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auスマート・ベーシック（安定） auアセットマネジメント

auスマート・ベーシック（安定成長） auアセットマネジメント

auスマート・プライム（成長） auアセットマネジメント

auスマート・プライム（高成長） auアセットマネジメント

ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型） ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント

メロン世界新興国ソブリン・ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

ＢＮＹメロン・ブラジル・インフラ・消費関連株式ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

パシフィック好配当株式ファンド（毎月分配型） BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

ＢＮＹメロン・新興国ソブリン・ファンド（円ヘッジ） BNYメロン・インベストメント・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　Ａコース（為替ヘッジあり） BNYメロン・インベストメント・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・インベストメント・マネジメント・ジャパン

ＢＮＹメロン・日本株式ファンド　市場リスク管理型 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 〇

女性活力日本株ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 〇

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド（ＳＭＡ向け）（為替ヘッジあり） BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

ＢＮＹメロン・日本中小型株式ダイナミック戦略ファンド BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 〇

GCIエンダウメントファンド（成長型） ＧＣＩアセット・マネジメント

GCIエンダウメントファンド（安定型） ＧＣＩアセット・マネジメント

GCIオルタナティブバスケット・ファンドV10（ラップ専用） ＧＣＩアセット・マネジメント 〇

ＨＳＢＣ ＢＲＩＣs オープン ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣs ファンド ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ チャイナ オープン ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ 中国株式ファンド(３ヶ月決算型) ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ インド オープン ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ ブラジル オープン ＨＳＢＣ投信

ＨＳＢＣ ロシア オープン ＨＳＢＣ投信

ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー オープン ＨＳＢＣ投信

ＨＳＢＣ アジア・プラス ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ  アジア・プラス（3ヶ月決算型） ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣインド株式ファンド（3ヶ月決算型） ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（3ヶ月決算型） ＨＳＢＣ投信

ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン(毎月決算型) ＨＳＢＣ投信

ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（１年決算型） ＨＳＢＣ投信

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式オープン ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ 中国クオリティ株式ファンド（３ヶ月決算型） ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン ＨＳＢＣ投信 〇

ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン（毎月決算型） ＨＳＢＣ投信 〇

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

ＨＳＢＣ メキシコ株式オープン ＨＳＢＣ投信

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

ＨＳＢＣ ニューフロンティア株式オープン ＨＳＢＣ投信

ＪＰＭアジア・成長株・ファンド ＪＰモルガン・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 〇

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 〇

ＪＰＭザ・ジャパン ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 〇

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 〇

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

ＪＰＭ日本株・オープン ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 〇

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 〇

ＪＰＭ　ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（３ヶ月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

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 〇

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

ＪＰＭ　ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（毎月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

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

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

ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 〇

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

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

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

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 〇

ＪＰＭ日本債券アルファ ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 〇

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 〇 〇

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

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

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

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 〇 〇

ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

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 〇

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

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 〇

ＪＰＭグローバルマイスター ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド（年４回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 〇 〇

ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 〇

ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント

ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
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MFSプルーデント・ファンド（米ドル売り円買い） ＭＦＳインベストメント・マネジメント

NNインドネシア株式ファンド ＮＮインベストメント・パートナーズ

NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジなし） ＮＮインベストメント・パートナーズ

NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジなし） ＮＮインベストメント・パートナーズ

NN欧州リート・ファンド（資産形成コース／為替ヘッジあり） ＮＮインベストメント・パートナーズ

NN欧州リート・ファンド（毎月決算コース／為替ヘッジあり） ＮＮインベストメント・パートナーズ

NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド（ラップ専用） ＮＮインベストメント・パートナーズ

NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム（ラップ専用） ＮＮインベストメント・パートナーズ

ＰＲＵ海外債券マーケット・パフォーマー PGIM ジャパン

SBI中小型成長株ファンド　ジェイネクスト ＳＢＩアセットマネジメント 〇

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 〇

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 〇

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 〇

ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

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 〇

セレブライフ・ストーリー2025 ＳＢＩアセットマネジメント 〇

セレブライフ・ストーリー2035 ＳＢＩアセットマネジメント 〇

セレブライフ・ストーリー2045 ＳＢＩアセットマネジメント 〇

セレブライフ・ストーリー2055 ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＥＸＥ‐ｉ 先進国株式ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

ＥＸＥ‐ｉ 新興国株式ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

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

ＥＸＥ‐ｉ 先進国債券ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

ＥＸＥ‐ｉ グローバルＲＥＩＴファンド ＳＢＩアセットマネジメント

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） ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ日本小型成長株選抜ファンド ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩグローバル・ラップファンド（安定型） ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩグローバル・ラップファンド（積極型） ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ（年２回決算型） ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩ中小型成長株ファンド　ジェイネクスト（年２回決算型） ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム） ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型) ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(年２回決算型) ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩ日本・アジアフィンテック株式ファンド ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩインド・スリランカ・バランス・ファンド（年４回決算型） ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ 日本株4.3ブル ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ 日本株3.7ベアIII ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜資産成長コース＞ ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年７％定率払出しコース＞ ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩ世界高配当株プレミアムファンド（為替ヘッジあり）＜年15％定率払出しコース＞ ＳＢＩアセットマネジメント 〇

ＳＢＩグローバルＥＳＧバランス・ファンド（為替ヘッジあり） ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩグローバルＥＳＧバランス・ファンド（為替ヘッジなし） ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ米国小型成長株ファンド ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ 日本株3.8ベア ＳＢＩアセットマネジメント

ＳＢＩ-ＰＩＭＣＯ  ジャパン・ベターインカム・ファンド SBIボンド・インベストメント・マネジメント

損保ジャパン日本株オープン ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

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） ＳＯＭＰＯ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） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン・グリーン・オープン ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

損保ジャパン日本債券ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン外国債券ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ハッピーエイジング・ファンド　ハッピーエイジング　２０ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ハッピーエイジング・ファンド　ハッピーエイジング　３０ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ハッピーエイジング・ファンド　ハッピーエイジング　４０ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ハッピーエイジング・ファンド　ハッピーエイジング　５０ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ハッピーエイジング・ファンド　ハッピーエイジング　６０ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン拡大中国株投信 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

損保ジャパンＳＲＩオープン ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

好配当ジャパン・オープン ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

トルコ株式オープン ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン・コモディティ ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

パン・アフリカ株式ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

スイス・グローバル・リーダー・ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＵＢＰトルコ株式ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

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 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

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 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　円ヘッジありコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　円ヘッジなしコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

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 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

日本株・市場リスクコントロールファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

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 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

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 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

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 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

日米４資産スマートバランス ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）　円ヘッジありコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）　円ヘッジなしコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

好循環社会促進日本株ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇
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ＳＯＭＰＯ　Ｊリートファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ターゲット・リターン戦略ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジありコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジなしコース ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

中国株　ＡＩ運用ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

次世代金融テクノロジー株式ファンド ＳＯＭＰＯアセットマネジメント 〇

世界優良株ファンド（毎月決算型） Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

２２５インデックスファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

青のライフキャンバス・ファンド（標準型） Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

アクティブ　バリュー　オープン Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

大同リサーチ＆アクティブオープン Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

世界優良株ファンド（３ヵ月決算型） Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

欧州新成長国株式ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

アジア・ダブルプレミア・ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

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

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

Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

Ｔ＆Ｄ Ｊ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 〇

ＲＯＥ日本株ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

Ｔ＆Ｄ ＪＰＸ日経４００投信（通貨選択型）米ドルコース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

ロボット戦略 世界分散ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

ロボット戦略II　世界成長ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2018-12 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド2019-03 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

Ｔ＆Ｄ　ベトナム株式ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

先進国リスクターゲットファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 〇

TORANOTECアクティブジャパン TORANOTEC投信投資顧問 〇

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

UBS地球温暖化対応関連株ファンド UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳブラジル・インデックス・ファンド UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ原油先物ファンド UBSアセット・マネジメント

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） UBSアセット・マネジメント

UBS地方銀行株ファンド UBSアセット・マネジメント 〇

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ世界ＣＢファンド　円ヘッジコース UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ世界ＣＢファンド　米ドルヘッジコース UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ米国成長株式リスク・コントロール・ファンド UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳグローバルＣＢオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳグローバルＣＢオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳグローバルＣＢオープン （年１回決算型・為替ヘッジあり） UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳグローバルＣＢオープン （年１回決算型・為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント

UBS 公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり） UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ日本株式リスク・コントロール・ファンド UBSアセット・マネジメント 〇

ＵＢＳグローバルＣＢオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし) UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳグローバルＣＢオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり) UBSアセット・マネジメント

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型） UBSアセット・マネジメント 〇

MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型） UBSアセット・マネジメント 〇

UBS 公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型） UBSアセット・マネジメント 〇

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型） UBSアセット・マネジメント 〇

ＵＢＳ　ＭＳＣＩ先進国サステナブル株式インデックス・ファンド UBSアセット・マネジメント

ＵＢＳ中国ハイイールド債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） UBSアセット・マネジメント 〇

ＵＢＳ中国ハイイールド債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント 〇

ＵＢＳ中国ハイイールド債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） UBSアセット・マネジメント 〇

ＵＢＳ中国ハイイールド債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント 〇

米国・シェールＭＬＰ・高配当株ファンド あいグローバル・アセット・マネジメント

世界優先株オープン（為替ヘッジあり） あいグローバル・アセット・マネジメント

あい・パワーファンド あいグローバル・アセット・マネジメント 〇

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり） あおぞら投信 〇

あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし） あおぞら投信 〇

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド あおぞら投信 〇

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド あおぞら投信

あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型） あおぞら投信

あおぞら・グローバル・バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） あおぞら投信 〇

あおぞら・先進国バランス・ファンド（為替ヘッジあり） あおぞら投信 〇

あおぞら・先進国中短期公社債ファンド（為替ヘッジあり） あおぞら投信 〇

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2017-02 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2017-04 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2017-09 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-02 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-04 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07 あおぞら投信
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あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-10 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-01 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-04 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-07 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2019-10 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2020-01 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2020-04 あおぞら投信

あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2020-07 あおぞら投信

ＬＯＳＡ長期保有型国際分散インデックスファンド アストマックス投信投資顧問

Yjamプラス！ アストマックス投信投資顧問 〇

Yjamライト！ アストマックス投信投資顧問

ウルトラバランス　世界株式 アストマックス投信投資顧問

ウルトラバランス　高利回り債券（年２回決算型） アストマックス投信投資顧問

ウルトラバランス　高利回り債券（隔月決算型） アストマックス投信投資顧問

ＤＬＩＢＪ公社債オープン(短期コース) アセットマネジメントOne

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） アセットマネジメントOne

日経２２５ノーロードオープン アセットマネジメントOne 〇

ハイブリッド・セレクション アセットマネジメントOne 〇

ＤＬ日本株式オープン アセットマネジメントOne 〇

ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ成長株オープン アセットマネジメントOne 〇

Ｏｎｅ国内株オープン アセットマネジメントOne 〇

日本製鉄グループ株式オープン アセットマネジメントOne 〇

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） アセットマネジメントOne

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） アセットマネジメントOne

ドルマネーファンド アセットマネジメントOne

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） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２ アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ中国関連株オープン アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） アセットマネジメントOne

バランス物語３０（安定型） アセットマネジメントOne

バランス物語５０（安定・成長型） アセットマネジメントOne 〇

バランス物語７０（成長型） アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型） アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド アセットマネジメントOne

ハイパーバランスオープン アセットマネジメントOne 〇

ジャパンニューエイジオープン アセットマネジメントOne 〇

日本株オープン　新潮流 アセットマネジメントOne 〇

ブランドエクイティ アセットマネジメントOne 〇

ディープバリュー株オープン アセットマネジメントOne 〇

ファンド「メガ・テック」 アセットマネジメントOne 〇

日本実力株ファンド アセットマネジメントOne 〇

海外国債ファンド アセットマネジメントOne

海外国債ファンド（３ヵ月決算型） アセットマネジメントOne

海外投資適格社債ファンド アセットマネジメントOne

新光小型株オープン アセットマネジメントOne 〇

新光Ｊ-ＲＥＩＴオープン アセットマネジメントOne 〇

新光　ＵＳ-ＲＥＩＴ　オープン アセットマネジメントOne

海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne

新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） アセットマネジメントOne 〇

新光ジャパンオープンII アセットマネジメントOne 〇

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド アセットマネジメントOne

新光ピュア・インド株式ファンド アセットマネジメントOne 〇

新光７資産バランスファンド アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭスリーウェイオープン アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ日本成長株オープン アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース アセットマネジメントOne 〇

みずほ好配当世界株オープン アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

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） アセットマネジメントOne

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） アセットマネジメントOne

みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントOne

世界８資産ファンド　分配コース アセットマネジメントOne

世界８資産ファンド　成長コース アセットマネジメントOne 〇

世界８資産ファンド　安定コース アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型） アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ６資産バランスファンド アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ株式オープン アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ新興成長株オープン アセットマネジメントOne 〇

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) アセットマネジメントOne

ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ海外好配当株ファンド アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭトピックスファンド アセットマネジメントOne 〇

MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) アセットマネジメントOne 〇
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭジャパンオープン アセットマネジメントOne 〇

MHAM株式インデックスファンド225 アセットマネジメントOne 〇

MHAM日本好配当株オープン アセットマネジメントOne 〇

日本３資産ファンド　成長コース アセットマネジメントOne 〇

日本３資産ファンド　安定コース アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ  Ｊ-ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne 〇

サザンアジア・オールスター株式ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ  ＶＩＰフォーカス・ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

アジア３資産ファンド　分配コース アセットマネジメントOne 〇

アジア３資産ファンド　資産形成コース アセットマネジメントOne 〇

新成長中国株式ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンド アセットマネジメントOne 〇

高金利通貨ファンド アセットマネジメントOne

世界債券ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭエマージング債券ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ アジア消費＆インフラ関連株式ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース） アセットマネジメントOne

海外国債ファンド（1年決算型） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド アセットマネジメントOne

新光ブラジル債券ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ　ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞ アセットマネジメントOne

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＞ アセットマネジメントOne

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＞ アセットマネジメントOne

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＞ アセットマネジメントOne

米国ハイイールド債券ファンド　円コース アセットマネジメントOne

米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース アセットマネジメントOne

米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース アセットマネジメントOne

米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース アセットマネジメントOne

米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンド円コース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンド米ドルコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンド中国元コース アセットマネジメントOne 〇

ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース アセットマネジメントOne

優先株ＥＴＦファンド（毎月分配型・ヘッジあり） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド アセットマネジメントOne 〇 〇

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド アセットマネジメントOne

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース アセットマネジメントOne

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース アセットマネジメントOne

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース アセットマネジメントOne

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド アセットマネジメントOne 〇

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＞ アセットマネジメントOne

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース アセットマネジメントOne

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース アセットマネジメントOne

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース アセットマネジメントOne

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース アセットマネジメントOne

新興国中小型株ファンド アセットマネジメントOne

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 アセットマネジメントOne 〇

みずほオセアニア債券ファンド アセットマネジメントOne

ＡＲ国内バリュー株式ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン アセットマネジメントOne

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＞ アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型） アセットマネジメントOne

投資のソムリエ アセットマネジメントOne

クルーズコントロール アセットマネジメントOne

新光トルコ・リラ債券ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

新光メキシコ・ペソ債券ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

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） アセットマネジメントOne

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） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

海外消費関連日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭシェール株ファンド アセットマネジメントOne

日本経済『大転換』ファンド アセットマネジメントOne 〇

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース アセットマネジメントOne

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース アセットマネジメントOne

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし アセットマネジメントOne
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし アセットマネジメントOne

日経２２５リスクコントロールオープン アセットマネジメントOne 〇

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり アセットマネジメントOne

みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） アセットマネジメントOne

グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） アセットマネジメントOne

みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）年１回決算コース アセットマネジメントOne

MHAM J-REITインデックスファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne 〇

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントOne

新光　ＵＳ-ＲＥＩＴ　オープン（年１回決算型） アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（１年決算コース） アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne 〇

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジあり アセットマネジメントOne

ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年1回決算型）為替ヘッジなし アセットマネジメントOne

ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン アセットマネジメントOne 〇

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジありコース アセットマネジメントOne

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド（リスク・コントロール付）為替ヘッジなしコース アセットマネジメントOne

米国割安株ファンド アセットマネジメントOne

ＪＰＸ日経４００インデックスファンド アセットマネジメントOne 〇

欧州不動産戦略ファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne

欧州不動産戦略ファンド（３ヵ月決算型） アセットマネジメントOne

グローバル・フォーカス（毎月決算型） アセットマネジメントOne 〇

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド アセットマネジメントOne

メディカル・サイエンス・ファンド アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド アセットマネジメントOne

新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（成長型） アセットマネジメントOne 〇

新光アジア・オセアニアＲＥＩＴオープン（毎月決算型） アセットマネジメントOne 〇

新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド（リスク・コントロール付） アセットマネジメントOne 〇

ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne 〇

日本３資産ファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne 〇

コア資産形成ファンド アセットマネジメントOne

米国バランスファンド（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） アセットマネジメントOne

米国バランスファンド（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

資本収益力日本株ファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne 〇

ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） アセットマネジメントOne

グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） アセットマネジメントOne

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne

たわらノーロード　日経２２５ アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　国内債券 アセットマネジメントOne

たわらノーロード　国内リート アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　先進国株式 アセットマネジメントOne

たわらノーロード　先進国債券 アセットマネジメントOne

たわらノーロード　先進国リート アセットマネジメントOne

資本収益力日本株ファンド（３ヵ月決算型） アセットマネジメントOne 〇

未来変革日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

企業価値成長小型株ファンド アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　新興国株式 アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロードｐｌｕｓ　国内株式高配当最小分散戦略 アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロードｐｌｕｓ　新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 アセットマネジメントOne 〇

グローバル新世代関連株式ファンド アセットマネジメントOne

たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞ アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞ アセットマネジメントOne 〇

Ｏｎｅニッポン債券オープン アセットマネジメントOne

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ） アセットマネジメントOne

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） アセットマネジメントOne

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞ アセットマネジメントOne

世界中小型株式ファンド アセットマネジメントOne

ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド アセットマネジメントOne 〇

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ アセットマネジメントOne

米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　ＮＹダウ アセットマネジメントOne

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） アセットマネジメントOne 〇 〇

世界ｅコマース関連株式オープン アセットマネジメントOne

ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　バランス（堅実型） アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　バランス（標準型） アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　バランス（積極型） アセットマネジメントOne 〇 〇

Ｏｎｅフレキシブル戦略日本株ファンド アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　最適化バランス（保守型） アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　最適化バランス（安定型） アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） アセットマネジメントOne 〇

たわらノーロード　最適化バランス（成長型） アセットマネジメントOne 〇 〇

たわらノーロード　最適化バランス（積極型） アセットマネジメントOne 〇 〇

リスクコントロール世界資産分散ファンド アセットマネジメントOne

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８-０９ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８-１０ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８-１１ アセットマネジメントOne 〇
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８-１２ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０１ アセットマネジメントOne 〇

ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ） アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０２ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０３ アセットマネジメントOne 〇

Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型） アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０４ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０５ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０６ アセットマネジメントOne 〇

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９-０７ アセットマネジメントOne 〇

債券スマートインカム戦略＜リスク抑制型＞（ファンドラップ） アセットマネジメントOne

たわらノーロード　全世界株式 アセットマネジメントOne 〇

Ｏｎｅフォーカス　次世代通信 アセットマネジメントOne 〇

Ｏｎｅフォーカス　ＡＩ アセットマネジメントOne

Ｏｎｅフォーカス　フィンテック アセットマネジメントOne

Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズ アセットマネジメントOne

Ｏｎｅフォーカス　ロボット・テクノロジー アセットマネジメントOne

Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド アセットマネジメントOne

アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド アバディーン・スタンダード・インベストメンツ 〇

アバディーン・スタンダード・ジャパン・オープン アバディーン・スタンダード・インベストメンツ 〇

［アバディーン・スタンダード・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・スタンダード・インベストメンツ

アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド アバディーン・スタンダード・インベストメンツ

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 〇

アムンディ・ロシア東欧株ファンド アムンディ・ジャパン

アムンディ・世界好配当株式ファンド（毎月分配型） アムンディ・ジャパン

アムンディ・アラブ株式ファンド アムンディ・ジャパン

アムンディ・日経平均オープン アムンディ・ジャパン 〇

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド　年２回決算型 アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド　毎月決算型 アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）＜年２回決算型＞ アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年２回決算型（為替ヘッジあり） アムンディ・ジャパン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型（為替ヘッジあり） アムンディ・ジャパン

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年2回決算型） アムンディ・ジャパン

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） アライアンス・バーンスタイン

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） アライアンス・バーンスタイン

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） アライアンス・バーンスタイン

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 アライアンス・バーンスタイン

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

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 〇

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

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

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

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ アライアンス・バーンスタイン

ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ） アライアンス・バーンスタイン

ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし） アライアンス・バーンスタイン

ＡＢ米国不動産好利回り債券ファンド（為替ヘッジなし） アライアンス・バーンスタイン

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

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 〇

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

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

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

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

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

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

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

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

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

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド イーストスプリング・インベストメンツ 〇

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（毎月決算型） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド（年２回決算型） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（毎月決算型） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型） イーストスプリング・インベストメンツ
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イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・インドネシア債券オープン（年２回決算型） イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング・インベストメンツ 〇

インベスコ　女性力フォーカス日本株式ファンド インベスコ・アセット・マネジメント 〇

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 〇

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　海外株式オープン インベスコ・アセット・マネジメント

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

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 〇

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 〇

インベスコ　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　マグナム・ジャパン・バリュー・オープン インベスコ・アセット・マネジメント 〇

インベスコ　ジャパン・グロース・ファンド インベスコ・アセット・マネジメント 〇

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

インベスコ　マンスリー・インカム・ファンド インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界株式オープン インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　日本株式アドバンテージ・ファンド インベスコ・アセット・マネジメント 〇

インベスコ　プレミア・プラス・ファンド インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　英国ポンド建て債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界高利回り債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　新興国債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　インド債券ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント 〇

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（年１回決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　インカム・ナビゲーター＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界インカム不動産ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　新興国社債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界インカム資産ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　アジア成長資産ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント 〇

インベスコ　米国優良株式ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　米国ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　米国公共インフラ債ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界債券戦略ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　欧州インカム資産ファンド（毎月決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） インベスコ・アセット・マネジメント

インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド インベスコ・アセット・マネジメント

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

スイス株式ファンド カレラアセットマネジメント

メキシコ株式ファンド カレラアセットマネジメント

オランダ株式ファンド カレラアセットマネジメント

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

ロシア株式ファンド カレラアセットマネジメント

２１世紀東京 日本株式ファンド カレラアセットマネジメント 〇

イタリア株式ファンド カレラアセットマネジメント

フランス株式ファンド カレラアセットマネジメント

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） カレラアセットマネジメント

スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド カレラアセットマネジメント

３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型） カレラアセットマネジメント

３つの財布 米国銀行株式ファンド（毎月分配型） カレラアセットマネジメント

テキサス州株式ファンド カレラアセットマネジメント

カレラ ワールド債券アクティブファンド カレラアセットマネジメント

フィリピン株式ファンド カレラアセットマネジメント

カレラ 日本小型株式ファンド カレラアセットマネジメント 〇

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

ＣＡＭベトナムファンド キャピタル　アセットマネジメント

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

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

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

ベトナム成長株インカムファンド キャピタル　アセットマネジメント

CAMユーロ経済ファンド キャピタル　アセットマネジメント

アセアンワールド　ファンド キャピタル　アセットマネジメント

ＣＡＭ　ＥＳＧ日本株ファンド キャピタル　アセットマネジメント 〇

世界ツーリズム株式ファンド キャピタル　アセットマネジメント

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

キャピタル日本株式ファンド キャピタル・インターナショナル 〇

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年２回決算／米ドル売り円買い） キャピタル・インターナショナル

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年２回決算／為替ヘッジなし） キャピタル・インターナショナル

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い） キャピタル・インターナショナル

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし） キャピタル・インターナショナル

キャピタル日本株式ファンドＦ キャピタル・インターナショナル 〇

キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ） キャピタル・インターナショナル

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視） キャピタル・インターナショナル

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視／限定為替ヘッジ） キャピタル・インターナショナル

コドモ ファンド クローバー・アセットマネジメント

ＧＳ ハイ・イールド・ボンド・ファンド ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
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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 〇

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

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＣコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） 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 〇

バラエティ・オープン ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡコース（限定為替ヘッジ） 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 〇

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） 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

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 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

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

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） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳ新成長国債券ファンド ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

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） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳ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

GSグローバルREITポートフォリオ(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

ＧＳ エマージング通貨債券ファンド ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

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

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

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） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

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） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

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） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

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） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＣコース（年１回決算型、為替ヘッジあり） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ゴールドマン・サックス 米国ＲＥＩＴファンドＤコース（年１回決算型、為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 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

ＧＳ ＭＬＰインフラ関連証券ファンド 年2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

GSトータル・リターン 積極（年２回決算） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

GSトータル・リターン 安定（年２回決算） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

GSトータル・リターン 安定（毎月決算） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳ 日本フォーカス・グロース 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 〇

ＧＳ 日本フォーカス・グロース 年２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 〇

ＧＳ米国成長株集中投資ファンド 年２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

ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 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

ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 年２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

ＧＳ エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ａコース（為替ヘッジあり） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ｂコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（外国株式） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント 〇

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（欧州株）Ａコース（為替ヘッジあり） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（欧州株）Ｂコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

ＧＳ エマージング通貨債券ファンド 年2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

コモンズ３０ファンド コモンズ投信 〇

ザ・２０２０ビジョン コモンズ投信 〇

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 〇

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

シュローダー・エマージング株式ファンド（3ヵ月決算型） シュローダー・インベストメント・マネジメント

シュローダー・エマージング株式ファンド（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

シュローダー厳選グロース・ジャパン シュローダー・インベストメント・マネジメント 〇

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

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

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

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

シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ シュローダー・インベストメント・マネジメント 〇 〇

シュローダーYENターゲット（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 〇

シュローダーYENターゲット（年2回決算型） シュローダー・インベストメント・マネジメント 〇

シュローダー日本株ＥＳＧフォーカス・ファンド シュローダー・インベストメント・マネジメント 〇

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

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

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

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

ステート・ストリート日本株式インデックス・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 〇

ステート・ストリート日本債券インデックス・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

ステート・ストリート先進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

ステート・ストリート先進国株式インデックス・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

ステート・ストリート先進国債券インデックス・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

ステート・ストリート先進国債券インデックス・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

ステート・ストリート新興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 〇

ステート・ストリート新興国債券インデックス・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

ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・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 〇

ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・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

ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・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

ステート・ストリート米国社債インデックス・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

全世界株式インデックス・ファンド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 〇

米国株式インデックス・ファンド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

ステート・ストリート債券タームスプレッド・プレミア戦略オープン ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２ ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

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 〇
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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 〇

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 〇

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

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 〇

スパークス・新・国際優良日本株ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

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 〇

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 〇

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・日本株式ファンド（ラップ向け） スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・日本中小型株式ファンド（ラップ向け） スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

スパークス・韓国株ファンド スパークス・アセット・マネジメント 〇

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信

セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信

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

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン ドイチェ・アセット・マネジメント 〇

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

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

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 〇

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 〇

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 〇

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

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

日興・ＤＷＳ・ニュー・リソース・ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳグローバル新興国株投信 ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（年２回決算型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ ロシア株式ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

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

ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド　豪ドルコース（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド　ブラジルレアルコース（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド　円コース（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（南アフリカランドコース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

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

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

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

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

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ 欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型） ドイチェ・アセット・マネジメント

米国ＭＬＰ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

米国ＭＬＰ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

ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（安定型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ドイチェ・ＥＴＦアロケーション・ファンド（成長型） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（円ヘッジあり） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（円ヘッジなし） ドイチェ・アセット・マネジメント

ドイチェ・ＥＴＦバランス・ファンド ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセット・マネジメント

ＤＷＳ コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセット・マネジメント

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

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 〇

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） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（標  準  型） ニッセイアセットマネジメント 〇

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） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日本株リサーチオープン ニッセイアセットマネジメント 〇

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 〇

ニッセイＴＯＰＩＸオープン ニッセイアセットマネジメント 〇

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 〇

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） ニッセイアセットマネジメント

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） ニッセイアセットマネジメント 〇

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 〇

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

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 〇

ニッセイ／パトナム・バランスアップオープン ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン ニッセイアセットマネジメント

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 〇

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 〇

ニッセイ高金利国債券ファンド ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本株グロースオープン ニッセイアセットマネジメント 〇

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

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

ニッセイ日本インカムオープン ニッセイアセットマネジメント

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 〇

ニッセイ世界代表株ファンド ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ高金利国債券ファンド（１年決算型） ニッセイアセットマネジメント

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 〇
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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 〇

明日の日本（ジャパンエクイティファンド） ニッセイアセットマネジメント 〇

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

ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-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

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-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

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（毎月分配型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（毎月分配型） ニッセイアセットマネジメント

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

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) ニッセイアセットマネジメント

ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）　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

ピムコ世界債券戦略ファンド（毎月決算型）　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

＜購入・換金手数料なし＞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 〇

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 〇

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 〇

ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）　Ｃコース（為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）　Ｄコース（為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ安定収益追求ファンド ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント

おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞ ニッセイアセットマネジメント 〇

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 〇

＜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

＜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

＜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

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ・インド厳選株式ファンド ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアムコース） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジありコース） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなしコース） ニッセイアセットマネジメント

日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン- ニッセイアセットマネジメント 〇

＜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 〇

＜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

ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン 米ドル投資型 ニッセイアセットマネジメント

ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・インド債券オープン（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日経２２５アクティブファンド（３ヵ月決算型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日経２２５アクティブファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ国内債券アルファ ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（３ヵ月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ米国株テーマローテーションファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジあり（年１回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＡＥＷ・ＵＳリートファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド ニッセイアセットマネジメント

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

げんせん投信 ニッセイアセットマネジメント 〇

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興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 〇

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） ニッセイアセットマネジメント 〇 〇

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート） ニッセイアセットマネジメント 〇 〇

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日経アジア３００ｉアクティブファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 〇

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型） ニッセイアセットマネジメント 〇 〇

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型) ニッセイアセットマネジメント

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント
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ニッセイＳＤＧｓグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本株ＡＩセレクトファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日本株ＡＩセレクトファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（資産成長型） ニッセイアセットマネジメント 〇

ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット） ニッセイアセットマネジメント 〇

パインブリッジ米国優先証券ファンド パインブリッジ・インベストメンツ

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） パインブリッジ・インベストメンツ

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） パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ米国優先証券ファンド（為替ヘッジなし） パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ新成長国債券プラス パインブリッジ・インベストメンツ

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

パインブリッジ・イレブンプラス＜毎月決算型＞ パインブリッジ・インベストメンツ

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＞ パインブリッジ・インベストメンツ

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＞ パインブリッジ・インベストメンツ

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＞ パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ 新成長国ダブルプラス＜毎月分配タイプ＞ パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ 新成長国ダブルプラス＜１年決算タイプ＞ パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（3ヵ月決算型） パインブリッジ・インベストメンツ

パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド＜為替ヘッジあり＞ パインブリッジ・インベストメンツ

ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ投信投資顧問

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)円コース ピクテ投信投資顧問

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

ピクテ・ヨーロピアン・オープン ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド ピクテ投信投資顧問 〇

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（毎月決算型） ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヵ月決算型） ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型) ピクテ投信投資顧問

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・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 ピクテ投信投資顧問

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 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（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問

ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（３ヵ月決算型） ピクテ投信投資顧問

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

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

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

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) ピクテ投信投資顧問 〇

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問

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

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 ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) ピクテ投信投資顧問

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問

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

ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ70）毎月分配型 ピクテ投信投資顧問

ピクテ・プライム・インカム・コレクション（ヘッジ70）資産形成型 ピクテ投信投資顧問

ピクテ日本厳選株アルファ・プラス　円コース ピクテ投信投資顧問 〇

ピクテ資源国ソブリン・ファンド（１年決算型） ピクテ投信投資顧問

ピクテ日本厳選株アルファ・プラス　米ドルコース ピクテ投信投資顧問 〇

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

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

ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（１年決算型） 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(毎月分配型)フレックス・コース 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 ピクテ投信投資顧問

iTrustロボ ピクテ投信投資顧問

iTrustバイオ ピクテ投信投資顧問

iTrust世界株式 ピクテ投信投資顧問

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) ピクテ投信投資顧問

ピクテＹＥＮアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問

ピクテＹＥＮ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

iTrust日本株式 ピクテ投信投資顧問 〇

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(１年決算型)円コース ピクテ投信投資顧問

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問

iTrust新興国株式 ピクテ投信投資顧問

iTrustプレミアム・ブランド ピクテ投信投資顧問

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) ピクテ投信投資顧問

iTrustエコイノベーション ピクテ投信投資顧問

iTrustインド株式 ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド ピクテ投信投資顧問

iTrustセキュリティ ピクテ投信投資顧問

iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり) ピクテ投信投資顧問

iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし) ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ投信投資顧問

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド ピクテ投信投資顧問

ファイブスター・バリコレ・ファンド ファイブスター投信投資顧問

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド ファイブスター投信投資顧問 〇

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ・Ｌｉｎｋ-Ｕ・ビッグデータ・ファンド ファイブスター投信投資顧問 〇

ベトナム・ロータス・ファンド ファイブスター投信投資顧問

ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１ ファイブスター投信投資顧問 〇

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型 ファイブスター投信投資顧問 〇

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型 ファイブスター投信投資顧問 〇
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ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型 ファイブスター投信投資顧問 〇

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド ファイブスター投信投資顧問 〇

フィデリティ・ジャパン・オープン フィデリティ投信 〇

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

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

フィデリティ・日本・アジア成長株投信 フィデリティ投信 〇

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

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

フィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ投信

フィデリティ・バランス・ファンド フィデリティ投信 〇

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢコース（為替ヘッジなし） フィデリティ投信

フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 〇

フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ投信 〇

フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信

フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信

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

フィデリティ・アジア株・ファンド フィデリティ投信

フィデリティ・日本優良株・ファンド フィデリティ投信 〇

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 〇

フィデリティ・日本バリュー・ファンド フィデリティ投信 〇

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド フィデリティ投信 〇

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 〇

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

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 〇

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ投信

フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型） フィデリティ投信

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

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

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

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

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

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型） フィデリティ投信

フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信

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

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 〇

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） フィデリティ投信

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） フィデリティ投信

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

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

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

フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド フィデリティ投信 〇

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資産成長型） フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）2050 フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2050 フィデリティ投信

フィデリティ・アジアリート・ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジなし フィデリティ投信

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし フィデリティ投信

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジあり フィデリティ投信

フィデリティ・コア・インカム・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり フィデリティ投信

フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド フィデリティ投信 〇

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）2040 フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2040 フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）2030 フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2030 フィデリティ投信

フィデリティ・新興国厳選株ファンドＢコース（為替ヘッジなし） フィデリティ投信

フィデリティ・新興国厳選株ファンドＡコース（米ドル売り円買い） フィデリティ投信

フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（資産成長型） フィデリティ投信 〇

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（資産成長型） フィデリティ投信 〇

フィデリティ・米国優良株・ファンド（為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・オーストラリア配当株投信（資産成長型） フィデリティ投信

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）（為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル株式ファンド（為替ヘッジなし) フィデリティ投信

フィデリティ・グローバル株式ファンド（為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・ライフベスト戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・米国株式ファンド　Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし） フィデリティ投信

フィデリティ・米国株式ファンド　Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ・米国株式ファンド　Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし） フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2060 フィデリティ投信

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）2060 フィデリティ投信

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 〇

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 〇

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 〇

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

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

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・ゴールド・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

ブラックロック世界好配当株式オープン ブラックロック・ジャパン
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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

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

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

iシェアーズ　国内債券インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　先進国債券インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　ハイイールド債券インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　国内株式インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン 〇

iシェアーズ　先進国株式インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　米国株式インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　新興国株式インデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン 〇

iシェアーズ　国内リートインデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン 〇

iシェアーズ　先進国リートインデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　コモディティインデックス・ファンド ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（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ＥＳＧ世界株式ファンド（限定為替ヘッジあり） ブラックロック・ジャパン

ブラックロックＥＳＧ世界株式ファンド（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LifePathファンド2055 ブラックロック・ジャパン

ブラックロックLifePathファンド2045 ブラックロック・ジャパン

ブラックロックLifePathファンド2035 ブラックロック・ジャパン

ブラックロック・つみたて・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LifePathファンド2030 ブラックロック・ジャパン

ブラックロックLifePathファンド2040 ブラックロック・ジャパン

ブラックロックLifePathファンド2050 ブラックロック・ジャパン

iシェアーズ　ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジあり） ブラックロック・ジャパン

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

テンプルトン・グローバル株式ファンド フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

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 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ

アジア製造業ファンド ベアリングス・ジャパン 〇

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型） ベアリングス・ジャパン

アジア製造業ファンド（3ヵ月決算型） ベアリングス・ジャパン 〇

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型） ベアリングス・ジャパン

Bayview 日本株式ロングショート ファンド ベイビュー・アセット・マネジメント 〇

みのりの投信 ポートフォリア 〇

みのりの投信（投資一任専用） ポートフォリア 〇

マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・カナダ債券ファンド マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド マニュライフ・インベストメント・マネジメント 〇

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・インベストメント・マネジメント

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・インベストメント・マネジメント

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・インベストメント・マネジメント

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・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・米国銀行株式ファンド マニュライフ・インベストメント・マネジメント

ＵＳ株主還元ファンド（年１回決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

ＵＳ株主還元ファンド（年４回決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞ マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ＞ マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり・毎月） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

ＵＳ株主還元ファンド（為替ヘッジあり・年４回決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

ＵＳ株主還元ファンド（為替ヘッジあり・年１回決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マネックス・アクティビスト・ファンド マネックス・アセットマネジメント 〇

グローバル・ボンド・オープンIM モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け） ラッセル・インベストメント

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定型 ラッセル・インベストメント

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 安定成長型 ラッセル・インベストメント 〇

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成長型 ラッセル・インベストメント 〇

ラッセル・インベストメント新興国増配優良株　Ａ（米ドル円ヘッジ） ラッセル・インベストメント

ラッセル・インベストメント新興国増配優良株　Ｂ（為替ヘッジなし） ラッセル・インベストメント

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド ラッセル・インベストメント

米国エネルギー・ハイインカム・ファンド リクソー投信

りそなラップ型ファンド（安定型） りそなアセットマネジメント

りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなアセットマネジメント

りそなラップ型ファンド（成長型） りそなアセットマネジメント

Ｓｍａｒｔ-ｉ　国内債券インデックス りそなアセットマネジメント

Ｓｍａｒｔ-ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） りそなアセットマネジメント

Ｓｍａｒｔ-ｉ　先進国株式インデックス りそなアセットマネジメント

Ｓｍａｒｔ-ｉ　先進国リートインデックス りそなアセットマネジメント

Ｓｍａｒｔ-ｉ　新興国株式インデックス りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　Ｊリートインデックス りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　日経２２５インデックス りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） りそなアセットマネジメント

つみたてバランスファンド りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　８資産バランス　成長型 りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　８資産バランス　安定型 りそなアセットマネジメント

Ｓｍａｒｔ-ｉ　８資産バランス　安定成長型 りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　国内株式ＥＳＧインデックス りそなアセットマネジメント 〇

Ｓｍａｒｔ-ｉ　先進国株式ＥＳＧインデックス りそなアセットマネジメント

ひふみプラス レオス・キャピタルワークス 〇

ひふみワールド＋ レオス・キャピタルワークス 〇
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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

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

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

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

ＬＭ・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

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

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

ＬＭ・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

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

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

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

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

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・米国連続増配株ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 〇

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（３ヵ月決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 〇

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 〇

ＬＭ・グローバル・プレミア小型株ファンド（年１回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ＬＭ・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

日本グロースオープン 岡三アセットマネジメント 〇

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 〇

ワールド・ソブリンインカム 岡三アセットマネジメント

ワールド・リート・セレクション（米国） 岡三アセットマネジメント

チャイナ・ロード 岡三アセットマネジメント 〇

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 〇

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

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 〇

ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 岡三アセットマネジメント

日本ＥＳＧオープン 岡三アセットマネジメント 〇

三重県応援ファンド 岡三アセットマネジメント 〇

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 〇

日本バリュースターオープン 岡三アセットマネジメント 〇

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

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 〇

新興国国債オープン（毎月決算型） 岡三アセットマネジメント

新興国国債オープン（1年決算型） 岡三アセットマネジメント

ワールド・ソブリンインカム（１年決算型） 岡三アセットマネジメント

日経225インデックス・オープン 岡三アセットマネジメント 〇

アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型） 岡三アセットマネジメント

成長国通貨・国際機関債オープン 岡三アセットマネジメント

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

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

米国中小型株オープン 岡三アセットマネジメント

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

アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント 〇

アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント 〇

シェール関連株オープン 岡三アセットマネジメント

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

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 〇

新経済成長ジャパン 岡三アセットマネジメント 〇

米国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント

米国短期ハイ・イールド債券オープン 岡三アセットマネジメント 〇

ワールド・リート・セレクション（米国）（1年決算型） 岡三アセットマネジメント

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） 岡三アセットマネジメント

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 〇

アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型） 岡三アセットマネジメント

日本Ｊリートオープン（1年決算型） 岡三アセットマネジメント 〇

中小型成長株オープン 岡三アセットマネジメント 〇

日本優良成長株オープン（米ドル投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

日本優良成長株オープン（円投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス 岡三アセットマネジメント 〇

日本の未来図（米ドル投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

日本の未来図（円投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 岡三アセットマネジメント 〇

シャリア関連アセアン株式オープン 岡三アセットマネジメント

米国バイオ＆テクノロジー株オープン 岡三アセットマネジメント

アジアセレクト・インフラ関連株オープン 岡三アセットマネジメント 〇

日本連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント 〇

米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型） 岡三アセットマネジメント

日本インバウンドオープン 岡三アセットマネジメント 〇

日本株テーマセレクション 岡三アセットマネジメント 〇

インカム資産オープン（アジア・オセアニア） 岡三アセットマネジメント 〇

米国中小型株オープン（３ヵ月決算型） 岡三アセットマネジメント

米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

米国好配当リバランスオープン（年２回決算型）（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

日本株式・Jリートバランスファンド 岡三アセットマネジメント 〇
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ニッポン創業経営者ファンド 岡三アセットマネジメント 〇

欧州ハイ・イールド債券オープン（1年決算型）円コース 岡三アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド債券オープン（1年決算型）ユーロコース 岡三アセットマネジメント

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

次世代モビリティオープン（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

インフラ関連日本株式ファンド 岡三アセットマネジメント 〇

北米リート・セレクトファンド　Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド　Ｅコース（資産成長型／為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド　Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド　Ｄコース（定率目標分配型／為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド　Ｆコース（資産成長型／為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

中国人民元ソブリンオープン 岡三アセットマネジメント 〇

中国人民元ソブリンオープン（元高米ドル安戦略） 岡三アセットマネジメント 〇

日系外債オープン（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

日系外債オープン（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

楽天日本株トリプル・ブル 楽天投信投資顧問

楽天グローバル・バランス（安定型） 楽天投信投資顧問

楽天グローバル・バランス（積極型） 楽天投信投資顧問

楽天グローバル・バランス（成長型） 楽天投信投資顧問

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

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

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

楽天みらいファンド 楽天投信投資顧問

楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型） 楽天投信投資顧問

楽天ボラティリティ・ファンド（資産成長型） 楽天投信投資顧問

楽天日本株4.3倍ブル 楽天投信投資顧問

楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型 楽天投信投資顧問

新ホリコ・フォーカス・ファンド 楽天投信投資顧問

楽天グローバル株式ファンド 楽天投信投資顧問

楽天エマージング株式ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・世界債券（為替ヘッジ付）ファンド 楽天投信投資顧問

楽天ターゲットイヤー2030 楽天投信投資顧問

楽天ターゲットイヤー2040 楽天投信投資顧問

楽天ターゲットイヤー2050 楽天投信投資顧問

楽天日本新興市場株ダブル・ブル 楽天投信投資顧問 〇

楽天・全世界株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・新興国株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問

楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型） 楽天投信投資顧問

楽天・インデックス・バランス（ＤＣ年金） 楽天投信投資顧問

楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型） 楽天投信投資顧問

楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型） 楽天投信投資顧問

楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型） 楽天投信投資顧問

楽天・インカム戦略ポートフォリオ（奇数月決算型） 楽天投信投資顧問

楽天・インカム戦略ポートフォリオ（偶数月決算型） 楽天投信投資顧問

楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ（奇数月決算型） 楽天投信投資顧問

楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド 楽天投信投資顧問

楽天日本株トリプル・ベアIV 楽天投信投資顧問

楽天・ビッグデータ日本株ファンド 楽天投信投資顧問 〇

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 楽天投信投資顧問

楽天日本株3.8倍ベア 楽天投信投資顧問

楽天・ポジティブ・インパクト株式ファンド 楽天投信投資顧問

楽天・新経連株価指数ファンド 楽天投信投資顧問 〇

楽天・グロース・ワールド株式ファンド（ラップ向け） 楽天投信投資顧問

楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド 楽天投信投資顧問 〇

スーパー小型株ポートフォリオ 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・日本株オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・株式アナライザー・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・２２５オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・スーパーアクティブ・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・日本株・成長力ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・日本株グロース・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・日経２２５オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド 三井住友ＤＳ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ＤＳ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ＤＳ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ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・日本債券インデックス・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

チャイナ・フロンティアオープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・豪ドル債ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・中小型株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・グローバル・リート・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・グローバル好配当株式オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバル３資産ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント
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三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・インド・中国株オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

世界高金利債券ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・グローバル・リート・プラス 三井住友ＤＳアセットマネジメント

トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

中部経済圏株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・バンガード海外株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

エス・ビー・日本株オープン２２５ 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

エス・ビー・日本債券ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

大和住銀日本バリュー株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

大和住銀日本グロース株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

Ｔ．ロウ・プライス  ＵＳインカムファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

J-Stock  アクティブ・オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバル好配当株オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント

Ｍ＆Ａフォーカス・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバル・ベスト・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

大和住銀ＤＣ国内株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アジア好配当株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・アジア４大成長国オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

アセアン成長国株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバル高金利通貨ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・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ＤＳアセットマネジメント

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

香港ハンセン指数ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

新世代自動車株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

外国株式指数ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

欧州株式指数ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ベトナム株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

ＪＡＳＤＡＱ-ＴＯＰ２０指数ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・公益債券投信（毎月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株厳選ファンド・円コース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

インド内需関連株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

高成長インド・中型株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アジア好利回りリート・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株２２５・米ドルコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株２２５・ブラジルレアルコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株２２５・豪ドルコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株２２５・資源３通貨コース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本割安株オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

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ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

インド債券ファンド（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

短期豪ドル債オープン（年２回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

メキシコ債券オープン（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（通貨アクティブヘッジコース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

グローイング台湾株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

メキシコ債券ファンド（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

メキシコ債券ファンド（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日興・新経済成長国エクイティ・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント
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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ＤＳアセットマネジメント

Ｊリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） 三井住友ＤＳ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）13-04 三井住友ＤＳ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ＤＳアセットマネジメント

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ＤＳアセットマネジメント

北米高配当株ファンド（毎月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

北米高配当株ファンド（年２回決算型） 三井住友ＤＳ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ＤＳ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ＤＳ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）13-08 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

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） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＥＴＦバランス・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション 三井住友ＤＳアセットマネジメント

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型／１年決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

メキシコ債券オープン（資産成長型） 三井住友ＤＳ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ＤＳ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ＤＳアセットマネジメント

三井住友・公益債券投信（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型） 三井住友ＤＳ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）13-11 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（毎月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国ハイ・インカムＢＤＣファンド（年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国小型株ツインα（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国小型株ツインα（資産成長型） 三井住友ＤＳ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）13-12 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日興・中国構造改革ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

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ＤＳアセットマネジメント

ニッポン中小型株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

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ＤＳアセットマネジメント

日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＪＰＸ日経400オープン 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本株アルファ・カルテット（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

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ＤＳアセットマネジメント

短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

短期ＮＺドル債オープン（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

トヨタグループ・バランスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ　ワールド・リゾート 三井住友ＤＳアセットマネジメント

フレキシブル日本株ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ニュー・アジア・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

オーストラリア・バランス（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

オーストラリア・バランス（毎月決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

オーストラリア・バランス（為替ヘッジ型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アセットアロケーション・ファンド（安定型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アセットアロケーション・ファンド（成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

日本超長期国債ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり　毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし　毎月分配型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり　資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし　資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日系企業海外債券オープン（為替ヘッジなし） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ヘルスケア・リート・プラス 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国イノベーション・ファンド（年４回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国イノベーション・ファンド（年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ひとくふう日本株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ世界バランスファンド（動的配分型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国・地方公共事業債ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ひとくふう新興国株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

世界インパクト投資ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

グローバルＡＩファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ひとくふう先進国株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日系企業海外債券オープン（為替ヘッジあり）（ＳＭＡ専用） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ひとくふう先進国リートファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日本成長テーマフォーカス 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント
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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローイング・フロンティア株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

米国メジャー企業債ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

三井住友・日経アジア３００ｉインデックスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・日本株式ＥＳＧファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

三井住友・豪ドル債ファンド（年１回決算型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アジア・スマートロジスティクスファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

ライフ・ジャーニー（かしこく育てるコース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

世界インパクト投資ファンド（資産成長型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

フューチャー・バイオテック 三井住友ＤＳアセットマネジメント

イノベーション・インデックス・ＡＩ 三井住友ＤＳアセットマネジメント

げんき１００年ライフ株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

イノベーション・インデックス・フィンテック 三井住友ＤＳアセットマネジメント

日本株主還元株ファンド・ヘッジ型 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバルＳＤＧｓ株式ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 三井住友ＤＳアセットマネジメント

アジア成長投資戦略ファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント 〇

グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド（１倍コース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド（３倍コース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド（５倍コース） 三井住友ＤＳアセットマネジメント

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

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

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 〇

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

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 〇

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 〇

３資産バランスオープンアルファ 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

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 〇

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 〇

CBオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント

キャッシュフロー経営評価オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

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 〇

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

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

SRI・ジャパン・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

チャイナ・リサーチ・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

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 〇

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 〇

ニュー配当利回り株オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

毎月分配パッケージファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

アジア・オセアニア配当利回り株オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

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

財産四分法ファンド（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

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 〇

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

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

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 〇

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

ワールド・ファイブインカム・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 〇

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 〇

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 〇

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

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

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

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 〇

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

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 〇

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

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

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

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

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

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

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 〇

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 〇

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

オーストラリア公社債ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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

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 〇

インドネシア・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

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

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

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

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
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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

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

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

ブラジル公社債ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT アジア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 〇

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 〇

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

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

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

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 〇

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

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

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

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

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

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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 〇

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

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

GARSファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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

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

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

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 〇

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

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

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

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

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 〇

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 〇

ＭＬＰ関連証券ファンド（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

ＭＬＰ関連証券ファンド（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

欧州成長株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

欧州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

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

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

オーストラリア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

SMT 米国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

日経２２５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 〇

米国地方債ファンド　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

米国地方債ファンド　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

米国地方債ファンド　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

米国地方債ファンド　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

日本株＆Ｊリート　好配当フォーカスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

米国REIT・リサーチ・オープン　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

米国REIT・リサーチ・オープン　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

米国REIT・リサーチ・オープン　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

米国REIT・リサーチ・オープン　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

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

ＵＳインフラ株式ファンド　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

ＵＳインフラ株式ファンド　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

SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

SMT 世界経済インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT 8資産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 〇

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ｉ-ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ｉ-ＳＭＴ　日経２２５インデックス（ノーロード） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

グローバル経済コア 三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMT ゴールドインデックス・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

SMT ゴールドインデックス・オープン（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

次世代通信関連　世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

ｉ-ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

ｉ-ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

SMT 日経アジア300インベスタブルインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

日本株式リサーチ・マーケット・ニュートラルファンド（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 〇

ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　ロボ 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　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

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　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

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　バイオ・メディカル 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　ｅビジネス 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　エコ 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　宇宙 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「３５」 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇
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三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ バリューオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ＭＶ２０ 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ＭＶ４０ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ バランスインカムオープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ３資産分散ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・インカムオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

世界資源株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

日本株セレクト・オープン「日本新世紀」　日本株グロース・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

日本株セレクト・オープン「日本新世紀」　日本株バリュー・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

日本株セレクト・オープン「日本新世紀」　日本・小型株・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

日本株セレクト・オープン「日本新世紀」　日本株スタイル・ミックス・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

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国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式２０型 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 日本バランスオープン 株式４０型 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 海外株式オープン 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 〇

三菱ＵＦＪ トピックスオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 海外債券オープン（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 欧州債券オープン（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

夢楽章 日経平均オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

グローバル・エマージング・ボンド・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 チャイナオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ グローバルバランス（積極型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

エコ・パートナーズ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・グロースファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・バリューファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 米国債券インカムオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

豪ドル毎月分配型ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

オーストラリアインカムオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

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国際投信

世界ソブリン債券インカムオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

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国際投信

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

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国際投信

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国際投信

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

インデックスファンド２２５ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

トピックスオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ＪＡＳＤＡＱオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

Ｊオープン（店頭・小型株） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

株式オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

システム・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

Ｊ・エクイティ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ユーロランド・ソブリン・インカム 三菱ＵＦＪ国際投信

ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル株式インカム（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信
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グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

ジャパン・ソブリン・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド短期ソブリンオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

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国際投信

三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

エマージング株式オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

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国際投信

グローバルＥＴＦオープン 三菱ＵＦＪ国際投信

ブラデスコ ブラジル債券ファンド（分配重視型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ブラデスコ ブラジル債券ファンド（成長重視型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・リート・オープン（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

優良日本株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

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 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ブラジル債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

日本株アジア戦略ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

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 〇

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 〇

世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際機関債オープン（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 純金ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際　メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

成長株ジャパン・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

割安株ジャパン・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ネット証券専用ファンドシリーズ　日本応援株ファンド（日本株） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ネクスト・グロース・ボンド・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際インド債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

国内債券通貨プラス 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

トレンド・アロケーション・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

好配当優良株ジャパン・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

次世代米国代表株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 三菱ＵＦＪ国際投信

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 三菱ＵＦＪ国際投信

コアバランス 三菱ＵＦＪ国際投信

短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 三菱ＵＦＪ国際投信

バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信
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バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

中小型成長株ジャパン・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

トルコ債券オープン（毎月決算型）為替アクティブヘッジ 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

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） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッジ型＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・バランス・ファンド（安定型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・バランス・ファンド（安定成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・バランス・ファンド（成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

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国際投信

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国際投信

エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

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 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・リート・オープン（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞ 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ　東京関連オープン（米ドル投資型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ　東京関連オープン（円投資型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年２回分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信

アセアン真成長株式ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

アセアン社債ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

スマート・クオリティ・オープン（安定型） 三菱ＵＦＪ国際投信

スマート・クオリティ・オープン（安定成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

スマート・クオリティ・オープン（成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

マクロ・トータル・リターン・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 豪州債券インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

トレンド・ナビゲーション・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

新興国通貨建て世界銀行債券オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 三菱ＵＦＪ国際投信

ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり 三菱ＵＦＪ国際投信

グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

スマート・プロテクター90オープン 三菱ＵＦＪ国際投信

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

つみたて先進国株式 三菱ＵＦＪ国際投信

つみたて新興国株式 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

つみたて８資産均等バランス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

つみたて日本株式（日経平均） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信

つみたて４資産均等バランス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

豪ドル年１回決算型ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

テンプルトン新興国小型株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

国際インド債券オープン（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

日経アジア３００インベスタブル・アクティブ・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

次世代モビリティ社会創生株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇 〇

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発 三菱ＵＦＪ国際投信

チャイナ・イノベーション・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

日経平均高配当利回り株ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル 三菱ＵＦＪ国際投信

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信

米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信
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米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信

米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信

オーストラリア好利回り３資産バランス＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信

つみたて米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 三菱ＵＦＪ国際投信

つみたて全世界株式 三菱ＵＦＪ国際投信 〇

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

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

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

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 〇

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

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

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

大型株ファンド 大和アセットマネジメント 〇

ストック インデックス ファンド２２５ 大和アセットマネジメント 〇

トピックス・インデックスファンド 大和アセットマネジメント 〇

新経済大国日本 大和アセットマネジメント 〇

大和ベストチョイス・オープン 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ・ジャパン・オープン 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ダイワ・チャイナ・ファンド 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ日本株オープン 大和アセットマネジメント 〇

アクティブ・ニッポン 大和アセットマネジメント 〇

デジタル情報通信革命 大和アセットマネジメント 〇

新世代成長株ファンド 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ・バリュー株・オープン 大和アセットマネジメント 〇

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（3カ月決算型） 大和アセットマネジメント

ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン 大和アセットマネジメント 〇

ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント 〇

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） 大和アセットマネジメント

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） 大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 大和アセットマネジメント

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 大和アセットマネジメント

ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ　成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 大和アセットマネジメント

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ダイワ・ライフ・バランス３０ 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ・ライフ・バランス５０ 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ・ライフ・バランス７０ 大和アセットマネジメント 〇

技術成長株オープン 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ・ブラジル株式ファンド 大和アセットマネジメント

ダイワ・インド株ファンド 大和アセットマネジメント

ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型） 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ／「ＲＩＣＩ(R)」コモディティ・ファンド 大和アセットマネジメント

ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型） 大和アセットマネジメント

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型） 大和アセットマネジメント

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和アセットマネジメント

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 大和アセットマネジメント

エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型- 大和アセットマネジメント

世界レアメタル関連株ファンド 大和アセットマネジメント

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

スマート・ミックス・Ｄガード（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

インド・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

ダイワ高格付カナダドル債オープン（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

トルコ・ボンド・オープン（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

ブラジル・ボンド・オープン（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

ダイワ・ＵＳ-ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし 大和アセットマネジメント

日本物価連動国債ファンド 大和アセットマネジメント

ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（年1回決算型） 大和アセットマネジメント 〇

ダイワ・ＵＳ-ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジあり 大和アセットマネジメント

ダイワＪＰＸ日経400ファンド 大和アセットマネジメント 〇

ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型） 大和アセットマネジメント 〇

ジャパン・エクセレント 大和アセットマネジメント 〇

米国国債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

優先リート・オープン 大和アセットマネジメント

ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ） 大和アセットマネジメント

ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ） 大和アセットマネジメント

ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ） 大和アセットマネジメント

英国公社債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

女性活躍応援ファンド 大和アセットマネジメント 〇

日本株発掘ファンド 大和アセットマネジメント 〇

通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型） 大和アセットマネジメント
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通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

日本株発掘ファンド　米ドル型 大和アセットマネジメント 〇

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 大和アセットマネジメント

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） -ロボテック（年1回）- 大和アセットマネジメント

堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 大和アセットマネジメント

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント

オーストラリア・リアルアセット・ファンド 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 大和アセットマネジメント 〇

ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 大和アセットマネジメント 〇

ｉＦｒｅｅ ＪＰＸ日経４００インデックス 大和アセットマネジメント 〇

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 大和アセットマネジメント 〇

ｉＦｒｅｅ 日本債券インデックス 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ Ｊ-ＲＥＩＴインデックス 大和アセットマネジメント 〇

ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 大和アセットマネジメント 〇

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年1回決算型） -ロボテック（年1回）-（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代-（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント

ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

ロシア・ボンド・オープン（年1回決算型） 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

iFreeNEXT FANG+インデックス 大和アセットマネジメント

iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス 大和アセットマネジメント

iFreeActive ゲーム＆eスポーツ 大和アセットマネジメント 〇

iFreeActive EV 大和アセットマネジメント 〇

iFreeActive エドテック 大和アセットマネジメント 〇

iFreeActive チャイナX 大和アセットマネジメント 〇

日本健康社会応援ファンド 大和アセットマネジメント 〇

つみたて椿 大和アセットマネジメント 〇

iFreeレバレッジ S&P500 大和アセットマネジメント

ｉＦｒｅｅ 年金バランス 大和アセットマネジメント 〇

iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 大和アセットマネジメント

iFreeNEXT 日本小型株インデックス 大和アセットマネジメント 〇

iFreeレバレッジ NASDAQ100 大和アセットマネジメント

iFreeActive メディカルデバイス 大和アセットマネジメント

USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型） 大和アセットマネジメント

USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型） 大和アセットマネジメント

USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型） 大和アセットマネジメント

USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型） 大和アセットマネジメント

米国3倍4資産リスク分散ファンド（隔月決算型） 大和アセットマネジメント

米国3倍4資産リスク分散ファンド（年2回決算型） 大和アセットマネジメント

米国3倍4資産リスク分散ファンド（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

NYダウ・トリプル・レバレッジ 大和アセットマネジメント

ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-（毎月決算／予想分配金提示型） 大和アセットマネジメント

FANG+2倍ブル 大和アセットマネジメント

FANG+2倍ベア 大和アセットマネジメント

iFreeレバレッジ FANG+ 大和アセットマネジメント

朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド 朝日ライフ　アセットマネジメント 〇

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 〇

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 〇

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 〇

朝日Nvest グローバル ボンドオープン 朝日ライフ　アセットマネジメント

朝日Nvest グローバル バリュー株オープン 朝日ライフ　アセットマネジメント

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

朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 朝日ライフ　アセットマネジメント

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年4回決算型） 朝日ライフ　アセットマネジメント

ハリス世界株ファンド（資産成長型） 朝日ライフ　アセットマネジメント

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

東海３県ファンド 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・グローバルＳＤＧｓ株式ファンド 東京海上アセットマネジメント

東京海上・東南アジア株式ファンド 東京海上アセットマネジメント

ダイヤセレクト日本株オープン 東京海上アセットマネジメント 〇

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

ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型） 東京海上アセットマネジメント

ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型） 東京海上アセットマネジメント

ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型） 東京海上アセットマネジメント 〇

ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型） 東京海上アセットマネジメント 〇

ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型） 東京海上アセットマネジメント 〇

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

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

東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント 〇

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

東京海上・米国新興成長株式ファンド 東京海上アセットマネジメント

東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント
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東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（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

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・世界資産バランスファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・円資産インデックスバランスファンド 東京海上アセットマネジメント

東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・がんとたたかう投信（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

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・円資産バランスファンド（３倍型）（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント 〇

東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン 東京海上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 〇

インデックスファンドＴＳＰ 日興アセットマネジメント 〇

インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 〇

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

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

低位株オープン 日興アセットマネジメント 〇

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

日興エボリューション 日興アセットマネジメント 〇

日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド 日興アセットマネジメント 〇

利益還元成長株オープン 日興アセットマネジメント 〇

日興アクティブバリュー 日興アセットマネジメント 〇

日興エコファンド 日興アセットマネジメント 〇

日興アクティブ・ダイナミクス 日興アセットマネジメント 〇

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 〇

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 〇

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 〇

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 〇

年金積立 Ｊグロース 日興アセットマネジメント 〇

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

グローバル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

日興ワールドＲＥＩＴファンド 日興アセットマネジメント

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

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

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

日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 日興アセットマネジメント 〇

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

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 〇

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

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

日本新興株オープン 日興アセットマネジメント 〇

高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

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 〇

株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 日興アセットマネジメント 〇

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 〇

日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 日興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 〇

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 〇

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

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 〇

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

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

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

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 〇

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 〇

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 〇

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 〇

ミュータント 日興アセットマネジメント 〇

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

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

日興五大陸株式ファンド 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（安定型） 日興アセットマネジメント 〇

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 〇

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 〇

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 〇

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 〇

ＧＷ７つの卵 日興アセットマネジメント 〇
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世界のサイフ 日興アセットマネジメント

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

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 日興アセットマネジメント

世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

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 〇

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

日興新世代新興国株式ファンド 日興アセットマネジメント

インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 日興アセットマネジメント

インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型） 日興アセットマネジメント

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

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

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 〇

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

世界のサイフ（資産成長型） 日興アセットマネジメント

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

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

高金利先進国債券オープン（資産成長型） 日興アセットマネジメント

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

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

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

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

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

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

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

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

新ソブ 日興アセットマネジメント

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 〇

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

日興ブラジル株式ファンド 日興アセットマネジメント

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

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

世界標準債券ファンド 日興アセットマネジメント

グリーン世銀債ファンド 日興アセットマネジメント

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

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 〇

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 〇

中華圏株式ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 〇

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

原点回帰・日本株ファンド 日興アセットマネジメント 〇

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

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

フォーシーズン 日興アセットマネジメント

円サポート 日興アセットマネジメント

ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

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

インドネシア債券ファンド 日興アセットマネジメント

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

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

ＲＳ豪ドル債券ファンド 日興アセットマネジメント

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 〇

オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 〇

日興グラビティ・ファンド 日興アセットマネジメント 〇

アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント

アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント

日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 日興アセットマネジメント

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

高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型 日興アセットマネジメント

高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）資産成長型 日興アセットマネジメント

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

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

ＲＳ日本株式ファンド 日興アセットマネジメント 〇

ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

日興グラビティ・グローバル・ファンド 日興アセットマネジメント

ノーロードＪリート・フォーカス（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 〇

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

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

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

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

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

資源株ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

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

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

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

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

Ｊキャップ日本株ファンド 日興アセットマネジメント 〇

2023年満期日本公共債ファンド 日興アセットマネジメント

インデックスファンドＪＰＸ日経４００ 日興アセットマネジメント 〇

ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

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

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

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

ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

世界標準債券ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

28



ファンド名称 運用会社名

10/1

当初より

ファンド休業

10/1

東証売買停止

による

受付停止

ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント

欧州社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント

欧州社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 〇

スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 日興アセットマネジメント 〇

グローバルＣｏＣｏ債ファンド　ヘッジなしコース 日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース 日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド　先進国高金利通貨コース 日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド　新興国高金利通貨コース 日興アセットマネジメント

日興ＵＳ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

グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント

グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント

インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型） 日興アセットマネジメント

ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型） 日興アセットマネジメント

ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） 日興アセットマネジメント

アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・グローバル・インカム（１年決算型） 日興アセットマネジメント

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・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

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース） 日興アセットマネジメント

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント 〇

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 〇

スマート・ラップ・エマージング・ジオ（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・エマージング・ジオ（１年決算型） 日興アセットマネジメント

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント 〇

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 〇

グローバル株式トップフォーカス 日興アセットマネジメント

先進国資本エマージング株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント

先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

グローバル・オイル株式ファンド 日興アセットマネジメント

グローバル・フィンテック株式ファンド 日興アセットマネジメント

グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型） 日興アセットマネジメント 〇

グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） 日興アセットマネジメント 〇

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型） 日興アセットマネジメント

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型） 日興アセットマネジメント

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型） 日興アセットマネジメント

新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） 日興アセットマネジメント

インデックスファンドＪＰＸ日経中小型株 日興アセットマネジメント 〇

ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント

ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント

新シルクロード経済圏ファンド 日興アセットマネジメント 〇

グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント

グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント

グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型） 日興アセットマネジメント

深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 〇

グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 〇

グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 日興アセットマネジメント 〇

ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

グローバル5.5倍バランスファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式） 日興アセットマネジメント

農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN（日本選抜） 農林中金バリューインベストメンツ 〇

農林中金＜パートナーズ＞おおぶねグローバル（長期厳選） 農林中金バリューインベストメンツ

農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資　おおぶね 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５ 農林中金全共連アセットマネジメント 〇

ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００ 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 農林中金全共連アセットマネジメント 〇

ＮＺＡＭ・レバレッジ　日本株式２倍ブル 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・レバレッジ　米国株式２倍ブル 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＹダウ３０ 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・ベータ　ＮＡＳＤＡＱ１００ 農林中金全共連アセットマネジメント

ＮＺＡＭ・ベータ　日本ＲＥＩＴ 農林中金全共連アセットマネジメント 〇

ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ 農林中金全共連アセットマネジメント

明治安田欧州株式ファンド 明治安田アセットマネジメント

明治安田日本株式ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

明治安田日本債券ファンド 明治安田アセットマネジメント

明治安田外国債券ファンド 明治安田アセットマネジメント

明治安田アメリカ株式ファンド 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 〇

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 〇

パン・パシフィック外国債券オープン 明治安田アセットマネジメント

新成長株ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

明治安田外債日本株ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

明治安田日本株バリューアップ・セレクト100 明治安田アセットマネジメント 〇

小型株ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

スーパーバランス（毎月分配型） 明治安田アセットマネジメント 〇

明治安田日本株式リサーチオープン 明治安田アセットマネジメント

明治安田外国債券オープン 明治安田アセットマネジメント

明治安田日本債券オープン（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント

明治安田外国債券オープン（毎月分配型） 明治安田アセットマネジメント

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 〇

明治安田TOPIXオープン 明治安田アセットマネジメント 〇

明治安田DC日本債券オープン 明治安田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 〇

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
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明治安田Ｊ-ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型） 明治安田アセットマネジメント 〇

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

明治安田米国中小型成長株式ファンド 明治安田アセットマネジメント

ストラテジック・リート・ファンド　-予想分配金提示型-　Ａコース（為替ヘッジあり） 明治安田アセットマネジメント

ストラテジック・リート・ファンド　-予想分配金提示型-　Ｂコース（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント

米国ツイン・スターズ・ファンド　-予想分配金提示型-　Ａコース（為替ヘッジあり） 明治安田アセットマネジメント

米国ツイン・スターズ・ファンド　-予想分配金提示型-　Ｂコース（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント

明治安田先進国コアファンド（年１回決算型） 明治安田アセットマネジメント

明治安田女性活躍推進ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

成長応援日本株ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

ノーロード明治安田円資産バランス 明治安田アセットマネジメント 〇

ノーロード明治安田社債アクティブ 明治安田アセットマネジメント

ノーロード明治安田日本株式アクティブ 明治安田アセットマネジメント 〇

ノーロード明治安田Ｊ-ＲＥＩＴアクティブ 明治安田アセットマネジメント 〇

ノーロード明治安田5資産バランス（安定成長コース） 明治安田アセットマネジメント 〇

ノーロード明治安田5資産バランス（安定コース） 明治安田アセットマネジメント

ノーロード明治安田5資産バランス（積極コース） 明治安田アセットマネジメント 〇

オーストラリア好利回りバランス・ファンド（毎月決算型） 明治安田アセットマネジメント

オーストラリア好利回りバランス・ファンド（為替ヘッジあり） 明治安田アセットマネジメント

オーストラリア好利回りバランス・ファンド（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり） 明治安田アセットマネジメント

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし） 明治安田アセットマネジメント

ＮＺドル短中期債券ファンド 明治安田アセットマネジメント

米ドル短中期債券ファンド 明治安田アセットマネジメント

明治安田日本中小型成長株式ファンド 明治安田アセットマネジメント 〇

明治安田日本債券オープン（年１回決算型） 明治安田アセットマネジメント

情報エレクトロニクスファンド 野村アセットマネジメント 〇

株式インデックス225 野村アセットマネジメント 〇

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 〇

スーパー　トレンド　オープン 野村アセットマネジメント 〇

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 〇

ストラテジック・バリュー・オープン 野村アセットマネジメント 〇

米国NASDAQオープンAコース 野村アセットマネジメント

米国NASDAQオープンB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

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

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

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

野村リアルグロース・オープン 野村アセットマネジメント 〇

オーストラリア債券ファンド 野村アセットマネジメント

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 〇

ノムラ日米REITファンド 野村アセットマネジメント 〇

高利回り社債オープン（毎月分配型） 野村アセットマネジメント

高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型） 野村アセットマネジメント

好配当日本株式 オープン 野村アセットマネジメント 〇

世界三資産バランスファンド（毎月分配型） 野村アセットマネジメント

野村小型株オープン 野村アセットマネジメント 〇

ノムラ・オールインワン・ファンド 野村アセットマネジメント 〇

野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 野村アセットマネジメント

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 〇

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・オープン 野村アセットマネジメント 〇

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

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

小型ブルーチップオープン 野村アセットマネジメント 〇

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

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 〇

ノムラ日本株戦略ファンド 野村アセットマネジメント 〇

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

アジア好配当株投信 野村アセットマネジメント 〇

ノムラ・グローバル・オールスターズ 野村アセットマネジメント

野村ユーロ・トップ・カンパニー　Bコース 野村アセットマネジメント

野村ユーロ・トップ・カンパニー　Aコース 野村アセットマネジメント

野村バリュー・フォーカス・ジャパン 野村アセットマネジメント 〇

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 野村アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 野村アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（中国元コース）年2回決算型 野村アセットマネジメント 〇

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（円コース）年2回決算型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 野村アセットマネジメント 〇

野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 野村アセットマネジメント

野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 野村アセットマネジメント

のむラップ・ファンド（積極型） 野村アセットマネジメント

のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント
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のむラップ・ファンド（保守型） 野村アセットマネジメント

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・J-REIT 野村アセットマネジメント 〇

野村インデックスファンド・外国REIT 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・国内債券 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・外国債券 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・新興国債券 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・TOPIX 野村アセットマネジメント 〇

野村インデックスファンド・日経225 野村アセットマネジメント 〇

野村インデックスファンド・外国株式 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・新興国株式 野村アセットマネジメント 〇

野村テンプルトン・トータル・リターン　Dコース 野村アセットマネジメント

野村テンプルトン・トータル・リターン　Cコース 野村アセットマネジメント

野村テンプルトン・トータル・リターン　Bコース 野村アセットマネジメント

野村テンプルトン・トータル・リターン　Aコース 野村アセットマネジメント

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

ネクストコア 野村アセットマネジメント

野村Jリートファンド 野村アセットマネジメント 〇

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） 野村アセットマネジメント

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） 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント

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

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

ノムラ　THE　EUROPE　Ｂコース 野村アセットマネジメント

ノムラ　THE　EUROPE　Ａコース 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・海外5資産バランス 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント

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 野村アセットマネジメント 〇

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 野村アセットマネジメント

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 野村アセットマネジメント

ＪＰＸ日経４００ファンド 野村アセットマネジメント 〇

野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００ 野村アセットマネジメント 〇

野村サービス関連株ファンド 野村アセットマネジメント 〇

野村ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型） 野村アセットマネジメント

野村ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） 野村アセットマネジメント

野村日本企業価値向上オープン（米ドル投資型） 野村アセットマネジメント 〇

野村日本企業価値向上オープン（円投資型） 野村アセットマネジメント 〇

野村サービス関連株ファンド（米ドルコース） 野村アセットマネジメント 〇

Ｊ-ＲＥＩＴバリューファンド　年２回決算型 野村アセットマネジメント 〇

Ｊ-ＲＥＩＴバリューファンド　毎月分配型 野村アセットマネジメント 〇

野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし） 野村アセットマネジメント

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Dコース 野村アセットマネジメント

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Cコース 野村アセットマネジメント

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Bコース 野村アセットマネジメント

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド　Aコース 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 野村アセットマネジメント

のむラップ・ファンド（やや積極型） 野村アセットマネジメント

のむラップ・ファンド（やや保守型） 野村アセットマネジメント

野村インド債券ファンド（年2回決算型） 野村アセットマネジメント

インデックス・ブレンド（タイプV） 野村アセットマネジメント

インデックス・ブレンド（タイプIV） 野村アセットマネジメント

インデックス・ブレンド（タイプIII） 野村アセットマネジメント

インデックス・ブレンド（タイプII） 野村アセットマネジメント

インデックス・ブレンド（タイプI ） 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 野村アセットマネジメント

野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり） 野村アセットマネジメント

野村６資産均等バランス 野村アセットマネジメント 〇

野村つみたて外国株投信 野村アセットマネジメント

野村つみたて日本株投信 野村アセットマネジメント 〇

世界６資産分散ファンド 野村アセットマネジメント

米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け） 野村アセットマネジメント

米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け） 野村アセットマネジメント

システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド（投資一任サービス向け） 野村アセットマネジメント

日本新興成長企業株ファンド 野村アセットマネジメント 〇

米国株式配当貴族（年4回決算型） 野村アセットマネジメント

野村中国債券ファンド（年２回決算型） 野村アセットマネジメント 〇

野村中国債券ファンド（毎月分配型） 野村アセットマネジメント 〇

（年6％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント 〇

（年3％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント 〇
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