
ファンド名 委託会社
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
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
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
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
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
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
ジャパン・グロース・ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント
中小型株式オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＬＳオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
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
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
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
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
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
三菱ＵＦＪ　日本株オープン「バリュー５５」 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　日本株オープン「３５」 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　インデックス２２５オープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　日本成長株オープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　バリューオープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　ＳＲＩファンド 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　海外債券オープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　システムバリューオープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　トピックスオープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型） 三菱UFJ国際投信
夢楽章　日経平均オープン 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　ＮＡＳＤＡＱオープン　Ａコース 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　ＮＡＳＤＡＱオープン　Ｂコース 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　日本株グロースオープン 三菱UFJ国際投信
エコ・パートナーズ 三菱UFJ国際投信
三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ライト 三菱UFJ国際投信
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
ＧＳ・日本株ファンド ゴールドマンサックス・アセットマネジメント
ＧＳ・日本株ファンド（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
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
ガリレオ ゴールドマンサックス・アセットマネジメント
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
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
ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経４００インデックス 三菱UFJ国際投信
ザ・２０２０ビジョン コモンズ投信
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
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
中小型成長株ファンドーネクストジャパンー SBIアセットマネジメント
ＳＢＩ小型成長株ファンド　ジェイクール SBIアセットマネジメント
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
ＪＰＭ店頭株オープン’９６ JPモルガン・アセット・マネジメント
九州特化型日本株式ファンド BNPパリバインベストメント・パートナーズ
株式オープン 三菱UFJ国際投信
システム・オープン 三菱UFJ国際投信
マイ・インデックス・オープン２２５ 三菱UFJ国際投信
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
ディープバリュー株オープン 新光投信
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
ニッセイ日本ストラテジックオープン ニッセイ・アセットマネジメント
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
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
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
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
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
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
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
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
日本株式ファンド“ｉ－ＴＥＣＨ” 岡三アセットマネジメント
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
キャピタルオープン 日興アセットマネジメント
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
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
朝日ライフ　日経平均ファンド 朝日ライフアセットマネジメント
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
朝日ライフ　リサーチ　日本株オープン 朝日ライフアセットマネジメント
ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ SBIアセットマネジメント
インベスコ　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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・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
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 アライアンス・バーンスタイン
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
黒田アクティブジャパン ばんせい投信投資顧問
エス・ビー・日本株オープン２２５ 大和住銀投信投資顧問
大和住銀グローバルバランスファンド 大和住銀投信投資顧問
大和住銀日本バリュー株ファンド 大和住銀投信投資顧問
大和住銀日本グロース株ファンド 大和住銀投信投資顧問
スーパー　トレンド　オープン 野村アセットマネジメント
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
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
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
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
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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
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
ＪＰＭチャイナ・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント
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
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
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
大型株ファンド 大和投資信託
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
日興ジャパンオープン 日興アセットマネジメント
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
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
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
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
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
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
日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 日興アセットマネジメント
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
年金積立　日本短期債券オープン 日興アセットマネジメント
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 日興アセットマネジメント
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
年金積立　インターナショナル・グロース・ファンド 日興アセットマネジメント
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型 日興アセットマネジメント
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
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
ＤＩＡＭ　ＶＩＰフォーカス・ファンド DIAMアセットマネジメント
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） シュローダー・インベストメント・マネジメント
中東・北アフリカ／アジア株式ファンド みずほ投信投資顧問
グローバル・エクセレント・オープン 岡三アセットマネジメント
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
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
楽天資産形成ファンド 明治安田アセットマネジメント
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
ｅＭＡＸＩＳ　日経２２５インデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス 三菱UFJ国際投信
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型） ピクテ投信投資顧問
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
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
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
新光インド・ルピー債券ファンド（毎月決算型） 新光投信
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
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
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＹダウインデックス 三菱UFJ国際投信
日本再興戦略株式ファンド（早期償還条項なし） 三井住友アセットマネジメント
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
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
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
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
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
ｅＭＡＸＩＳ　新興国リートインデックス 三菱UFJ国際投信
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
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド ピクテ投信投資顧問
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
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
ＤＩＡＭ成長株オープン DIAMアセットマネジメント
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
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
ＤＬ外国株式オープン DIAMアセットマネジメント
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
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
利益還元成長株オープン 日興アセットマネジメント
日興エコファンド 日興アセットマネジメント
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
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
日興ワールドＲＥＩＴファンド 日興アセットマネジメント
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
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
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
日本新興株オープン 日興アセットマネジメント
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
［アバディーン・ファンド・セレクション］海外高格付け債ファンドＡコース（為替ヘッジあり） アバディーン投信投資顧問
［アバディーン・ファンド・セレクション］海外高格付け債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） アバディーン投信投資顧問
フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信
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
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
年金積立　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
年金積立　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
年金積立　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
年金積立　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
年金積立　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
社会的責任ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント
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



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
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
ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス 三菱UFJ国際投信
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
コドモファンド クローバー･アセットマネジメント
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
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
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
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
ＤＬ日本株式オープン DIAMアセットマネジメント
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２ DIAMアセットマネジメント
アバディーン・ジャパン・オープン アバディーン投信投資顧問
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
年金積立　インターナショナル・ボンド・ファンド 日興アセットマネジメント
積立ベスト・バランス 日興アセットマネジメント
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
コモンズ３０ファンド コモンズ投信
ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス 三菱UFJ国際投信
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
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型） 三菱UFJ国際投信
ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型） 三菱UFJ国際投信
日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド JPモルガン・アセット・マネジメント
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
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
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 三菱UFJ国際投信
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース（グロイン・フレックス） ピクテ投信投資顧問
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）フレックス・コース(グロイン・フレックス1年） ピクテ投信投資顧問
東京海上日動CTA償還時元本確保型ファンド2010-03 東京海上アセットマネジメント
グローバル・ナビゲーター(限定追加型)(ボン・ボヤージュ) 新生インベストメント・マネジメント
インベスコ　海外株式オープン(フォアハンド) インベスコ･アセット･マネジメント
UBS オーストラリア債券オープン(毎月分配型) UBSアセット・マネジメント
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)(未来地図) 三菱UFJ国際投信
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)(未来地図) 三菱UFJ国際投信
三井住友・DC外国債券インデックスファンド 三井住友アセットマネジメント
LOSA 長期保有型国際分散インデックスファンド(LOSA 投資の王道) アストマックス投信投資顧問
キャピタル世界株式ファンド キャピタル・インターナショナル
明治安田日本株式リサーチオープン(和太鼓) 明治安田アセットマネジメント
明治安田TOPIXオープン 明治安田アセットマネジメント
明治安田グローバルバランスオープン(五穀豊穣) 明治安田アセットマネジメント


