　+　消費税
5,000万円以上：0.5％　+　消費税

ダ・ヴィンチ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.8％　+　消費税
3,000万円以上：0.8％　+　消費税

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 一律：1.0％　+　消費税
コモンズ30ファンド コモンズ投信 一律：3.0％　+　消費税
ザ・2020ビジョン コモンズ投信 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー BRICs株式ファンド シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（1年決算型）Aコース（為替ヘッジなし） シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（1年決算型）Bコース（為替ヘッジあり） シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Aコース（為替ヘッジなし） シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジあり） シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（１年決算型）（さいけん太郎） シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド(毎月決算型)（さいけん太郎 毎月分配） シュローダー・インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)(かぶしき花子) シュローダー・インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヶ月決算型)（かぶしき花子 3ヵ月分配） シュローダー・インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし) シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり) シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし) シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり) シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー月果美人 シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シュローダー日本株式オープン シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし) シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・シュローダー・コモディティ・ファンドBコース(為替ヘッジあり) シュローダー・インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 一律：2.0％　+　消費税
ステート・ストリートＵＳハイ・イールド債券オープン ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 一律：2.0％　+　消費税
ステート・ストリートUSボンド・オープン（為替ヘッジあり） ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 一律：2.0％　+　消費税
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 一律：1.8％　+　消費税
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 一律：1.0％　+　消費税

10/50 (2014/1/30)



「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)

スパークス・アクティブ・ジャパン スパークス・アセット・マネジメント

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上3億円未満：2.0％　+　消費税
3億円以上：1.5％　+　消費税

日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型) スパークス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(資産成長型) スパークス・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

スパークス・M&S･ジャパン・ファンド（華咲く中小型） スパークス・アセット・マネジメント株式会社
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド(ビッグウェイブ21) スパークス・アセット・マネジメント株式会社
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：2.0％　+　消費税
5億円以上：1.0％　+　消費税

スパークス・ジャパン・オープン スパークス・アセット・マネジメント株式会社

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上3億円未満：2.0％　+　消費税
3億円以上：1.5％　+　消費税

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド(ライジング・サン) スパークス・アセット・マネジメント株式会社
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：2.0％　+　消費税
5億円以上：1.0％　+　消費税

スパークス・少数精鋭・日本株ファンド スパークス・アセット・マネジメント株式会社 一律：3.5％　+　消費税
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) スパークス・アセット・マネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税

スパークス・日本株・L&S スパークス・アセット・マネジメント株式会社
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド(ベスト・アルファ) スパークス・アセット・マネジメント株式会社
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス スパークス・アセット・マネジメント株式会社
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(エマハイA) ドイチェ・アセット・マネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

DWS エマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(エマハイB) ドイチェ・アセット・マネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) ドイチェ・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

DWS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型)Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし) ドイチェ・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

DWS　ブラジル・レアル債券ファンド（年1回決算型） ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
DWS　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月決算型） ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＤＷＳ　ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし） ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

DWS ロシア株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｿﾌﾞﾘﾝ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ　ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型)<愛称：通貨ｾﾚｸﾄ　ﾄﾙｺﾘﾗ> ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｿﾌﾞﾘﾝ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称：通貨ｾﾚｸﾄ　ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ> ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｿﾌﾞﾘﾝ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ　円ｺｰｽ(毎月分配型)<愛称：通貨ｾﾚｸﾄ　円> ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｿﾌﾞﾘﾝ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ　豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型)<愛称：通貨ｾﾚｸﾄ　豪ﾄﾞﾙ> ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
DWS 通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ・ｿﾌﾞﾘﾝ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞ　南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ(毎月分配型)<愛称：通貨ｾﾚｸﾄ　南ｱﾗﾝﾄﾞ> ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税

DWSエマージング・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨プレミアム(エマハイ・プレミアム) ドイチェ・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.00％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

DWSグローバル公益債券ファンド(年１回決算型)Cコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.00％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

DWSグローバル公益債券ファンド(年１回決算型)Dコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.00％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

ドイチェ・DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

ドイチェ・DWSグローバル新興国株投信（ブリック・プラス） ドイチェ・アセット・マネジメント

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

ドイチェ・DWS新資源テクノロジー・ファンド（グローバル・シフト） ドイチェ・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

ドイチェ・インド株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン（咸臨丸） ドイチェ・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ドイチェ・ジャパン・バランス・オープン ドイチェ・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

ドイチェ・ジャパンファンド ドイチェ・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

ドイチェ・ユーロスター・オープン ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.3％　+　消費税
ドイチェ・ライフ・プラン30 ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ドイチェ・ライフ・プラン50 ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ドイチェ・ライフ・プラン70 ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

日興･DWS･ニュー･リソース･ファンド(ライジング･トゥモロー) ドイチェ・アセット・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

日興DWS エマージング・ニューディール・ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)(THE MLP A) ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(THE MLP B) ドイチェ・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ グローバルリートインデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国株式インデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ 外国債券インデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJPX日経400インデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし

ニッセイ Jリートインデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
ニッセイ TOPIXオープン ニッセイ アセットマネジメント なし
ニッセイ コモディティファンド ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ニッセイ セカンドライフ応援ファンド（毎月分配型） ニッセイ アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

ニッセイ パトナム・インカムオープン ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.3％　+　消費税
ニッセイ　パトナム・グローバル好配当株式オープン（12のどんぐり） ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ニッセイ パトナム・バランスアップオープン（トリプルスター） ニッセイ アセットマネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.3％　+　消費税
1億円以上：1.8％　+　消費税

ニッセイ パトナム・ユーロインカムオープン ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ パトナム・世界代表株ファンド ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ニッセイ　パトナム・毎月分配インカムオープン ニッセイ アセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ニッセイ パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン ニッセイ アセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ニッセイ 健康応援ファンド ニッセイ アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ニッセイ 高金利投信 ニッセイ アセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.0％　+　消費税
5,000万円以上：0.5％　+　消費税

ニッセイ 日本インカムオープン（Jボンド） ニッセイ アセットマネジメント なし
ニッセイ 日本株オープン ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税

ニッセイ 日本株グロースオープン（生活３C） ニッセイ アセットマネジメント

1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：2.3％　+　消費税
5億円以上10億円未満：1.8％　+　消費税
10億円以上：1.3％　+　消費税

ニッセイ／AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ニッセイ／AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(ゆめ計画70) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(ゆめ計画30) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(ゆめ計画50) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ／パトナム・米国成長株ファンド(アメリカン・イーグル) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（毎月決算型） ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイJリートオープン(年1回決算型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイJリートオープン(毎月分配型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)(豪州力) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
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商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
ニッセイ高金利国債券ファンド(1年決算型)(スリーポイント(1年決算型)) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税

ニッセイ高金利国債券ファンド（スリーポイント） ニッセイ アセットマネジメント
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

ニッセイ高金利通貨ファンド ニッセイ アセットマネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ニッセイ債券アロケーション ニッセイ アセットマネジメント
5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

ニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ日経２２５インデックスファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)(Jボンド年1回決算型)) ニッセイ アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
ニッセイ日本ストラテジックオープン(オールウェザー) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイ日本株ファンド ニッセイ アセットマネジメント なし
ニッセイ日本株リサーチオープン（より獲り実獲り） ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
ニッセイ日本勝ち組ファンド ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型） ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型) ニッセイ アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジありコース) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなしコース) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド(通貨プレミアムコース) ニッセイ アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

パインブリッジ・イレブンプラス(毎月決算型)（イレブンプラス） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税
パインブリッジ・コモディティファンド（1年決算型）（ネイチャーメイド） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：2.8％　+　消費税
パインブリッジ・コモディティファンド（ネイチャーメイド） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税
パインブリッジ・ニューグローバルファンド(１年決算タイプ)（メインアベニュー） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税

パインブリッジ・ニューグローバルファンド（毎月分配タイプ）（メインアベニュー） パインブリッジ・インベストメンツ
3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

パインブリッジ・ワールド株式・オープン パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税

パインブリッジ・新成長国債券プラス（ブルーオーシャン） パインブリッジ・インベストメンツ
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

パインブリッジ・米国REITインカムファンドBコース（為替ヘッジなし）（バイリンガル） パインブリッジ・インベストメンツ
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

パインブリッジ・米国優先証券ファンド（ラストリゾート ～ 後の楽園～） パインブリッジ・インベストメンツ
3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

パインブリッジ・米国優先証券ファンド（為替ヘッジなし）（ピュアリゾート） パインブリッジ・インベストメンツ
3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン(毎月分配型)（パッション） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.5％　+　消費税
パインブリッジ新成長国ダブルプラス(1年決算タイプ)（アメージング・ストーリー） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.5％　+　消費税
パインブリッジ新成長国ダブルプラス(毎月分配タイプ)（アメージング・ストーリー） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.5％　+　消費税
パインブリッジ日本株式・オープン パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税
パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＡコース（為替ヘッジあり）（バイリンガル） パインブリッジ・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税

グローバル資源エネルギーファンド ばんせい投信投資顧問
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） ばんせい投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ばんせい成長国債ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） ばんせい投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
黒田アクティブジャパン ばんせい投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
中小型バリュー ばんせい投信投資顧問 なし
ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年) ピクテ投信投資顧問 なし
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(ノアリザーブ) ピクテ投信投資顧問 なし
ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株 ピクテ投信投資顧問 なし
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース(グロイン・マイルド) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース(円の贈り物) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース(ドルの贈り物) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(クアトロ) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

ピクテヨ－ロピアンオ－プン ピクテ投信投資顧問
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)(円インカム・セレクト) ピクテ投信投資顧問 一律：1.5％　+　消費税
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
ピクテ新興国 インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

ピムコ変動利付日本国債ファンド　クラスα(Jフローター) ピムコジャパンリミテッド
5億円未満：0.5％　+ 消費税
5億円以上：0.2％　+ 消費税

アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型) ファイブスター投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・EMEA・ファンド（3ｶ月決算型） フィデリティ投信 一律：2.0％　+　消費税
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) フィデリティ投信 一律：2.0％　+　消費税
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税

フィデリティ・USリート・ファンドA（為替ヘッジあり） フィデリティ投信
1億円未満：2.8％　+　消費税
1億円以上：1.3％　+　消費税

フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） フィデリティ投信
1億円未満：2.8％　+　消費税
1億円以上：1.3％　+　消費税

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)(アジアのチカラ) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・アジア株・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・オーストラリア配当株投信 フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

フィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)（悠々債券） フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)（悠々債券） フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース（為替ヘッジ付き） フィデリティ投信 一律：2.0％　+　消費税
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 一律：2.0％　+　消費税

フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド（水と大地とエネルギー） フィデリティ投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
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商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB（為替ヘッジあり） フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・バランス・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・消費関連中国株ファンド（1年決算型） フィデリティ投信 一律：3.5％　+　消費税
フィデリティ・消費関連中国株ファンド（3ヵ月決算型） フィデリティ投信 一律：3.5％　+　消費税

フィデリティ・世界高格付け債券ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)(安心のチカラ) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)(安心のチカラ) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・日本バリュー・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 一律：2.8％　+　消費税
フィデリティ・日本配当成長株ファンド (分配重視型) フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・日本優良株・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信 一律：3.0％　+　消費税
グローバルバランスファンド ブラックロック・ジャパン 一律：2.0％　+　消費税
ブラックロック USベーシック・バリュー・オープン ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税

ブラックロック 世界好配当株式オープン（世界の息吹） ブラックロック・ジャパン

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

ブラックロック 天然資源株ファンド ブラックロック・ジャパン
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり) ブラックロック・ジャパン 一律：1.5％　+　消費税
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし) ブラックロック・ジャパン 一律：1.5％　+　消費税
ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり） ブラックロック・ジャパン 一律：1.5％　+　消費税
ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 一律：1.5％　+　消費税
ブラックロック・拡大欧州株式ファンド ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック欧州株式オープン ブラックロック・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
ブラックロック日本株式オープン ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック日本小型株オープン ブラックロック・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
ブラックロック米国小型成長株式オープンAコース（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース（為替ヘッジあり） ブラックロック・ジャパン 一律：2.8％　+　消費税
ワールド・インカム・ストラテジー ブラックロック・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
テンプルトン・グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ 一律：2.8％　+　消費税
テンプルトン世界債券ファンド（為替ヘッジなしコース）（地球号） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税
テンプルトン世界債券ファンド（限定為替ヘッジコース）（地球号） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税
テンプルトン世界債券ファンド（毎月分配型・為替ヘッジなしコース）（地球号） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ 一律：3.0％　+　消費税
フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド（メイフラワー号） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ 一律：1.0％　+　消費税
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商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
PRU・アメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジあり／6ヵ月決算型） プルデンシャル・インベストメント 一律：1.0％　+　消費税
PRU・アメリカ中期社債ファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型） プルデンシャル・インベストメント 一律：1.8％　+　消費税
PRU・グッドライフ2020（順風満帆） プルデンシャル・インベストメント 一律：2.8％　+　消費税
PRU・グッドライフ2030（順風満帆） プルデンシャル・インベストメント 一律：2.8％　+　消費税
PRU・グッドライフ2040（順風満帆） プルデンシャル・インベストメント 一律：2.8％　+　消費税
PRU・海外株式マーケット・パフォーマー プルデンシャル・インベストメント 一律：1.8％　+　消費税
PRU・海外債券マーケット・パフォーマー プルデンシャル・インベストメント 一律：1.8％　+　消費税
PRU・国内株式マーケット・パフォーマー プルデンシャル・インベストメント 一律：1.8％　+　消費税
PRU・国内債券マーケット・パフォーマー プルデンシャル・インベストメント 一律：0.8％　+　消費税
BAMワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（1年決算型）(ウィンドミル1年) ベアリング投信投資顧問 一律：2.5％　+　消費税
アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型） ベアリング投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ベアリング アジア製造業ファンド ベアリング投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（愛称：ウィンドミル） ベアリング投信投資顧問 一律：2.5％　+　消費税
みのりの投信 ポートフォリア 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・カナダ債券ファンド(メープルギフト) マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：2.5％　+　消費税
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月) マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月) マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回) マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回) マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年2回） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年2回） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 一律：3.0％　+　消費税
MHAM 6資産バランスファンド（六花選） みずほ投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース（物件満彩） みずほ投信投資顧問 一律：2.5％　+　消費税
MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）（ビルオーナー） みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税

MHAM　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし） みずほ投信投資顧問
1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
MHAM グローバル・アクティブ・オープン みずほ投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税

MHAM トリニティオープン（毎月決算型）（ファンド3兄弟） みずほ投信投資顧問
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上：2.3％　+　消費税

MHAM 日本バリュー株オープン（Vオープン） みずほ投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
MHAM 日本好配当株オープン（配当生活） みずほ投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税

MHAM 日本成長株オープン みずほ投信投資顧問
1,000万口未満：2.5％　+　消費税
1,000万口以上1億口未満：1.5％　+　消費税
1億口以上：1.0％　+　消費税

MHAM 物価連動国債ファンド（未来予想） みずほ投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
ＭＨＡＭアジアオープン みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン（ザ・ベスト・マネジャー） みずほ投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上：2.0％　+　消費税

ＭＨＡＭジャパンオープン みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ＭＨＡＭスリーウェイオープン みずほ投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
ＭＨＡＭトピックスファンド みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
ＭＨＡＭライジング日本株ファンド（分配型） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
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ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
MHAM株式インデックスファンド225 みずほ投信投資顧問 一律：1.8％　+　消費税
MHAM株式オープン みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
MHAM金先物ファンド みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税

ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） みずほ投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上：2.0％　+　消費税

MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型) みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ＭＨＡＭ日本小型株オープン みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
アジア３資産ファンド　資産形成コース（アジアンスイーツ） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
アジア３資産ファンド　分配コース（アジアンスイーツ） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
グローバル資源株ファンド みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド(サムライバリュー) みずほ投信投資顧問 なし

みずほＵＳハイイールドオープンAコース（為替ヘッジあり） みずほ投信投資顧問
1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：2.0％　+　消費税
5億円以上：1.5％　+　消費税

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） みずほ投信投資顧問
1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：2.0％　+　消費税
5億円以上：1.5％　+　消費税

みずほ好配当世界株オープン みずほ投信投資顧問
1億口未満：2.8％　+　消費税
1億口以上：2.3％　+　消費税

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）（ちょっとコアラ） みずほ投信投資顧問
1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.00％　+　消費税

ルーミス米国ハイイールドファンド（毎月決算型） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型） みずほ投信投資顧問 一律：2.5％　+　消費税
新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型） (愛称:セレクトファイブ) みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

世界8資産ファンド（安定コース）（世界組曲） みずほ投信投資顧問
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

世界8資産ファンド（成長コース）（世界組曲） みずほ投信投資顧問
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

世界8資産ファンド（分配コース）（世界組曲） みずほ投信投資顧問
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

世界債券ファンド(ドリームハーモニー) みずほ投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税

中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（魔法のランプ） みずほ投信投資顧問
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

日本3資産ファンド（安定コース）（円のめぐみ） みずほ投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
日本3資産ファンド（成長コース）（円のめぐみ） みずほ投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド（円コース） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド（豪ドルコース） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド（南アランドコース） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド（米ドルコース） みずほ投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン モルガン・スタンレー・アセット・インベストメント・マネジメント株式会社 一律：1.8％　+　消費税
ラッセル グローバル・バランス・ファンド(安定・成長型)(ライフポイント) ラッセル・インベストメント 一律：2.0％　+　消費税
ラッセル グローバル・バランス・ファンド(安定型)(ライフポイント) ラッセル・インベストメント 一律：2.0％　+　消費税
ラッセル グローバル・バランス・ファンド(成長型)(ライフポイント) ラッセル・インベストメント 一律：2.0％　+　消費税
ラッセル新興国増配優良株ファンド Aコース(米ドル円ヘッジ) ラッセル・インベストメント 一律：3.0％　+　消費税
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ラッセル新興国増配優良株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) ラッセル・インベストメント 一律：3.0％　+　消費税
リクソー日本株アクセル・スマート・ブル(0～250％、四半期下限ターゲット75％付)(シフト・チェンジ) リクソー投信 一律：3.5％　+　消費税
米国エネルギー・ハイインカム・ファンド(エネハイ) リクソー投信 一律：3.0％　+　消費税
ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 一律：2.0％　+　消費税

LM・アメリカ高配当株ファンド(3カ月決算型) レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

LM･オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

LM･オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

LM・グローバル・プラス（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税

ＬＭ・ブラジル国債ファンド（年2回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ＬＭ・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ＬＭ・ユーロ・アルファ　ポートフォリオＡ（為替ヘッジなし) レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5億円未満：1.0％　+ 消費税
5億円以上：0.75％　+ 消費税

ＬＭ・ユーロ・アルファ　ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
5億円未満：1.0％　+ 消費税
5億円以上：0.75％　+ 消費税

ＬＭ・ユーロ毎月分配型ファンド レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 一律：1.0％　+　消費税
ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 一律：1.0％　+　消費税

アジア・オセアニア・好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡三アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジア・オセアニアＣＢオープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)(アジオセ定期便(1年決算型)) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）（愛称：アジオセ定期便） 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

グローバル・エクセレント・オープン(世界連峰） 岡三アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

グローバル・リート・セレクション 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
コモディティ・インデックスオープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

コモディティ・セレクション（食糧） 岡三アセットマネジメント

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

シェール関連株オープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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チャイナ・ロード（西遊記） 岡三アセットマネジメント

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

ワールド・ベスト・カンパニー(中国)(ＷＢＣ中国) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・ベスト・カンパニー(日本)(ＷＢＣ日本) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・リート・セレクション(アジア) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ワールド・リート・セレクション（欧州） 岡三アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)(十二絵巻(1年決算型)) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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)(十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻(為替ヘッジあり)) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 岡三アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース 岡三アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
欧州連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

新興国国債オープン（1年決算型）（アトラス（1年決算型）） 岡三アセットマネジメント

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：1.0％　+　消費税

新興国国債オープン（毎月決算型）（アトラス（毎月決算型）） 岡三アセットマネジメント

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：1.0％　+　消費税

新興国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：1.0％　+　消費税

世界３資産分散ファンド 岡三アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)(トランスミッション) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
成長国通貨・国際機関債オープン(世界にエール) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
中国インフラ・内需関連株式オープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日経225インデックス・オープン（日経225） 岡三アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税

日本Jリートオープン（毎月分配型） 岡三アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

日本Ｍ＆Ａオープン 岡三アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

日本SRIオープン(絆) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本インデックスオープン225 岡三アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税

日本ニューバリューオープン（経営維新） 岡三アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

日本バリュースターオープン(経営進化論） 岡三アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

日本株式ファンド”i-TECH” 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本好配当リバランスオープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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日本新興市場成長株オープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国ニューテクノロジー・オープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国中小型株オープン 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン) 岡三アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（トルコリラ）毎月分配型 楽天投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（レアル）毎月分配型 楽天投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン（豪ドル）毎月分配型 楽天投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
楽天グローバル・バランス（安定型） 楽天投信投資顧問 一律：1.8％　+　消費税
楽天グローバル・バランス（成長型） 楽天投信投資顧問 一律：1.8％　+　消費税
楽天グローバル・バランス（積極型） 楽天投信投資顧問 一律：1.8％　+　消費税

楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)(楽天ボルティ) 楽天投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)(楽天ボルティ) 楽天投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

楽天みらいファンド 楽天投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

楽天日本株トリプル・ブル 楽天投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

楽天日本株トリプル・ベアⅡ 楽天投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税

アジア･パシフィック・ソブリン・オープン（年2回決算型） 国際投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

 アジア･パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジアインフラ関連株オープン 国際投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジア消費関連株オープン 国際投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジア不動産関連株オープン 国際投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジア優良株オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

インドネシア株式オープン 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：なし

エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(エマソブN) 国際投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(エマヘッジN) 国際投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 国際投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(グロソブN) 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
グローバルETFオープン 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
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グローバルヘルスケア＆バイオファンド 国際投信投資顧問

3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

グローバル株式インカム（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
グローバル高金利通貨オープン（１年決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型) 国際投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
グローバル鉄道関連株オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
システム・オープン 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ジャパン・ソブリン・オープン 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)(ジャパソブN) 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
ジャパン株式インカム（３ヶ月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
チャインドネシア株式オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
トレンド・アロケーション・オープン 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
マイ・インデックス・オープン２２５ 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
リスク・パリティαオープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
リバーサル・ジャパン・オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

ワールド・リート・オープン（１年決算型） 国際投信投資顧問
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ワールド・リート・オープン(資産成長型)(ワールド・リートN) 国際投信投資顧問 一律：2.5％　+　消費税

ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ワールド短期ソブリンオープン 国際投信投資顧問 一律：1.5％　+　消費税
欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型） 為替ヘッジあり 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
欧州ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型） 為替ヘッジなし 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
株式オープン 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
国際 エマージング・ソブリン・オープン（1年決算型） 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
国際 エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税

国際 エマージング株式オープン 国際投信投資顧問
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

国際 グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型） 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
国際 グローバル・ソブリン・オープン（3ヵ月決算型） 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
国際 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税

国際 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Aコース為替ヘッジあり（健太 Aコース） 国際投信投資顧問

3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税
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国際 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Bコース為替ヘッジなし（健太 Bコース） 国際投信投資顧問

3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

国際 グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型） 国際投信投資顧問

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

国際 グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
国際 トルコ・リラ債券オープン （毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際 ブラジル･レアル債券オープン （毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際 メキシコ・ペソ債券オープン （毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際 ユーロランド・ソブリン・インカム 国際投信投資顧問 一律：1.0％　+　消費税
国際 温暖化対策株式オープン（グリーン・プラネット） 国際投信投資顧問 一律：2.8％　+　消費税
国際 豪ドル高格付債券オープン （毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際 南アフリカ・ランド債券オープン （毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際インドネシア・エクイティ・オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)(ペランギ) 国際投信投資顧問
500万円未満：3.0％　+　消費税
500万円以上1000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

国際インド債券オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問
500万円未満：3.0％　+　消費税
500万円以上1000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
国際チャインドネシア・エクイティ・オープン 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
国際のe-コモディティ 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国公社債オープン（ブラジル・レアルコース）(毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国公社債オープン（円コース）(毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国公社債オープン（元コース）(毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国公社債オープン（豪ドルコース）(毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国公社債オープン（南アフリカ・ランドコース）(毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国公社債オープン（米ドルコース）(毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
新興国高金利通貨オープン<愛称>ファイン 国際投信投資顧問 一律：1.5％　+　消費税

世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース(毎月決算型） 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0％　+　消費税

世界投資適格債オープン（通貨選択型）ブラジルレアルコース(毎月決算型） 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0％　+　消費税

世界投資適格債オープン（通貨選択型）円コース(毎月決算型） 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0％　+　消費税

世界投資適格債オープン（通貨選択型）豪ドルコース(毎月決算型） 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0％　+　消費税
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世界投資適格債オープン（通貨選択型）中国元コース(毎月決算型） 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0％　+　消費税

世界投資適格債オープン（通貨選択型）米ドルコース(毎月決算型） 国際投信投資顧問

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0％　+　消費税

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイ・イールド債券オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) 国際投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.9％　+　消費税
米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.9％　+　消費税
米国高利回り社債ファンド（毎月決算型） 国際投信投資顧問 一律：2.9％　+　消費税
ETFバランス・ファンド 三井住友アセットマネジメント なし
JASDAQ-TOP20指数ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税

YOURMIRAI ワールド・リゾート 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

YOURMIRAI 欧州株マキシマム・ブル 三井住友アセットマネジメント
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

YOURMIRAI 日本株マキシマム・ブル 三井住友アセットマネジメント
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

YOURMIRAI 米国株マキシマム・ブル 三井住友アセットマネジメント
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

アジア好利回りリート・ファンド 三井住友アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ 三井住友アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル 三井住友アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル高金利通貨ファンド（プレミアムエイト） 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）（泰平航路） 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）（泰平航路） 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
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ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
スーパー小型株ポートフォリオ 三井住友アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
チャイナ・フロンティアオープン 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
トヨタグループ株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税
トルコ債券・プレミアム・ファンド(毎月決算型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
トルコ債券ファンド(毎月決算型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ベトナム株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ミッドランド・ジャパン株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
欧州株式指数ファンド 三井住友アセットマネジメント なし
技術フォーカスオープン 三井住友アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税

香港ハンセン指数ファンド 三井住友アセットマネジメント
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

高格付海外債券ファンド（毎月分配型） 三井住友アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
高成長インド・中型株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友 インド・中国株オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友 グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ) 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友 ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友 日本株オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
三井住友・225オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
三井住友・Ｇ２０α債券ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・円コース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・豪ドルコース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・資源国通貨コース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・南アフリカランドコース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・米ドルコース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・ＴＯＰＩＸインデックスオープン 三井住友アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（椰子の実） 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上：1.8％　+　消費税

三井住友・アジア4大成長国オープン（ベトナム・インド・中国・日本） 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三井住友・アジア優良株ファンド 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

三井住友・アセアン成長国株ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友・グローバル・リート・オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・グローバル・リート・オープン（1年決算型）（世界の大家さん（1年決算型）） 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友・グローバル・リート・オープン（3ヵ月決算型）（世界ビル紀行） 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友・グローバル好配当株式オープン（世界の豆の木） 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税

三井住友・スーパーアクティブ・オープン【愛称：元気！】 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上：1.8％　+　消費税

三井住友・バンガード海外株式ファンド 三井住友アセットマネジメント なし

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上：1.8％　+　消費税

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

三井住友・ライフビュー・バランスファンド30（安定型） 三井住友アセットマネジメント 一律：0.9％　+　消費税
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50（標準型） 三井住友アセットマネジメント 一律：1.1％　+　消費税
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三井住友・ライフビュー・バランスファンド70（積極型） 三井住友アセットマネジメント 一律：1.3％　+　消費税
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド 三井住友アセットマネジメント なし
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：0.5％　+　消費税
三井住友・ロシア株式オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・株式アナライザーオープン 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・豪ドル債ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)(円の達人) 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税

三井住友・世界高金利債券ファンド（債券万博） 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上：1.8％　+　消費税

三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド 三井住友アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三井住友・中小型株ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・日経２２５オープン 三井住友アセットマネジメント なし
三井住友・日本株・成長力ファンド（杉の子） 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・日本株グロース・オープン(勝ち組！) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税

三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 三井住友アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド 三井住友アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上：2.0％　+　消費税

三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド 三井住友アセットマネジメント
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：2.0％　+　消費税
5億円以上：1.0％　+　消費税

中国人民元債券ファンド（元・ボンド） 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
中国民営企業株式ファンド(民(min)) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
中部経済圏株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日興･新経済成長国エクイティ･ファンド(EG5) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・中国構造改革ファンド(チャイナルネサンス) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02 三井住友アセットマネジメント なし
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04 三井住友アセットマネジメント なし
日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド(毎月分配型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アジア高成長内需関連ファンド(資産成長型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ(アセアン内需関連株式ファンド) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ(インド内需関連株式ファンド) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ(チャイナ内需関連株式ファンド) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ(韓国内需関連株式ファンド) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税

日興アムンディ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり/限定追加型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ブランド・ファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド(ユーロビート) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興コタック･インド債券ファンド(毎月分配型） 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(ヘッジなしコース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・ユーロヘッジコース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 毎月分配型(円・米ドルヘッジコース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興メキシコ債券ファンド(資産成長型)(ラ・バンバ) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興メキシコ債券ファンド(毎月分配型)(ラ・バンバ) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日本割安株オープン(ザ･バリューオープン) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

日本株・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

日本再興戦略株式オープン 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項あり)(東京音頭) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)(東京音頭) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型） 三井住友アセットマネジメント
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） 三井住友アセットマネジメント
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友アセットマネジメント なし
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国中小型株ファンド・円コース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国中小型株ファンド・米ドルコース 三井住友アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

３資産バランスオープン《トリプルインカム》 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3,000万円未満：2.5％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

３資産バランスオープンアルファ（愛称：トリプルインカムアルファ） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

4資産インデックスバランスオープン（成長型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
4資産インデックスバランスオープン（分配型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ART テクニカル運用日本株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
CBオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
J-REIT･リサーチ･オープン（年2回決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
Ｊ-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
Ｊリートアクティブファンド（1年決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
Ｊリートファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ＬＳオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド　ブラジル・レアルコース 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし
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PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド　円コース 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド　豪ドルコース 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）（ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）（ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース）） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド(年1回決算型)（トルコ・リラコース）(ハイイールドプラス/年1(トルコ・リラコース)) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド(年1回決算型)（ブラジル・レアルコース）(ハイイールドプラス/年1(ブラジル・レアルコース)) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド(年1回決算型)（メキシコ・ペソコース）(ハイイールドプラス/年1(メキシコ・ペソコース)) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド(年1回決算型)（円コース）(ハイイールドプラス/年1(円コース)) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド(年1回決算型)（豪ドルコース）(ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース)) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド(年1回決算型)（米ドルコース）(ハイイールドプラス/年1(米ドルコース)) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：なし

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドルコース） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
SMT JPX日経インデックス400・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
SMT　J-REITインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
SMT　TOPIXインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT インデックスバランス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし

SMT　グローバルREITインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
SMT　グローバル株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT　グローバル債券インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT　国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
SMT 新興国REITインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし

SMT　新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT　新興国債券インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMT　日経225 インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
SMTAMコモディティ・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
SMTAMダウ・ジョーンズ　インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド（為替ヘッジあり） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)(スマートロボ) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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アジア・オセアニア配当利回り株オープン（アジア配当物語） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.5％　+　消費税

アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アセアン株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)(ルピアのめぐみ) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
エマージング株式オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

オーストラリア公社債ファンド（愛称：オージーボンド） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上：2.0％　+　消費税

キャッシュフロー経営評価オープン（選球眼） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.5％　+　消費税

グローバル・インカム＆プラス(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
グローバル3資産バランスオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ジャパン・グロース・ファンド（得意技） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド（Jセレクト) 三井住友トラスト・アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

チャイナ・グッドカンパニー 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

チャイナ・リサーチ・オープン（孔明） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.5％　+　消費税

ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）(ダブルギア) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ニュー配当利回り株オープン（配当物語） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）（ハイインカム・スープラ） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ブラジル公社債ファンド(レアルスター) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
マイセレクション25 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
マイセレクション50 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
マイセレクション75 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
モーニングスター グローバルバランスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
モーニングスター セレクトファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
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ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ヨーロッパ国債ファンド＜毎月決算型＞（ユーロ十二星） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）（ファイブインカム） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
円・世界優良国債券ファンド(円セレクト) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
外国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
外国株式インデックスe 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
外国株式インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
外国債券インデックスe 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
外国債券インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
外国債券オープン(3ヶ月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
外国債券オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
環境ニューディールファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

高金利ソブリンオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3,000万円未満：2.5％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
資源国ソブリンオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

次世代ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上：2.0％　+　消費税

社会的責任ファンド（ＳＲＩ計画） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（アジア通貨コース） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（ブラジル･レアルコース） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（円コース） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（豪ドルコース） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（米ドルコース） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
世界ハイインカム債券オープン（毎月決算型）（インカムチョイス） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
世界好配当株オープン(毎月決算型)（世界配当物語） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
生物多様性企業応援ファンド（生きものがたり） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
中小型株式オープン（投資満々） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
日本株式インデックスe 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
日本株配当オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本債券・株式バランスファンド（資産配分調整型）（庭職人） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日本債券インデックスe 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
日本債券インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント なし
日本債券ファンド（毎月分配型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
物価連動債組入世界債券ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
米国成長株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ｅMAXIS JPX日経400インデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS NYダウインデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS TOPIXインデックス 三菱UFJ投信 なし
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 三菱UFJ投信 なし
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ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 国内リートインデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 国内債券インデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 新興国リートインデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 新興国債券インデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 先進国リートインデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 先進国株式インデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 先進国債券インデックス 三菱UFJ投信 なし
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱UFJ投信 なし
eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJ投信 なし
FPバランスファンド（安定型） 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
FPバランスファンド（安定成長型） 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
JASDAQオープン 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
Jオープン(店頭･小型株) 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
エコ・パートナーズ（みどりの翼）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税

オーストラリアインカムオープン 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ） 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(星こよみ) 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
グローバル・ボンド・ベーシック（毎月決算型） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
コアバランス 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
トピックスオープン 三菱UFJ投信 一律：1.8％　+　消費税
ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(夢こよみ) 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援ファンド(日本株)(スマイル・ジャパン) 三菱UFJ投信 なし
ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
ピムコ　ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし） 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース（為替ヘッジあり） 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンDコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税

ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（成長重視型） 三菱UFJ投信

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：なし
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ブラデスコ　ブラジル債券ファンド（分配重視型） 三菱UFJ投信

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：なし

ワールド・インカムオープン 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税

豪ドル毎月分配型ファンド 三菱UFJ投信

3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.0％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ) 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税

三菱UFJ ３資産分散ファンド（毎月決算型） 三菱UFJ投信
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ Jリートオープン（３ヵ月決算型） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　ＳＲＩファンド（ファミリー・フレンドリー）　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：0.5％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ライト　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン 三菱UFJ投信 一律：0.5％　+　消費税
三菱UFJ インデックスファンド225 三菱UFJ投信 一律：1.8％　+　消費税

三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド（ブルーゴールド） 三菱UFJ投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド（ゴールデン・ハーベスト） 三菱UFJ投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三菱ＵＦＪ コモディティファンド 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　システムバリューオープン（プロフェッサー）　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・ファンド 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱UFJ チャイナオープン 三菱UFJ投信 一律：2.8％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税

三菱UFJ　バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 三菱UFJ投信
5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三菱UFJ バランスインカムオープン（毎月決算型） 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三菱ＵＦＪ バランスオープン 三菱UFJ投信 一律：0.7％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　バリューオープン　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税
三菱ＵＦＪ ユーロ債券インカムオープン 【愛称：夢舞月】 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱UFJ ユーロ債券オープン（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
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三菱UFJ ワールド資源株オープン（3ｶ月決算型） 三菱UFJ投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

三菱UFJ 欧豪リートファンド（毎月決算型） 三菱UFJ投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三菱ＵＦＪ 欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み(欧州債券)） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　海外債券オープン　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税

三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) (四季の恵み(海外債券)) 三菱UFJ投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

三菱ＵＦＪ　外国債券オープン　　　　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 技術のチカラ オープン 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税

三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型） 三菱UFJ投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上：2.0％　+　消費税

三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン（夢実月） 三菱UFJ投信 一律：1.8％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０　（愛称：夢列島２０） 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 三菱UFJ投信 なし
三菱UFJ 純金ファンド(ファインゴールド) 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税

三菱UFJ 世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（夢航路） 三菱UFJ投信
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

三菱UFJ 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（キュート） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型） 三菱UFJ投信 なし
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） 三菱UFJ投信 なし

三菱UFJ 地球温暖化対策株式ファンド（青い地球） 三菱UFJ投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

三菱UFJ 東欧・ロシア株式ファンド 三菱UFJ投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

三菱UFJ 日本アクティブオープン（ファーブル先生） 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド 【愛称：凄腕】 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 日本株オープン 「３５」 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「バリュー５５」 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン 【愛称：ステージ２１】 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ　日本成長株オープン（ブルーム）　　　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税
三菱UFJ 日本短期債券ファンド 三菱UFJ投信 なし
三菱ＵＦＪ 米国債券インカムオープン 【愛称：夢咲月】 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み) 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：1.0％　+　消費税
三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(アスリート) 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税
三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アスリート) 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税

 三菱ＵＦＪ／メロン　グローバルイノベーション（ニュートン）　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱ＵＦＪ／メロン　グローバルバランス　　　　　　　　　　　 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
三菱UFJグローバルバランスオープン株式20型 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
三菱UFJグローバルバランスオープン株式40型 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）（夢資源） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
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新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(グローイング・スピリッツ) 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(グローイング・スピリッツ) 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
世界ソブリン債券インカムオープン 【愛称：夢逢月】 三菱UFJ投信 一律：1.5％　+　消費税
世界高利回り社債ファンド(為替スマートヘッジ) 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税

世界資源株ファンド 三菱UFJ投信
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上：2.0％　+　消費税

短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型) 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税

日本株アジア戦略ファンド （愛称：アジアン・パワー） 三菱UFJ投信

5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上2億円未満：2.0％　+　消費税
2億円以上3億円未満：1.0％　+　消費税
3億円以上5億円未満：0.5％　+　消費税
5億円以上：なし

日本株セレクト・オープン(日本新世紀)日本株インカム・ファンド 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
日本好配当株式ファンド（３ヵ月決算型） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ（マイカレンシー）＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ（マイカレンシー）＜円コース＞（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ（マイカレンシー）＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ（マイカレンシー）＜新興国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱UFJ投信 一律：3.0％　+　消費税
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)(USストリーム) 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)(USストリーム) 三菱UFJ投信 一律：2.5％　+　消費税
夢楽章 日経平均オープン 三菱UFJ投信 一律：0.5％　+　消費税
優良日本株ファンド（愛称：ちから株） 三菱UFJ投信 一律：2.0％　+　消費税
ディープバリュー株オープン 新光投信 一律：2.0％　+　消費税
ハイパーバランスオープン 新光投信 一律：1.0％　+　消費税
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース) 新光投信 一律：3.5％　+　消費税
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース) 新光投信 一律：3.5％　+　消費税
プレミアム・インカム実績分配ファンド（愛称：スープラ・オープン） 新光投信 一律：3.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税
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みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース 新光投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)(世界のかけ橋(成長型)) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型)) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
海外国債ファンド(1年決算型) 新光投信 一律：2.0％　+　消費税

海外投資適格社債ファンド（ＩＧファンド） 新光投信
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.5％　+　消費税

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース(ターゲットAU) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース(ターゲットAU) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税

新光 サザンアジア・オールスター株式ファンド 新光投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 ジャパンオープン 新光投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 ジャパンオープンＩＩ 新光投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 ジャパンニューエイジオープン 新光投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型） 新光投信
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.8％　+　消費税
3,000万円以上：1.3％　+　消費税

新光 ファンド“メガ・テック” 新光投信 一律：2.8％　+　消費税
新光 ブランドエクイティ 新光投信 一律：2.8％　+　消費税

新光 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 新光投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 海外国債ファンド 新光投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 海外国債ファンド（3ヶ月決算型） 新光投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）（PIファンド（為替ヘッジあり）） 新光投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.0％　+　消費税
3,000万円以上：0.5％　+　消費税

新光 海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）（PIファンド（為替ヘッジなし）） 新光投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.0％　+　消費税
3,000万円以上：0.5％　+　消費税

新光 環境保全・グローバルバランス（地球力プラス） 新光投信
5,000万円未満：2.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.5％　+　消費税
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新光 高金利通貨ファンド 新光投信
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.8％　+　消費税
3,000万円以上：1.3％　+　消費税

新光 新成長中国株式ファンド（シャングリラ） 新光投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光 地球温暖化防止関連株ファンド（3ヶ月決算型）（地球力II） 新光投信

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

新光 地球温暖化防止関連株ファンド（地球力） 新光投信

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

新光 中東・北アフリカ株式ファンド（アラビアン・ブルー） 新光投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.5％　+　消費税

新光 日本インカム株式ファンド（3ヵ月決算型） 新光投信
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.8％　+　消費税
3,000万円以上：1.3％　+　消費税

新光7資産バランスファンド（七重奏） 新光投信
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.5％　+　消費税

新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン 新光投信 一律：1.0％　+　消費税

新光US-REIT　オープン（年１回決算型）(ゼウスⅡ（年１回決算型）) 新光投信
500万円未満：3.0％　+ 消費税
500万円以上1,500万円未満：2.0％　+　消費税
1,500万円以上：1.0％

新光US-REITオープン(ゼウス) 新光投信

1,000万円未満：3.0％　+ 消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+ 消費税

新光Wブル・日本株オープンⅢ 新光投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光Wベア・日本株オープンⅢ 新光投信
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
新光小型株オープン(波物語) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
新光日本株オープン（新潮流） 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
新光日本実力株ファンド（リアルエコノミー） 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
新都市中国株式ファンド（チャイナタウン21） 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
日本技術評価オープン(スーパーテクノロジー) 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
優先株ＥＴＦファンド（毎月分配型・ヘッジあり） 新光投信 一律：3.0％　+　消費税
新エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） 新生インベストメント・マネジメント 一律：3.5％　+　消費税

新生 UTIインドインフラ関連株式ファンド 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

新生 UTIインドファンド 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

新生 アメリカン・ドリーム・ファンド 新生インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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新生 エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型） 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

新生 エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

新生 フラトンVPICファンド 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

新生 世界分散ファンド（複利効果重視型） 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：なし

新生 世界分散ファンド（分配重視型） 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：なし

新生・ズベルバング ロシアファンド 新生インベストメント・マネジメント
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

世界株式ファンド（福利効果重視型） 新生インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
世界株式ファンド（分配重視型） 新生インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド 新生インベストメント・マネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式＆通貨コース 新生インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース 新生インベストメント・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジありコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド円ヘッジなしコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド通貨セレクトコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ＵＢＰトルコ株式ファンド 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.5％　+　消費税
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.5％　+　消費税
アジア転換社債ファンド(毎月分配型) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
スイス・グローバル・リーダー・ファンド 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
ハッピーエイジング20 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
ハッピーエイジング30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
ハッピーエイジング40 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
ハッピーエイジング50 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
ハッピーエイジング60 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
マルチストラテジーファンド-トルコ・リラMMF 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 なし
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース(トリプルストラテジー) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース(US4ストラテジー) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクトコース(US3ストラテジー) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
人民元建て債券ファンド(点心債) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.5％　+　消費税
損保ジャパン DBLCIコモディティ6 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
損保ジャパン S＆P拡大中国株投信 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
損保ジャパン SRIオープン（未来のちから） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
損保ジャパン TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）（こむぎ畑） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
損保ジャパン TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）（こむぎ畑） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
損保ジャパン TCW・MBSファンド（毎月分配型）（エムエム） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
損保ジャパン グリーン・オープン（ぶなの森） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
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商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
損保ジャパン フォルティス・トルコ株式オープン（メルハバ） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税

損保ジャパン 欧州国債オープン（毎月分配型）（ヨーロッパ便り） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

損保ジャパン 好配当ジャパン・オープン（株式時代） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
損保ジャパン 高金利外国債券オープン（毎月分配型） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：1.5％　+　消費税
損保ジャパン 日本株オープン（むぎわら帽子） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
損保ジャパン・パン・アフリカ株式ファンド 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.5％　+　消費税
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
日米４資産スマートバランス(きんとう君) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
日本株・市場リスクコントロールファンド(いざ!日本株) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース(ジェイブリッド) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース(ジェイブリッド) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
J-REITオープン(円コース) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
J-REITオープン(米ドルコース) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
エス・ビー・日本債券ファンド 大和住銀投信投資顧問 なし

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.5％　+　消費税
グローバル・ハイイールド債券ファンド（ＢＲＩＣｓ通貨コース） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界６地域通貨コース） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
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商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
グローバル好配当株オープン 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)(ツインストーリー) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)(ツインストーリー) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

メキシコ債券オープン(資産成長型)(アミーゴ) 大和住銀投信投資顧問
500万円未満：3.0％　+　消費税
500万円以上1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

メキシコ債券オープン（毎月分配型）（アミーゴ） 大和住銀投信投資顧問
500万円未満：3.0％　+　消費税
500万円以上1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

欧州株ツインα(資産成長型） 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

欧州株ツインα(毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)(ゆうせん君) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)(ゆうせん君) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
大和住銀エス・ビー・日本株オープン２２５ 大和住銀投信投資顧問 一律：2.0％　+　消費税
大和住銀グローバルバランスファンド（七つの海） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
大和住銀日本グロース株ファンド（海のくに） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
大和住銀日本バリュー株ファンド（黒潮） 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

短期NZドル債オープン(資産成長型) 大和住銀投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

短期NZドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

短期豪ドル債オープン（年2回決算型） 大和住銀投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

短期米ドル社債オープン(毎月分配型) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.0％　+　消費税

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

日本株厳選ファンド・米ドルコース 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

米国小型株ツインα(資産成長型) 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

米国小型株ツインα(毎月分配型) 大和住銀投信投資顧問

5,000万円未満：3.5％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.5％　+　消費税
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 大和住銀投信投資顧問 一律：3.5％　+　消費税
J-REITオープン（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税

インドネシア株ファンド 大和証券投資信託委託
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上：2.0％　+　消費税

ダイワ アジア新興国株ファンド 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：2.3％　+　消費税
3,000万円以上：1.8％　+　消費税

ダイワ グローバルREIT・オープン（毎月分配型）（世界の街並み） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

ダイワ ジャパン・オープン（D.J.オープン） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

ダイワ ストックインデックスファンド225 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：0.5％　+　消費税

ダイワ チャイナ・ファンド 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

ダイワ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(杏の実） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.0％　+　消費税
3,000万円以上：0.5％　+　消費税

ダイワ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.0％　+　消費税
3,000万円以上：0.5％　+　消費税
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ダイワ バリュー株・オープン（底力） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

ダイワ 新経済大国日本 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

ダイワ/”RICI”コモディティ・ファンド 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税

ダイワ・インド株ファンド（パワフル・インド） 大和証券投資信託委託
1億円未満：3.0％　+　消費税
1億円以上：2.0％　+　消費税

 ダイワ・グローバル好配当株ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税

ダイワ・ブラジル株式ファンド 大和証券投資信託委託
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(ミルフィーユ)(奇数月分配型)成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上：2.1％　+　消費税

ダイワ海外ソブリンファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上：2.1％　+　消費税

ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.5％　+　消費税
1,000万円以上：2.0％　+　消費税

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 一律：2.5％　+　消費税
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税
ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税

ダイワ高金利通貨ファンド（毎月決算型）（金利の力） 大和証券投資信託委託
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ダイワ三資産分散ファンド(インカム＆キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
ダイワ日本株オープン 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
ブラジル・インフラ関連株ファンド 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税

ブラジル・ボンド・オープン（年2回決算型） 大和証券投資信託委託
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和証券投資信託委託
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

技術成長株オープン（ジャパンパワー） 大和証券投資信託委託 一律：2.8％　+　消費税
新世代成長株ファンド（ダイワ大輔） 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
世界レアメタル関連株ファンド 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
大型株ファンド 大和証券投資信託委託 一律：2.0％　+　消費税
大和 アクティブ・ニッポン（武蔵） 大和証券投資信託委託 一律：2.8％　+　消費税
大和 デジタル情報通信革命（0101） 大和証券投資信託委託 一律：2.8％　+　消費税
大和 トピックス・インデックスファンド 大和証券投資信託委託 一律：1.8％　+　消費税
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大和 ベストチョイス・オープン 大和証券投資信託委託
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：0.5％　+　消費税

大和日本国債ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 一律：0.5％　+　消費税
地球環境株・外債バランス・ファンド(地球くん) 大和証券投資信託委託 一律：2.5％　+　消費税
地球環境株ファンド(環境くん) 大和証券投資信託委託 一律：3.0％　+　消費税
ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 朝日ライフアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) 朝日ライフアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
朝日Ｎｖｅｓｔグローバルボンドオープン（Avest-B） 朝日ライフアセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
朝日ライフ SRI社会貢献ファンド（あすのはね） 朝日ライフアセットマネジメント 一律：2.8％　+　消費税
朝日ライフ　日経平均ファンド（にいにいＧＯ） 朝日ライフアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフアセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
朝日ライフリサーチ日本株オープン（オールジャパンＥ） 朝日ライフアセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
LPS4資産分散ファンド(バランス型)(未来海図) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)(未来海図) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
LPS4資産分散ファンド(慎重型)(未来海図) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)(未来海図) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
LPS4資産分散ファンド(積極型)(未来海図) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
東海３県ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.5％　+　消費税
東京海上・アジア中小型成長株ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
東京海上・ニッポン世界債券ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.5％　+　消費税
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.5％　+　消費税
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.5％　+　消費税
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(円債くん(年2回決算型)) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(円債くん) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
東京海上・外国株式ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・外国債券ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・国内債券ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・日本株TOPIXファンド 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・日本株アクティブファンド 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・物価連動国債ファンド 東京海上アセットマネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
東京海上・未来設計ファンド1 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・未来設計ファンド2 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・未来設計ファンド3 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・未来設計ファンド4 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上・未来設計ファンド5 東京海上アセットマネジメント投信 なし
東京海上スーパーセレクト日本株ファンド(日本の匠) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド) 東京海上アセットマネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
東京海上ベストチャイナオープン 東京海上アセットマネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
2023年満期日本公共債ファンド(ふるさと紀行2023) 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり(ABコンパス) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし(ABコンパス) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり(ABコンパス) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし(ABコンパス) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

GW７つの卵 日興アセットマネジメント
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.3％　+　消費税
1億円以上：1.8％　+　消費税

Jキャップ日本株ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
RS豪ドル債券ファンド(為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド) 日興アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
RS日本株式ファンド(市場リスク配慮型日本株式ファンド) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
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アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジアの財産3分法ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジアリートファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア債券ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア資源ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アセットナビゲーションファンド（株式20） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
アセットナビゲーションファンド（株式40） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
アセットナビゲーションファンド（株式60） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
アセットナビゲーションファンド（株式80） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
インデックスファンド　Ｊリート 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンド225(日本株式) 日興アセットマネジメント なし
インデックスファンドBDC(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンドJPX日経400 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンドMLP(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンドTOPIX(日本株式) 日興アセットマネジメント なし
インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 一律：1.8％　+　消費税
インデックスファンドUSハイブリッド優先証券(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンドUSリート(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンド欧州リート(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 日興アセットマネジメント なし
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 日興アセットマネジメント なし
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 日興アセットマネジメント なし
インドネシア債券ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
インド株式ファンド(毎月分配型)(ホットスパイス) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
エマージング10 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)(ピンクダイヤモンド) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
オーストラリア株式ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
キャピタルオープン 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
グリーン世銀債ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバルウォーターファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル高配当株式ファンド（毎月分配型）(軍配） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)(アジアン・ゲートウェイ) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)(ニュージーボンド) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
パン・アジア高配当株式ファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ａコース（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント
5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント
5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ファイン・ブレンド(資産成長型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
フォーシーズン 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

ミュータント 日興アセットマネジメント
1億円未満：2.8％　+　消費税
1億円以上：1.8％　+　消費税
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ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（1年決算型） 日興アセットマネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
5,000万円未満：2.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.8％　+　消費税

円サポート 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型（カブチョファンド） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
原点回帰・日本株ファンド（愛称：円活（えんかつ）） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73(しちさん)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
高金利成長通貨ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
高金利先進国債券オープン（資産成長型）（愛称：月桂樹） 日興アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹） 日興アセットマネジメント
1億円未満：1.3％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 日興アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税

資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース(資産成長型) 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド（株式と通貨）円コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース(資産成長型) 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税
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資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース(資産成長型) 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：3.5％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.5％　+　消費税

新ソブ 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

世界のサイフ 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：なし

世界のサイフ（資産成長型） 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）オーストラリアドルコース＜セカハイ＞ 日興アセットマネジメント 一律：2.9％　+　消費税
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ブラジルレアルコース＜セカハイ＞ 日興アセットマネジメント 一律：2.9％　+　消費税
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）ヘッジなしコース＜セカハイ＞ 日興アセットマネジメント 一律：2.9％　+　消費税
世界の高配当株式ファンド（通貨選択シリーズ・毎月分配型）資源国通貨コース＜セカハイ＞ 日興アセットマネジメント 一律：2.9％　+　消費税

世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 日興アセットマネジメント
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.5％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）（ワールドサポーター） 日興アセットマネジメント

1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.0％　+　消費税
1億円以上：0.5％　+　消費税

世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

世界標準債券ファンド (ニューサミット) 日興アセットマネジメント
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

積立ベスト･バランス 日興アセットマネジメント なし
中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワン） 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
低位株オープン 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日興 豪州 インカム･オープン(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税
日興･AMPグローバルREITファンド 資産成長型（ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興･AMPグローバルREITファンド 毎月分配型A（ヘッジなし) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興･AMPグローバルREITファンド 毎月分配型B（ヘッジあり) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興･AMPグローバルREITファンド（6ヵ月決算型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：1.5％　+　消費税
日興･アッシュモア･グローイング･マルチストラテジー･ファンド(ネクスト･スター) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興･ジャナス･グローバル･オポチュニティ･ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵) 日興アセットマネジメント なし
日興AM中国A株ファンド(黄河) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興BRICs株式ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興GAMエマージングストラテジー･ファンド(資産成長型) 日興アセットマネジメント 一律：4.0％　+　消費税
日興GAMエマージングストラテジー･ファンド(毎月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：4.0％　+　消費税
日興GSグロース･マーケッツ･ファンド(グロース8) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アクティブ・ダイナミクス（愛称：投資力学） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興アクティブバリュー 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興アジア資産3分法(資産成長型) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
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日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興アフリカ株式ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興インフレ戦略ファンド（資産成長型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興インフレ戦略ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

日興エコファンド 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日興エボリューション 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興キャッシュリッチ･ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

日興グラビティ・アメリカズ・ファンド(ビバ・アメリカズ) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興グラビティ･グローバル･ファンド(GG10+10) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興グラビティ・ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興グローイング･ベンチャーファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ジャパンオープン（ジパング） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ジャパン高配当株式ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興スリートップ（隔月分配型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興スリートップ（資産成長型） 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・オープン 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ネクスト10イヤーズ･グローバル･エクイティ･ファンド(早期償還条項なし) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・アジア通貨バスケットコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ブラジル株式ファンド(情熱の国) 日興アセットマネジメント 一律：3.5％　+　消費税
日興ロックフェラー医療戦略ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興ワールドREITファンド 日興アセットマネジメント 一律：2.5％　+　消費税
日興ワールドエクイティオープン 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税

日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 日興アセットマネジメント
1億円未満：3.0％　+ 消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.75％　+ 消費税

日興高金利通貨ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
1億円未満：3.0％　+ 消費税
1億円以上5億円未満：1.5％　+　消費税
5億円以上：0.75％　+ 消費税

日興新世代新興国株式ファンド(ネクストBRICs) 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日興中小型グロース･ファンド 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
日本トレンド･セレクト　ハイパー･ウェイブ 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日本トレンド･セレクト　リバース･トレンド･オープン 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日本公共債ファンド2020（ふるさと紀行2020） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
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日本新興株オープン 日興アセットマネジメント 一律：3.0％　+　消費税
年金積立 インターナショナル･グロース･ファンド(DCIグロース) 日興アセットマネジメント なし
年金積立 インターナショナル･ボンド･ファンド(DCIボンド) 日興アセットマネジメント なし
年金積立　インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）（DＣインデックス海外株式ヘッジなし） 日興アセットマネジメント なし
年金積立　インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）（DCインデックスファンド海外債券ヘッジなし） 日興アセットマネジメント なし
年金積立 インデックスファンﾄﾞ海外新興国（エマージング）株式（DC インデックス海外新興国株式） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
年金積立 インデックスファンﾄﾞ海外新興国（エマージング）債券（DC インデックス海外新興国債券） 日興アセットマネジメント 一律：1.0％　+　消費税
年金積立 グローバル･ラップ･バランス(安定型)(DC グローバル･ラップ･バランス(安定型)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
年金積立 グローバル･ラップ･バランス(安定成長型)(DC グローバル･ラップ･バランス(安定成長型)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
年金積立 グローバル･ラップ･バランス(成長型)(DC グローバル･ラップ･バランス(成長型)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
年金積立 グローバル･ラップ･バランス(積極型)(DC グローバル･ラップ･バランス(積極型)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
年金積立 グローバル･ラップ･バランス(積極成長型)(DC グローバル･ラップ･バランス(積極成長型)) 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
年金積立 日本短期債券オープン(DC 日本短期債券オープン) 日興アセットマネジメント なし

利益還元成長株オープン（Ｊグロース） 日興アセットマネジメント 一律：2.0％　+　消費税
日興NZドルＭＭＦ 日興アセットマネジメント　ヨーロッパリミテッド なし
日興USドルＭＭＦ 日興アセットマネジメント　ヨーロッパリミテッド なし
日興カナダドルＭＭＦ 日興アセットマネジメント　ヨーロッパリミテッド なし
日興豪ドルＭＭＦ 日興アセットマネジメント　ヨーロッパリミテッド なし
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型) 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジありコース 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)通貨プレミアム・コース 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
チャイナ・メインランド人民元ファンド（四半期決算型） 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ブラジル・レアル・バランス・オープン(毎月分配型) 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ベトナム株式プラス・オープン 【愛称：ベトナム・ドリーム】 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ユナイテッド タートルクラブ・ファンド・バランス型（ウミガメ） 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ユナイテッド タートルクラブ・ファンド・安定型（ゼニガメ） 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ユナイテッド タートルクラブ・ファンド・積極型（ミノガメ） 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：2.0％　+　消費税
ユナイテッド ディープリサーチ・チャイナ・ファンド（翡翠探訪） 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
ユナイテッド マルチ・マネージャー・ファンド1（フルーツ王国） 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：1.5％　+　消費税
米国・シェールMLP・高配当株ファンド 日本アジア・アセット・マネジメント 一律：3.0％　+　消費税
グローバル・インカム・プラス（毎月分配型） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.5％　+　消費税
スーパーバランス(毎月分配型)(やじろべえ) 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税

安田・パン・パシフィック外国債券オープン（毎月分配型） 明治安田アセットマネジメント株式会社
1,000万円未満：2.3％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

楽天資産形成ファンド(楽天525) 明治安田アセットマネジメント株式会社 なし
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
小型株ファンド（グローイング・アップ） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
明治安田・アメリカ株式ファンド（グレートイーグル） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税

明治安田・オリエンタル・セレクト50（鳳凰） 明治安田アセットマネジメント株式会社
1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：1.8％　+　消費税
5,000万円以上：1.3％　+　消費税

明治安田・ジャパン・セレクト（萌芽） 明治安田アセットマネジメント株式会社
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

明治安田・欧州株式ファンド（ファザーン） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
明治安田・外国債券ファンド（ハリアー） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：1.5％　+　消費税
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明治安田・日本株バリューアップ・セレクト100（雷） 明治安田アセットマネジメント株式会社

1,000万円未満：2.8％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.3％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：1.3％　+　消費税
1億円以上：0.8％

明治安田・日本株式ファンド（ターミガン） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.8％　+　消費税
明治安田・日本債券ファンド（ホワイトウィング） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：0.5％　+　消費税
明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）（リート王） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
明治安田インドネシア債券ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
明治安田カナダ債券ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.5％　+　消費税
明治安田ジャパン・セレクト（３カ月決算型）（厳選大型） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
明治安田ライフプランファンド２０ 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
明治安田ライフプランファンド５０ 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
明治安田ライフプランファンド７０ 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：2.0％　+　消費税
明治安田円戦略債券ファンド（毎月分配型）（円真力） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税

明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型)) 明治安田アセットマネジメント株式会社
1,000万円未満：1.5％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

明治安田外国債券オープン(夢実現) 明治安田アセットマネジメント株式会社
1,000万円未満：1.5％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

明治安田外債日本株ファンド（ミックスダブルス） 明治安田アセットマネジメント株式会社
3,000万円未満：2.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.5％　+　消費税
1億円以上：1.0％　+　消費税

明治安田中国人民元建債券ファンド　Aコース（円基準） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
明治安田中国人民元建債券ファンド　Bコース（米ドル基準） 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：3.0％　+　消費税
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型)) 明治安田アセットマネジメント株式会社 一律：0.5％　+　消費税
JPX日経400ファンド 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税

アジア好配当株投信 野村アセット・マネジメント投信
3,000万円未満：3.0％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.5％　+　消費税
1億円以上：2.0％　+　消費税

アセットバック証券オープン　Ｃコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
アセットバック証券オープン　Ｄコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税

 オーストラリア債券ファンド(毎月分配型）（毎月コアラ) 野村アセット・マネジメント投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上3,000万円未満：1.5％　+　消費税
3,000万円以上：1.0％　+　消費税

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 野村アセット・マネジメント投信
3,000万円未満：2.8％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：1.8％　+　消費税
1億円以上：0.8％　+　消費税

グローバル・バリュー・オープン 野村アセット・マネジメント投信
5,000万円未満：3.0％　+　消費税
5,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

コインの未来（年2回分配型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
コインの未来（毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
スーパートレンドオープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
トピックス・インデックス・オープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
ネクストコア 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
ノムラ・ジャパン・オープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
ノムラ・ボンド・インカム・オープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：0.3％　+　消費税
ノムラ日本株戦略ファンド(Big　Project-N) 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
ハイイールド　ボンド　オープンＡコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
ハイイールド　ボンド　オープンＢコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
ハイイールド　ボンド　オープンＣコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
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ハイイールド　ボンド　オープンＤコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
リサーチ・アクティブ・オープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
株式インデックス225 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税

高利回り社債オープン　為替ヘッジ（毎月決算型） 野村アセット・マネジメント投信
3,000万円未満：2.5％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

高利回り社債オープン(年１回決算型) 野村アセット・マネジメント投信

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上3億円未満：1.0％　+　消費税
3億円以上：0.5％　+　消費税

高利回り社債オープン（毎月決算型） 野村アセット・マネジメント投信
3,000万円未満：2.5％　+　消費税
3,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上：1.5％　+　消費税

高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 野村アセット・マネジメント投信

1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上1億円未満：2.0％　+　消費税
1億円以上3億円未満：1.0％　+　消費税
3億円以上：0.5％　+　消費税

米国ＮＡＳＤＡＱオープンＡコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
米国ＮＡＳＤＡＱオープンBコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(エネルギーレボリューション) 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.5％　+　消費税
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(エネルギーレボリューション) 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.5％　+　消費税
米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション) 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.5％　+　消費税
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション) 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.5％　+　消費税
米国変動好金利ファンド Aコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
米国変動好金利ファンド Bコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村 グローバル・コモディティ・オープン（毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.8％　+　消費税

野村 ストラテジック・バリュー・オープン（真価論） 野村アセット・マネジメント投信
1,000万円未満：3.0％　+　消費税
1,000万円以上5,000万円未満：2.0％　+　消費税
5,000万円以上：1.0％　+　消費税

野村 好配当日本株式オープン（好配当ニッポン） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.8％　+　消費税
野村 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)（セッション） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村Jリートファンド 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村アジア成長国株ファンド（ネオアジア） 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・JPX日経400(Funds-i JPX日経400) 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・J-REIT（Funds-i J-REIT） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・TOPIX（Funds-i TOPIX） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・海外5資産バランス(Funds-i 海外5資産バランス) 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・外国REIT（Funds-i 外国REIT） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・外国株式（Funds-i 外国株式） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・外国債券（Funds-i 外国債券） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・国内債券（Funds-i 国内債券） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・新興国株式（Funds-i 新興国株式） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・新興国債券（Funds-i 新興国債券） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型（Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型) 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村インデックスファンド・日経225（Funds-i 日経225） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.0％　+　消費税
野村インド債券ファンド（毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村グローバル・ロング・ショート 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
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「IFA手数料」（金融商品仲介業者（IFA）用投資信託手数料一覧）
楽天証券株式会社

商品正式名称 委託会社名称 販売手数料 (税抜)
野村ワールドスターオープン 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ワールドリートプラス）ブラジル・レアルコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ワールドリートプラス）円コース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ワールドリートプラス）豪ドルコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村ワールドリート通貨選択型ファンド（ワールドリートプラス）米ドルコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：3.0％　+　消費税
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(グローバルアシスト) 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.5％　+　消費税
野村豪州債券ファンド　Ａコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村豪州債券ファンド　Bコース 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村豪州債券ファンド Cコース（毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税
野村豪州債券ファンド Dコース（毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信 一律：2.0％　+　消費税

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型） 野村アセット・マネジメント投信
1,000万円未満：2.0％　+　消費税
1,000万円以上：1.0％　+　消費税

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド（エンタメくん） 野村アセット・マネジメント投信 一律：1.5％　+　消費税
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