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新規取扱
開始日

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・アセット・マネジメント・ジャパン 受取型/再投資型 海外/株式/中南米

ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ＢＮＹメロン・日本株式ファンド　市場リスク管理型 ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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・アセット・マネジメント・ジャパン 受取型/再投資型 国内/株式/日本

パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型) ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 受取型/再投資型 海外/株式/アジア・オセアニア

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 海外/株式/欧州

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 受取型/再投資型 海外/株式/欧州

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 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

ｎｅｔＷＩＮ　ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド　Ａコース（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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

ｎｅｔＷＩＮ　ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド　Ｂコース（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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ＪＰＭザ・ジャパン ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジあり／資産成長型） ＮＮ　インベストメント・パートナーズ 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型） ＮＮ　インベストメント・パートナーズ 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型） ＮＮ　インベストメント・パートナーズ 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ＮＮライフアップ株式ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） ＮＮ　インベストメント・パートナーズ 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 海外/株式/北米

ＭＨＡＭ新興成長株オープン アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む） 3月1日

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む） 3月1日

日本経済『大転換』ファンド アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 海外/株式/アジア・エマージング

アムンディ・ロシア東欧株ファンド アムンディ・ジャパン 受取型 海外/株式/欧州

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 受取型/再投資型 海外/株式/アジア

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 受取型/再投資型 海外/株式/アジア

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 受取型 国内/株式/日本 3月16日

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 受取型/再投資型 海外/株式/アジア・オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/株式/アジア・オセアニア

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本
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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 受取型/再投資型 海外/株式/アジア

ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ｉＦｒｅｅ　ＴＯＰＩＸインデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ｉＦｒｅｅ　ＪＰＸ日経４００インデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/株式/グローバル（日本を除く）

ｉＦｒｅｅ　外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/株式/グローバル（日本を除く）

ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/株式/北米

ｉＦｒｅｅ　新興国株式インデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/株式/北米 3月1日

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱバイオテクノロジー・インデックス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/株式/北米 3月1日

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）－ 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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）大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

マイ・ウェイ・ジャパン 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

世界インパクト投資ファンド 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本株厳選ファンド・トルコリラコース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本株厳選ファンド・米ドルコース 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 国内/株式/日本

北米シェール関連株ファンド 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセットマネジメント 受取型/再投資型 海外/株式/北米

東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 東京海上アセットマネジメント 受取型/再投資型 海外/株式/北米

インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

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 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンド ニッセイアセットマネジメント 受取型/再投資型 国内/株式/日本
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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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ニッセイＪＰＸ日経４００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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型/再投資型 海外/株式/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 海外/株式/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

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 受取型/再投資型 海外/株式/エマージング

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 受取型/再投資型 海外/株式/オセアニア

フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ投信 受取型/再投資型 国内/株式/日本

フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 受取型/再投資型 国内/株式/日本

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 受取型 国内/株式/日本

i-mizuho欧州株式インデックス ブラックロック・ジャパン 受取型 海外/株式/欧州

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 受取型 国内/株式/日本

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 受取型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 海外/株式/グローバル（日本を含む）

アジア製造業ファンド ベアリング投信投資顧問 受取型 海外/株式/アジア

マニュライフ・カナダ株式ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/株式/北米

マニュライフ・米国銀行株式ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/株式/北米

グローバルＡＩファンド 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり） 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

トヨタグループ株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 国内/株式/日本

三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 国内/株式/日本

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 海外/株式/アジア

新世代自動車株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

株式
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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 受取型/再投資型 海外/株式/北米

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 受取型/再投資型 内外/株式/グローバル（日本を含む）

アセアン株式オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 海外/株式/アジア

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 海外/株式/北米

インデックスファンド２２５ 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 国内/株式/日本

欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 海外/株式/欧州

欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 海外/株式/欧州

三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 国内/株式/日本

日本経済再生戦略株式ファンド 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 国内/株式/日本

ＢＮＰパリバ　アジア・ボンド・ファンド ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント 受取型/再投資型 海外/債券/アジア

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 海外/債券/オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/債券/オセアニア

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 国内/債券/日本

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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） アムンディ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨） アムンディ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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） アムンディ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラ） アムンディ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/欧州

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 受取型/再投資型 海外/債券/アジア

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 受取型/再投資型 海外/債券/アジア

ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 国内/債券/日本

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 国内/債券/日本

ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/債券/中南米

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/債券/中南米

エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

株式
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エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

メキシコ債券オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/中南米

メキシコ債券オープン（資産成長型） 大和住銀投信投資顧問 受取型/再投資型 海外/債券/中南米

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 受取型/再投資型 国内/債券/日本

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 受取型/再投資型 国内/債券/日本

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり　年２回決算型） 野村アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/債券/グローバル（日本を含む）

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし　年２回決算型） 野村アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/債券/グローバル（日本を含む）

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型） 野村アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/債券/グローバル（日本を含む）

野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型） 野村アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/債券/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 国内/債券/日本

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 受取型/再投資型 海外/債券/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 海外/債券/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

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 受取型/再投資型 海外/債券/エマージング

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 受取型/再投資型 海外/債券/北米

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 受取型/再投資型 海外/債券/北米

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 受取型/再投資型 海外/債券/アジア・エマージング

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 受取型/再投資型 海外/債券/アジア・エマージング

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 受取型/再投資型 海外/債券/北米

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 受取型/再投資型 海外/債券/北米

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 受取型/再投資型 海外/債券/北米

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 受取型/再投資型 海外/債券/北米

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 受取型/再投資型 海外/債券/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 海外/債券/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 内外/債券/日本・北米・欧州・エマージング

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 受取型/再投資型 内外/債券/日本・北米・欧州・エマージング

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 受取型/再投資型 内外/債券/日本・北米・欧州・エマージング

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 受取型/再投資型 内外/債券/日本・北米・欧州・エマージング

マニュライフ・カナダ債券ファンド マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/債券/北米

三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカムオープン 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 海外/債券/オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/欧州

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/欧州

ＮＮ欧州リート・ファンド（資産形成コース／通貨カバード・コール戦略） ＮＮ　インベストメント・パートナーズ 受取型/再投資型 海外/不動産投信/欧州

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/欧州

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/欧州

債券

不動産投信

5 / 7



インターネット取引サービス「ＮＣＴＴぷらす+」取扱投資信託一覧

カテゴリー ファンド名 委託会社 コース 商品分類・属性区分
新規取扱
開始日

2018年3月1日　現在

ＮＮ欧州リート・ファンド（毎月決算コース／通貨カバード・コール戦略） ＮＮ　インベストメント・パートナーズ 受取型/再投資型 海外/不動産投信/欧州

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/オセアニア

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

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 受取型/再投資型 内外/不動産投信/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/不動産投信/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

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 受取型/再投資型 海外/不動産投信/北米

i-mizuho先進国リートインデックス（為替ヘッジあり） ブラックロック・ジャパン 受取型 海外/不動産投信/グローバル（日本を除く）

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 受取型 国内/不動産投信/日本

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 受取型 海外/不動産投信/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

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 受取型/再投資型 国内/不動産投信/日本

アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 海外/不動産投信/アジア・オセアニア

ワールド・リート・オープン（資産成長型） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/不動産投信/グローバル（日本を含む）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/不動産投信/グローバル（日本を含む）

インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）・エマージング

インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）・エマージング

インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）・エマージング

インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし アセットマネジメントOne 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）・エマージング

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 大和証券投資信託委託 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

不動産投信
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新規取扱
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2018年3月1日　現在

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/グローバル（日本を除く）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

トヨタグループ・バランスファンド 三井住友アセットマネジメント 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー） 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

トレンド・ナビゲーション・オープン 三菱ＵＦＪ国際投信 受取型/再投資型 内外/資産複合/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/北米

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/北米

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（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 受取型/再投資型 海外/資産複合/北米

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（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 受取型/再投資型 海外/資産複合/北米

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/オセアニア

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 受取型/再投資型 海外/資産複合/オセアニア

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 受取型/再投資型 内外/その他資産/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/その他資産/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/その他資産/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 内外/その他資産/グローバル（日本を含む）

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 受取型/再投資型 海外/その他資産/日本・北米

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 受取型/再投資型 海外/その他資産/日本・北米

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 受取型/再投資型 海外/その他資産/日本・北米

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 受取型/再投資型 海外/その他資産/日本・北米

マニュライフ・変動高金利戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり・毎月） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/その他資産/北米

マニュライフ・変動高金利戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし・毎月） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/その他資産/北米

マニュライフ・変動高金利戦略ファンドＣコース（為替ヘッジあり・年２回） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/その他資産/北米

マニュライフ・変動高金利戦略ファンドＤコース（為替ヘッジなし・年２回） マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン 受取型/再投資型 海外/その他資産/北米

バランス
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