特例投資信託の一覧
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銘柄正式名称

発行者名称

アジア製造業ファンド

ベアリング投信投資顧問株式会社

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド

ベアリング投信投資顧問株式会社

ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ”

ベアリング投信投資顧問株式会社

ベアリング外国債券ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用）

ベアリング投信投資顧問株式会社

ベアリング外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）

ベアリング投信投資顧問株式会社

ベアリング外国債券年金ファンド（適格機関投資家専用）

ベアリング投信投資顧問株式会社

しんきんインデックスファンド２２５

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきんトピックスオープン

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん好配当利回り株ファンド

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん国内債券ファンド

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

フコクＳＲＩ（社会的責任投資）ファンド

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん日本株８０スペシャル（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん好配当利回り株スペシャル（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきんバランスファンド株５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきんバランスファンド株２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん国内債券スペシャル（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州ソブリン債ポートフォリオ）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん海外ソブリン債セレクション（米国ソブリン債ポートフォリオ）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧米ソブリン債ポートフォリオ）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん物価連動国債ファンド（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきんＴＯＰＩＸスペシャル（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん好配当利回り株スペシャル２（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん国内債券スペシャル２（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん高格付外国債券スペシャル（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

しんきん日経２２５スペシャル（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

フコク日本株式私募ファンド

安田投信投資顧問株式会社

安田アジア株式ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田日本債券ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田欧州株式ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田外国債券ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田アメリカ株式ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田ライフプランファンド２０ＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田ライフプランファンド５０ＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

安田ライフプランファンド７０ＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

フコク日本株式ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

フコク日本債券ファンドＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

大河２５ＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社
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大河５０ＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

大河７５ＶＡ適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

日本株式私募エンハンストインデックスファンド（適格機関投資家専用） 安田投信投資顧問株式会社
外国株式私募エンハンストインデックスファンド（適格機関投資家専用） 安田投信投資顧問株式会社
円建債券私募ファンド 適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

外国債券私募ファンド 適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

国内債券パッシブ型ファンド 適格機関投資家専用

安田投信投資顧問株式会社

Ｊ－ＲＥＩＴ私募ファンド （適格機関投資家転売制限付）

安田投信投資顧問株式会社

ＤＣ日産株ファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井日本株式インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井日本債券インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井外国株式インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井外国債券インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井Ｊリートファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井高金利ソブリンオープン

中央三井アセットマネジメント株式会社

日本株配当オープン

中央三井アセットマネジメント株式会社

３資産バランスオープン

中央三井アセットマネジメント株式会社

３資産バランスオープンアルファ

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣバランスファンド３０

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣバランスファンド５０

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＤＣバランスファンド７０

中央三井アセットマネジメント株式会社

米国株価指数先物ファンド（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井日本株式エクセレント・フォーカスＶＡ（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井日本株式ロング・ショートファンド２（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社
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中央三井バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

中央三井ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）

中央三井アセットマネジメント株式会社

キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ・ファンドＶＡ－１（適格機関投資家専用）

キャピタル・インターナショナル株式会社

ＰＣＡ米国高利回り社債オープン

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

ＰＣＡアジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

ＰＣＡアジア・オセアニア好配当株式オープン（毎月分配型）

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

ＰＣＡアジアオセアニア好配当株式オープン（みずほインベスターズＳＭＡ専用） ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

ＰＣＡインド株式オープン

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

ＰＣＡ国内債券ファンド（国債）追加型Ｉ（適格機関投資家向け）

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

アイエヌジー・日本株式ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

アイエヌジー投信株式会社

アイエヌジー・海外株式ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

アイエヌジー投信株式会社

アイエヌジー・日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

アイエヌジー投信株式会社

アイエヌジー・海外債券ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

アイエヌジー投信株式会社

アイエヌジー・マネープールＶＡ（適格機関投資家専用）

アイエヌジー投信株式会社

スーパー小型株ポートフォリオ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日本株オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・２２５オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ス－パ－アクティブ・オ－プン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日本株・成長力ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日本株グロース・オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・げんきシニアライフ・オ－プン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日経２２５オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日本株式年金ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル株式年金ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル株式年金ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・バリュー株式年金ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・年金プラン３０

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・年金プラン５０

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・年金プラン７０

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ライフビュー・バランスファンド３０（安定型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ライフビュー・バランスファンド５０（標準型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０１０

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０２０

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０３０

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金プラン・ファンド（ターゲット・イヤー型）２０４０

三井住友アセットマネジメント株式会社
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三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣバランスファンド（安定型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣバランスファンド（安定成長型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣバランスファンド（成長型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ国内株式アクティブＳ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ国内債券アクティブ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ外国株式アクティブ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ外国債券アクティブ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金日本債券ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

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株式会社

三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金日本債券インデックス・ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

チャイナ・フロンティアオープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日本債券年金ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・豪ドル債ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・中小型株ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル・リート・オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル好配当株式オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

グローバル３資産ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・インド・中国株オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

世界高金利債券ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

グローバル不動産投信（隔月決算型）

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友・グローバル・リート・プラス

三井住友アセットマネジメント株式会社

三井住友グローバル債券オープン

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金国内株式ＧＡＲＰファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金国内株式バリューファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・国内債券レラティブ・バリュー・ファンド（適格機関投資家専用） 三井住友アセットマネジメント株式会社
ＳＭＡＭ・年金外国株式ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・国内債券インデックス・ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社
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ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・国内株式ファンド“ハープ”

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・国内債券ファンド“フルート”

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金国内債券アクティブファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

日経２２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

日本株式２２５ファンドＶＡ＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ワールド・パッケージＶＡ（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ株４０型（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ株６０型（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ株８０型（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスＶＡ３０Ａファンド＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスＶＡ４５Ａファンド＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスＶＡ６０Ａファンド＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスＶＡ３０Ｂファンド＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスＶＡ４５Ｂファンド＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスＶＡ６０Ｂファンド＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金国内中小型株ファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・アクティブ・セレクト・バランスＶＡ３０＜適格機関投資家専用＞ 三井住友アセットマネジメント株式会社
ＳＭＡＭ・アクティブ・セレクト・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 三井住友アセットマネジメント株式会社
ＳＭＡＭ・アクティブ・セレクト・バランスＶＡ７０＜適格機関投資家専用＞ 三井住友アセットマネジメント株式会社
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

国内債券インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金国内債券パッシブファンド＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・国内株式リサーチ＆集中投資型ファンド＜適格機関投資家限定＞ 三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＫＳＣ・シングルα２００５＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

グローバル・リート・ファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 三井住友アセットマネジメント株式会社
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・年金外国株式パッシブ・ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞ 三井住友アセットマネジメント株式会社
アイエヌジー・グローバルバランスファンドＶＡ（株２５型）（適格機関投資家専用） アイエヌジー投信株式会社
アイエヌジー・グローバルバランスファンドＶＡ（株５０型）（適格機関投資家専用） アイエヌジー投信株式会社
アイエヌジー・グローバルバランスファンドＶＡ（株７０型）（適格機関投資家専用） アイエヌジー投信株式会社
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安田欧州株式ファンド

安田投信投資顧問株式会社

ＣＡ隔月分配ユーロ債券ファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ米国・ユーロ投資適格債ファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ米国・ユーロ高利回り債ファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ グラン・チャイナ・ファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡりそなインドファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ外国債券ファンドＶＡ（為替ヘッジ付き、適格機関投資家専用）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ外国債券ファンドＶＡ（為替ヘッジなし、適格機関投資家専用）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ外国債券ファンドＶＡＴ（適格機関投資家限定）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ外国株式ファンドＶＡＴ（適格機関投資家限定）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡりそな グローバル・ブランド・ファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ外国株式ファンドＶＡＨ（適格機関投資家限定）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＣＡ米国・ユーロ投資適格債ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ＪＦアジア・成長株・ファンド

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ピムコ世界債券ファンド（適格機関投資家私募）

ピムコジャパンリミテッド

ピムコ・海外債券ファンド（適格機関投資家専用）

ピムコジャパンリミテッド

ピムコ グローバル債券ファンド

ピムコジャパンリミテッド

年金日本株ファンド＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

年金国内債券ファンド＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

日本株アクティブファンド＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上日本株アクティブファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上日本株ＴＯＰＩＸファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・国内債券ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・外国株式ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・外国債券ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・未来設計ファンド１

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・未来設計ファンド２

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・未来設計ファンド３

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・未来設計ファンド４

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・未来設計ファンド５

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・日本株式

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・外国株式

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・外国債券

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・バランス３０

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・バランス５０

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・バランス７０

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・日本債券

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上セレクション・物価連動国債

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東京海上・物価連動国債ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ日本株マーケット・ニュートラル・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 東京海上アセットマネジメント投信株式会社
ＴＭＡ日本小型株ファンド＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社
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ＴＭＡ国内株式マ－ケット・ニュ－トラル・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡバランス２５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡバランス５０ＶＡ〈適格機関投資家限定〉

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡバランス７５ＶＡ〈適格機関投資家限定〉

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ外国債券インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ日本株式インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ外国株式インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ日本債券インデックスＶＡ＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

ＴＭＡ東海３県日本株式ＶＡ＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東海３県ファンド

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

東海３県ファンド（確定拠出年金）

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

安田日本株式ファンド

安田投信投資顧問株式会社

安田日本債券ファンド

安田投信投資顧問株式会社

安田外国債券ファンド

安田投信投資顧問株式会社

安田アメリカ株式ファンド

安田投信投資顧問株式会社

安田ライフプランファンド２０

安田投信投資顧問株式会社

安田ライフプランファンド５０

安田投信投資顧問株式会社

安田ライフプランファンド７０

安田投信投資顧問株式会社

トヨタＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

トヨタアセットマネジメント株式会社

トヨタグループ株式ファンド

トヨタアセットマネジメント株式会社

トヨタアセット配当フォーカスオープン

トヨタアセットマネジメント株式会社

ＤＣトヨタグループ株式ファンド

トヨタアセットマネジメント株式会社

ＴＡ中部経済圏株式ファンド

トヨタアセットマネジメント株式会社

トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド

トヨタアセットマネジメント株式会社

トヨタグループ株式ファンドＤＢ（非課税適格機関投資家専用私募）

トヨタアセットマネジメント株式会社

アクティブ日本債券ファンド（非課税適格機関投資家専用）

トヨタアセットマネジメント株式会社

パッシブ外国債券ファンド（非課税適格機関投資家専用）

トヨタアセットマネジメント株式会社

トヨタアセットＤＣ外国債券インデックスファンド

トヨタアセットマネジメント株式会社

トヨタアセット外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

トヨタアセットマネジメント株式会社

パッシブ日本株式ファンド（非課税適格機関投資家専用私募）

トヨタアセットマネジメント株式会社

パン・パシフィック外国債券オープン

安田投信投資顧問株式会社

新成長株ファンド

安田投信投資顧問株式会社

通貨分散外国債券ファンド

安田投信投資顧問株式会社

ＤＣ安田トピックスプラス

安田投信投資顧問株式会社

安田外債日本株ファンド

安田投信投資顧問株式会社

安田日本株バリューアップ・セレクト１００

安田投信投資顧問株式会社

よくわかる投資入門ファンド・安田セレクト（日本）

安田投信投資顧問株式会社

小型株ファンド

安田投信投資顧問株式会社

住信 ジャパン・グロース・ファンド

住信アセットマネジメント株式会社

住信 次世代ファンド

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ＣＢオープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 キャッシュフロー経営評価オープン

住信アセットマネジメント株式会社
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住信 中小型株式オープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 外国債券オープン（毎月決算型）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ＳＲＩ・ジャパン・オープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 チャイナ・リサーチ・オープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ニュー配当利回り株オープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 毎月分配パッケージファンド

住信アセットマネジメント株式会社

住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 エマージング株式オープン

住信アセットマネジメント株式会社

住信 財産四分法ファンド（毎月決算型）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 日本株式ＳＲＩファンド

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん 日本株式インデックスオ－プン

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん 外国株式インデックスオ－プン

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ マイセレクション ２５

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ マイセレクション ５０

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ マイセレクション ７５

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ 日本株式インデックス・オープン

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ 外国株式インデックス・オープン

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ 日本債券インデックス・オープン

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ 外国債券インデックス・オープン

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ ファンダメンタル・バリュ－ファンド

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣ ファンダメンタル・グロ－スファンド

住信アセットマネジメント株式会社

すみしんＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしんＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ジャパン・グロース・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 キャッシュフロー経営評価オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 国内バランス ６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん マイセレクション ５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん マイセレクション ７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん 日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社
すみしん 外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社
すみしん 外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社
住信 国内バランス ６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ロングショート・エクスポージャー・アクティブ型ファンド（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん バランスＡ（２５） ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん バランスＢ （３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社
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すみしん バランスＣ （５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん 世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしん 世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ＴＯＰＩＸオープン（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ１

住信アセットマネジメント株式会社

住信 日本債券ファンド・シリーズ１

住信アセットマネジメント株式会社

住信 Ｊリート・ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）

住信アセットマネジメント株式会社

三菱ＵＦＪ日本株オープン「バリュー５５」

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株オープン「３５」

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン（愛称：ファーブル先生）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪインデックス２２５オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本成長株オープン（愛称：ブルーム）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪトピックスインデックスオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド（安定型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド（安定成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド（成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバリューオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＶ２０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＶ４０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＶ８０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ／メロングローバルバランス

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ／メロングローバルイノベーション（愛称：ニュートン）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国債券オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（１月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（２月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（３月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（４月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（５月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（６月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（７月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（８月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（９月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（１０月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（１１月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

追加型・公社債証券投資信託（１２月設定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ミリオン インデックスポートフォリオ

新光投信株式会社

ミリオン ボンドミックスポートフォリオ

新光投信株式会社

フコク株２５大河

安田投信投資顧問株式会社
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フコク日本株式ファンド

安田投信投資顧問株式会社

フコク日本債券ファンド

安田投信投資顧問株式会社

三菱ＵＦＪトピックスオープン（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株アクティブオープン（確定拠出年金）（愛称：ファーブル先生（確定拠出年金））

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪインデックス２２５オープン（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪプライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪプライムバランス（成長型）（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバランスインカムオープン（毎月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ３資産分散ファンド（毎月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本株プライムニュートラル・ファンド（ラップ向け）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ６資産バランスファンド（成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国債券オープン（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国債券オープン（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪユーロ債券オープン（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ワールド・インカムオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

世界資源株ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

東海ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

フコク株５０大河

安田投信投資顧問株式会社

日本株グロース・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本株バリュー・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本・小型株・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本株スタイル・ミックス・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本株インカム・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株アクティブ・ファンド（愛称：凄腕）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株・スター・ファンド（適格機関投資家用）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株式オープン（愛称：選・人・力）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式２０型

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフプラン２５（愛称：ゆとりずむ２５）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフプラン５０（愛称：ゆとりずむ５０）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフプラン７５（愛称：ゆとりずむ７５）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ海外株式オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ海外債券オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪシステムバリューオープン（愛称：プロフェッサー）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪトピックスオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ海外債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（海外債券）） 三菱ＵＦＪ投信株式会社
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三菱ＵＦＪ欧州債券オープン（３ヵ月決算型）（愛称：四季の恵み（欧州債券）） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）（愛称：花こよみ）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

夢楽章日経平均オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

グローバル・エマージング・ボンド・オープン（愛称：受取物語）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪシステムバリューオープンＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ海外株式オープンＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフプラン５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ海外債券オープンＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ世界バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪトピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭヘッジ付外国債券オープン２（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪトピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＶ２０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＶ４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株アクティブファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭ世界債券オープン（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭグローバル・ボンド・ファンド（適格機関投資家転売制限付）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックスファンド２２５ＶＡ２（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本短期債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープンＡコース

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪチャイナオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）（愛称：ふくふく）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪグローバルバランス（積極型）（愛称：未来地図）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪグローバルバランス（安定型）（愛称：未来地図）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株グロースオープン（愛称：ステージ２１）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＳＪＡＭバリュー・オープン（適格機関投資家転売制限付）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

エコ・パートナーズ（愛称：みどりの翼）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪスタイルセレクト・グロースファンド（愛称：飛躍）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪスタイルセレクト・バリューファンド（愛称：変革）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪスタイルセレクト・ブレンドファンド（愛称：潮流）

三菱ＵＦＪ投信株式会社
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ＢＷマネープールファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ米国債券インカムオープン（愛称：夢咲月）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型）（愛称：夢満債（米ドルコース）） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン（愛称：夢実月）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

豪ドル毎月分配型ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

オーストラリアインカムオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪオーストラリアボンドファンド（毎月分配型）（愛称：夢満債（豪ドルコース）） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

世界ソブリン債券インカムオープン（愛称：夢逢月）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国株式インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ピムコ・エマージング・ボンド・オープンＢコース（為替ヘッジあり）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）（愛称：夢航路）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックスファンド２２５

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックスファンド２２５ＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪグローバルバランスＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株オープン「３５」ＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

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・マネジメント株式会社

ＧＳ日本株式インデックス・プラス

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＧＳグローバル・バランス・ファンド２（適格機関投資家専用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス グローバルＲＥＩＴファンド（少人数私募）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＧＳダイバーシファイド・ベータ・ポートフォリオ（適格機関投資家専用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＧＳ外国株計量運用ポートフォリオ（投資一任契約用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＶＡインデックス・プラスＧＳ日本株計量運用ポートフォリオ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

一寸法師 ゴールドマン・サックス 日本小型／新興株ファンド

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡ 限定為替ヘッジ（確定拠出年金向け） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＧＳグローバル・マーケット・ストラテジー（年１回決算型）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡ限定為替ヘッジ（野村ＳＭＡ向け） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢ 為替ヘッジなし（確定拠出年金向け） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
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・マネジメント株式会社
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ＧＳグローバル・マーケット・ストラテジー（年２回決算型）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢ為替ヘッジなし（野村ＳＭＡ向け） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＧＳ・日本株ファンド（愛称 牛若丸）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

バラエティ・オープン

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ＧＳ・日本株ファンド（自動けいぞく）（愛称 牛若丸（自動けいぞく））

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ダ・ヴィンチ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンＦ（適格機関投資家専用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンＦＶＡ（適格機関投資家専用） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡ（限定為替ヘッジ）ＶＡ（適格機関投資家専用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンＦＢ（適格機関投資家専用） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ＧＳ 外国債券コア・ファンド（投資一任契約用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＦ（適格機関投資家専用）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＦＶＡ（適格機関投資家専用） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資家専用） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ダ・ヴィンチ ＶＡ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ダ・ヴィンチ ＶＡ２

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＶＡ 牛若丸ＧＳ日本株ファンド

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

米ドル・マネー・ファンドＶＡ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ＤＣ ガリレオ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ガリレオ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

日興・ＧＳ世界ソブリン・ベビーファンド

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（愛称 妖精物語）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ＧＳ 日本株・プラス（円コース）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

外国債券ファンドＶＡ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭジャパン・アクティブ・ニュートラル（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国債券インデックスファンドＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ外国株式インデックスファンドＶＡ

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪバランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭインデックスファンド２２５ｉ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社
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ＭＵＡＭ日本株マーケットニュートラル・ファンド（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

日本株インカム・オープン（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

トピックスオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＪＡＳＤＡＱオープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日経２２５オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ日本株ファンド（愛称：夢日本）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ国内バランス２０（愛称：夢列島２０）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（安定型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（安定成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪライフ・バランスファンド（積極型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪターゲット・イヤーファンド２０２０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪターゲット・イヤーファンド２０３０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪターゲット・イヤーファンド２０４０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（安定成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ライフ・バランスファンド（積極型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞海外債券オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

フコク株７５大河

安田投信投資顧問株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤーファンド２０２０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤーファンド２０３０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤーファンド２０４０

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞日本株αファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞日本債券ファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞海外株式オープン

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞日本株オープン「３５」

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞グローバルバランス２０型（愛称：＜ＤＣ＞未来地図２０型） 三菱ＵＦＪ投信株式会社
三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞グローバルバランス４０型（愛称：＜ＤＣ＞未来地図４０型） 三菱ＵＦＪ投信株式会社
三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞グローバルバランス６０型（愛称：＜ＤＣ＞未来地図６０型） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＤＣ国内債券インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社
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特例投資信託の一覧
銘柄正式名称

発行者名称

Ｊオープン（店頭・小型株）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

グローバル・ボンド・ニューマーケット（毎月決算型）（愛称：星こよみ）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・プラス

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭ米国債券オープン（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＳＭＡＭ・年金外国債券ファンド（適格機関投資家専用）

三井住友アセットマネジメント株式会社

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド（愛称：メイフラワー号） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープン

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

フランクリン・テンプルトン 日本株オープン（愛称：日本丸）

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

フランクリン・テンプルトン・ジャパン・オープン ＶＡ（適格機関投資家専用） フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

農中ＵＳ債券オ－プン

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

世界６資産アクティブ・バランス・ファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭロングショート型私募ファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・アグリゲート・ボンド・ファンド（適格機関投資家限定） 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
たんぎん世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ ターゲット・ジャパン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧターゲット・ジャパン・ファンド

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 中国株ファンド

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ ロシア東欧株ファンド

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

りそな・小型株ファンド

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

りそな・ＴＯＰＩＸオープン

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

りそな・日経２２５オープン

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

りそな・バリュー＆グロース

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 世界好配当株式ファンド（毎月分配型）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 日経２２５インデックス・オープン（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 日本債券インデックスＶＡ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ ターゲット・ジャパン・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

りそな・日経２２５オープンＶＡ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 日本債券インデックスＶＡＴ（適格機関投資家限定）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 日本株式インデックスＶＡＴ（適格機関投資家限定）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ ターゲット・ジャパン・ファンド（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＳＧ 世界好配当株式ＶＡ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

日経２２５ノーロードオープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ハイブリッド・セレクション

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＬ日本株式オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ成長株オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国内株オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ日本株式オープン＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
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発行者名称

ＤＩＡＭジャパン・セレクション＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

丸和日本株オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

新日鉄グループ株式オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

みずほ日本株アクティブ・オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ドルマネーファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ外国株式オープン＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替へッジなし）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ中国関連株オープン

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜ＤＣ年金＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

バランス物語３０（安定型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

バランス物語５０（安定・成長型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

バランス物語７０（成長型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

自然環境保護ファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン（毎月分配型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＭＵＩ年金国内債券ファンド（適格機関投資家向け）

ＭＵ投資顧問株式会社

ＭＵＩ年金国内株式市場指向型ファンド（適格機関投資家向け）

ＭＵ投資顧問株式会社

ＭＵＩ国内短期社債ファンド・ハニーツー（適格機関投資家向け）

ＭＵ投資顧問株式会社

ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

日本株インデックスファンド２２５

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

国内株式アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

国内債券アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

国内株式パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

国内中小型株式アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

国内株式エンハンスト・インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
国内株式アクティブ市場型ファンド＜適格機関投資家限定＞
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ＤＩＡＭ日経２２５インデックスファンドＶＡ

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

国内株式パッシブ・ファンド－日経２２５型－（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ日経２２５型パッシブ・ファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ ＤＲＣ日本株アクティブ私募ファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

外国株式アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

外国債券アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

外国債券私募オープン（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポートＶＡ（ヘッジなし）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

アジア株式ファンド（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭフルヘッジ外国債券（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

為替リスクコントロール型外債ファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ高格付インカム私募オープン（３ヵ月決算コース）（適格機関投資家向け） 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭドルマネー私募ファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ１（安定型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ２（安定・成長型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭライフサイクル・ファンドＶＡ３（成長型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス物語３０ＶＡ（安定型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス物語５０ＶＡ（安定・成長型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランス物語７０ＶＡ（成長型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤバランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

中小型成長株ファンド・ネクストジャパン

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社
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発行者名称

ＪＡ ＴＯＰＩＸオ－プン

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＪＦ新成長株オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＨＳＢＣ ＢＲＩＣＳ オープン

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ 新ＢＲＩＣＳ ファンド

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ チャイナ オープン

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ月決算型）

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ インド オープン

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＨＳＢＣ ブラジル オープン

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＪＰＭグロ－バル・ＣＢ・オ－プン’９５

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

農中日経２２５オ－プン

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ニュージャパン・インデックス・ファンド（ＤＣ年金）

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

ＪＦ中小型株オ－プン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・米国短期債ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・ユーロ短期債ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・世界債券ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・グローバル債券ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・グローバル株式ファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・米ドル毎月分配型ファンド

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・ユーロ毎月分配型ファンド

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・米国債券コア・プラスＦＣ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・米国債券コア・プラスＦＤ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・米国債券コア・プラスＦ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＬＭ・米国債券コア・プラスＦＶＡ（適格機関投資家専用）

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＦアジアファンドシリーズ（ＪＦグレーター・チャイナ・オープン）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

欧州債券・通貨分散型ファンド（毎月分配型）

ビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント株式会社

株式オープン

国際投信投資顧問株式会社

システム・オープン

国際投信投資顧問株式会社

ユーロ・ソブリン・オープン

国際投信投資顧問株式会社

Ｊ・エクイティ

国際投信投資顧問株式会社

Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン（ＤＣ年金）

国際投信投資顧問株式会社

マイ・インデックス・オープン２２５ ＶＡ（適格機関投資家専用）

国際投信投資顧問株式会社

Ｊ・エクイティ ＶＡ（適格機関投資家専用）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

国際投信投資顧問株式会社

ユーロ・ソブリン・オープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

国際投信投資顧問株式会社

エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）

国際投信投資顧問株式会社

インデックス・タイプ（ミリオン）

国際投信投資顧問株式会社
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銘柄正式名称

発行者名称

バランス・タイプ（ミリオン）

国際投信投資顧問株式会社

マイ・インデックス・オープン２２５

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

ユーロランド・ソブリン・インカム

国際投信投資顧問株式会社

ジャパニーズ・ドリーム・オープン

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル株式インカム（毎月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

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）

国際投信投資顧問株式会社

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）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

国際投信投資顧問株式会社

いちよし 公開ベンチャー・ファンド

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン ＶＡ２ （適格機関投資家専用）

国際投信投資顧問株式会社

グローバル・ソブリン・オープン ＶＡ３ （適格機関投資家専用）

国際投信投資顧問株式会社

ジャパン・ソブリン・オープン

国際投信投資顧問株式会社

ワールド・リート・オープン （毎月決算型）

国際投信投資顧問株式会社

ワールド短期ソブリンオープン

国際投信投資顧問株式会社

国際のＭＲＦ （マネー・リザーブ・ファンド）

国際投信投資顧問株式会社

ＳＧ日本株式インデックスＶＡＩ（適格機関投資家専用）

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

ＡＡＡソブリン・ファンド

コメルツ投信投資顧問株式会社

ＪＦ日本株・アクティブ・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＦアジア株・アクティブ・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ハイパーバランスオープン

新光投信株式会社

ジャパンニューエイジオープン

新光投信株式会社

コア３０インデックス

新光投信株式会社

日本株オープン新潮流

新光投信株式会社

ブランドエクイティ

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 １月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ２月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ３月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ４月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ５月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ６月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ７月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ８月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 ９月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 １０月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 １１月号

新光投信株式会社

グリーン公社債投信 １２月号

新光投信株式会社

財形株投 （一般財形３０）

新光投信株式会社

財形株投 （一般財形５０）

新光投信株式会社
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発行者名称

財形株投 （年金・住宅財形３０）

新光投信株式会社

インデックス マネジメント ファンド ２２５

新光投信株式会社

ニュー トピックス インデックス

新光投信株式会社

ディープバリュー株オープン

新光投信株式会社

ファンド“メガ・テック”

新光投信株式会社

日本実力株ファンド

新光投信株式会社

海外国債ファンド

新光投信株式会社

インデックス マネジメント ファンド ２２５（ＤＣ年金）

新光投信株式会社

日本実力株ファンド （ＤＣ年金）

新光投信株式会社

海外国債ファンド（３ヵ月決算型）

新光投信株式会社

海外投資適格社債ファンド

新光投信株式会社

新光小型株オープン

新光投信株式会社

Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ

新光投信株式会社

新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン

新光投信株式会社

新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン

新光投信株式会社

海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジなし）

新光投信株式会社

海外物価連動国債ファンド（為替ヘッジあり）

新光投信株式会社

新光ピクテ世界インカム株式ファンド（毎月決算型）

新光投信株式会社

新光日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）

新光投信株式会社

新光日本債券インデックスファンド（ＤＣ年金）

新光投信株式会社

新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（ＤＣ年金）

新光投信株式会社

新光ジャパンオープン２

新光投信株式会社

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

新光投信株式会社

瀬戸内４県ファンド

新光投信株式会社

ニュー トピックス インデックス（変額年金）

新光投信株式会社

ディープバリュー株オープン（変額年金）

新光投信株式会社

海外国債ファンド（変額年金）

新光投信株式会社

インデックス マネジメント ファンド ２２５（変額年金）

新光投信株式会社

（適格機関投資家向け私募）日本株バリューマルチマネージャーファンド 新光投信株式会社
新光ジャパンオープン（変額年金）

新光投信株式会社

新光小型株オープン（変額年金）

新光投信株式会社

新光外国株式インデックスＶＡ

新光投信株式会社

新光日本債券インデックスＶＡ

新光投信株式会社

（適格機関投資家向け）ショートデュレーション・インカム・ファンド

新光投信株式会社

（適格機関投資家私募）インデックス２２５（３ヵ月決算型）

新光投信株式会社

（適格機関投資家私募）インデックス２２５

新光投信株式会社

太陽ミリオン（太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ）

新光投信株式会社

太陽ミリオン（太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ）

新光投信株式会社

太陽財形株投 太陽一般財形 ３０

新光投信株式会社

太陽財形株投 太陽一般財形 ５０

新光投信株式会社

太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０

新光投信株式会社

新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

新光投信株式会社

公社債投信 １月号

新光投信株式会社
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公社債投信 ２月号

新光投信株式会社

公社債投信 ３月号

新光投信株式会社

公社債投信 ４月号

新光投信株式会社

公社債投信 ５月号

新光投信株式会社

公社債投信 ６月号

新光投信株式会社

公社債投信 ７月号

新光投信株式会社

公社債投信 ８月号

新光投信株式会社

公社債投信 ９月号

新光投信株式会社

公社債投信 １０月号

新光投信株式会社

公社債投信 １１月号

新光投信株式会社

公社債投信 １２月号

新光投信株式会社

新光ピュア・インド株式ファンド

新光投信株式会社

新光７資産バランスファンド

新光投信株式会社

ラッセル 日本債券ファンド ＩＩ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 日本株式ファンド Ｉ－２

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 外国株式ファンド Ｉ－２

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 日本株式ファンド ＩＩ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 外国債券ファンド ＩＩ Ａコース （為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 日本債券ファンド ＩＩＩ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 日本株式マルチ・マネージャー・ファンド （確定拠出年金向け） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社
ラッセル 外国債券ファンド ＩＩＩ Ａコース （為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 日本小型株ファンド Ｉ－２ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド （確定拠出年金向け） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社
ラッセル 外国債券ファンド ＩＩＩ Ｂコース（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定型

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル グローバル・バランス・ファンド 安定・成長型

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル グローバル・バランス・ファンド 成長型

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

損保ジャパン国内株式ファンド（適格機関投資家専用）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン国内債券ファンド（適格機関投資家専用）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン事業債・ＲＭＢＳファンド（適格機関投資家専用）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ＳＪＡＭバリューファンド（適格機関投資家専用）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ＪＦペンション・ファンド国内株式ポートフォリオ（適格機関投資家限定）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

Ｂａｙｖｉｅｗ 日本株ロングショート ファンド Ｙ－１（一般投資家私募）

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

Ｂａｙｖｉｅｗ 日本株ロングショート ファンド Ａ（一般投資家私募）

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

日本株アクティブ・プラス ファンド ＡＳ（一般投資家私募）

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

日本株アクティブ・プラス ファンド ＡＹ－１（一般投資家私募）

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社
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ニッセイＴＯＰＩＸオープン

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標準型）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ国内債券インデックス

ニッセイアセットマネジメント株式会社

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株式会社

ＤＣニッセイ国内株式アクティブ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル債券

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＤＣニッセイ国内債券アクティブ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

ニッセイＪ－ＲＥＩＴファンド（２ヵ月決算型）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

ＤＣ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株式会社

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株式会社

ＤＣニッセイバランスアクティブ

ニッセイアセットマネジメント株式会社

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株式会社

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオ－プン

ニッセイアセットマネジメント株式会社

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株式会社

ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（標準型）ＶＡ（適格機関投資家専用）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内株式パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内債券アクティブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ外国債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内株式アクティブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ外国株式アクティブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ外国債券アクティブＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パトナム・グローバル債券ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社
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ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パトナム・米国インカムオープンＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ日経２２５インデックスファンド（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ外国債券アクティブＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ変動利付国債ＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ日本セレクトファンドＩＩ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内株式エンハンスト・インデックスＤＢ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ／パナゴラ・外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パナゴラ・外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ／パナゴラ・グローバル株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ日本インカムファンド

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ニッセイ国内公社債クレジット特化型ＤＢ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ＪＡ日本株式ファンド

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＪＡ日本債券ファンド

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン日本株オープン

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン・グリーン・オープン

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン日本株ファンド

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン日本債券ファンド

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン外国債券ファンド

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング２０

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング３０

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング４０

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング５０

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

ハッピーエイジング６０

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン日本株オープン（ＤＣ年金）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン－Ｓ＆Ｐ拡大中国株投信

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパンＳＲＩオープン

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

みずほ好配当日本株オープン

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

好配当ジャパン・オープン

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

損保ジャパン－フォルティス・トルコ株式オープン

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社

適格機関投資家私募 アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ ［Ｐ］ アライアンス・バーンスタイン株式会社
適格機関投資家私募 アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ －Ｐ２

アライアンス・バーンスタイン株式会社

適格機関投資家私募 アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ －Ｐ３

アライアンス・バーンスタイン株式会社

ラッセル 日本株式ファンド Ｉ－３ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 外国株式ファンド ＩＩ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社
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ラッセル 外国債券ファンド ＩＩ Ｂコース （為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 日本債券ファンド Ｉ－１ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 外国株式ファンド Ｉ－４ Ａ （為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

富士スリーウェイオープン

富士投信投資顧問株式会社

富士ＴＯＰＩＸオープン

富士投信投資顧問株式会社

富士日本成長株オープン

富士投信投資顧問株式会社

富士日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞

富士投信投資顧問株式会社

Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース

富士投信投資顧問株式会社

Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞

富士投信投資顧問株式会社

みずほ好配当世界株オープン

富士投信投資顧問株式会社

みずほウェルズファーゴエマージング株式オープン

富士投信投資顧問株式会社

きらやかグローバル好配当株式オープン

富士投信投資顧問株式会社

北都好配当グローバル株式オープン

富士投信投資顧問株式会社

国内株式アクティブ・年金型（非課税適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

富士ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

富士日本成長株ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

絶対収益追求型国内株式ファンド（適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

国内株式Ｌ＆Ｓファンド（適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

絶対収益追求型中小型バリュー株式ファンド（適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

ＪＡ海外株式ファンド

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ニッセイ／ＡＥＷ・米国リートファンドＩ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

日本投信委託株式会社

ミリオン（従業員積立投資プラン）ボンドミックスポートフォリオ

日本投信委託株式会社

日本グロースオープン

日本投信委託株式会社

日本株式ファンドＩ－ＴＥＣＨ

日本投信委託株式会社

日本インデックスオープン２２５

日本投信委託株式会社

日本新生ファンド（愛称：ライジングパワー）

日本投信委託株式会社

日本インデックス２２５ＤＣファンド

日本投信委託株式会社

ワールド・ソブリンインカム（愛称十二単衣）

日本投信委託株式会社

ワールド・リート・セレクション（米国）（愛称十二絵巻）

日本投信委託株式会社

チャイナ・ロード（愛称西遊記）

日本投信委託株式会社

日本中小型ディスカバーオープン

日本投信委託株式会社

日本Ｊリートオープン（毎月分配型）

日本投信委託株式会社

グローバル・リート・セレクション

日本投信委託株式会社

日本好配当リバランスオープン

日本投信委託株式会社

ワールド・リート・セレクション（米国） 為替ヘッジあり（愛称十二絵巻為替ヘッジあり） 日本投信委託株式会社

日本ＳＲＩオープン（愛称絆（きずな））

日本投信委託株式会社

三重県応援ファンド

日本投信委託株式会社

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

日本投信委託株式会社

日本バリュースターオープン（愛称経営進化論）

日本投信委託株式会社

福井県応援ファンド

日本投信委託株式会社

日本好配当割安株オープンＩＩ（愛称竹取物語）

日本投信委託株式会社

ＤＣワールド・ソブリンインカム

日本投信委託株式会社
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ＤＣグローバル・リート・セレクション

日本投信委託株式会社

香川県応援ファンド

日本投信委託株式会社

日本財形給付金ファンド

日本投信委託株式会社

ミリオンインデックスポートフォリオ

日興アセットマネジメント株式会社

ミリオンバランスポートフォリオ

日興アセットマネジメント株式会社

日興ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

日興アセットマネジメント株式会社

キャピタルオープン

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンドＴＳＰ

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 １月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ２月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ３月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ４月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ５月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ６月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ７月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ８月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 ９月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 １０月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 １１月号

日興アセットマネジメント株式会社

公社債投信 １２月号

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド２２５

日興アセットマネジメント株式会社

財形給付金ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

日興・メロン・グローバル・カレンシー・ファンド２００４－０１

日興アセットマネジメント株式会社

日興・メロン・グローバル・カレンシー・ファンド２００４－０２

日興アセットマネジメント株式会社

日興・メロン・グローバル・カレンシー・ファンド２００４－０７

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

低位株オープン

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

日興エボリューション

日興アセットマネジメント株式会社

日興ＢＲＩＣｓ株式ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ 日本株コア・ニュートラル（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ インデックスファンドＴＯＰＩＸ（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

利益還元成長株オープン

日興アセットマネジメント株式会社

日興アクティブバリュー

日興アセットマネジメント株式会社

日興エコファンド

日興アセットマネジメント株式会社

財形株投（一般財形３０）

日興アセットマネジメント株式会社

財形株投（一般財形５０）

日興アセットマネジメント株式会社

財形株投（年金・住宅財形３０）

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド２２５ ＶＡ（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社
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日本株マーケット・ニュートラル（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ インデックスファンド２２５（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 インデックスファンドＴＯＰＩＸ

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 インデックスファンド２２５

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 アクティブ・ダイナミクス

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 Ｊグロース

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 エコファンド

日興アセットマネジメント株式会社

ＴＯＰＩＸインデックスファンド（個人型年金向け）

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

チャイナランド株式ファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

日興ワールドＲＥＩＴファンド

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

日興・ＣＳ世界高配当株式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株式会社

日興ＡＭ中国Ａ株ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

日興ＡＭ中国Ａ株ファンド２

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

ＰＦ ストラテジックＣＢ（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００４－０９

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００５－０３

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００５－０４

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００５－０６

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００５－０７

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００５－１０

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００５－１１

日興アセットマネジメント株式会社

日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート２００６－０１

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

日本ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

日本投信委託株式会社

日本好配当割安株オープン（一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付） 日本投信委託株式会社

Ｗソブリン毎月分配型（一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付） 日本投信委託株式会社
ソブリンオープン（適格機関投資家専用）

日本投信委託株式会社

ラッセル 外国債券ファンド Ｉ－２ （適格機関投資家限定）

ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

ラッセル 外国株式ファンド Ｉ－４ Ｂ （為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券ＦＣ（適格機関投資家専用）

アライアンス・バーンスタイン株式会社

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券ＦＤ（適格機関投資家専用）

アライアンス・バーンスタイン株式会社

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド（適格機関投資家専用） アライアンス・バーンスタイン株式会社
適格機関投資家私募 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－Ｐ１

アライアンス・バーンスタイン株式会社

ブラックロック日本小型株ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

ブラックロック・ジャパン株式会社

適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・ジャパン・スタイル・ブレンド・ファンド－Ｐ１

アライアンス・バーンスタイン株式会社
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アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドＢ（適格機関投資家専用）

アライアンス・バーンスタイン株式会社

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券Ｐ－Ｈ（適格機関投資家専用） アライアンス・バーンスタイン株式会社
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・バーンスタイン株式会社
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・バーンスタイン株式会社

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・バーンスタイン株式会社
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・バーンスタイン株式会社

アライアンス・ハイ・イールド・オープン

アライアンス・バーンスタイン株式会社

シュローダー日本株式オープン

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー日本ファンド

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー日本ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダーＤＣアクティブ日本株式

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダーＤＣアクティブ外国株式

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー年金運用ファンド日本株式

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー年金運用ファンド日本債券

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー日本ファンド（確定拠出年金向け）

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー日本株式オープンＶＡ（適格機関投資家専用）

シュローダー投信投資顧問株式会社

日興・シュローダー日本株バリューアップ・ファンド（適格機関投資家専用） シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダー・マイクロ日本株ファンド（適格機関投資家専用）

シュローダー投信投資顧問株式会社

ピクテ欧州ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ欧州ファンド Ｂコース （為替ヘッジなし）

ピクテ投信投資顧問株式会社

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株式会社

ピクテ・バイオテック・ファンド

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・バイオテック・ファンド（為替ヘッジなしコース）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランスＺ（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープンＶＡーＰ（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープンＶＡーＩ（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープンＶＡーＣ（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ヨーロピアン・オープン

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・グローバル・エマージング株式ファンドＶＡ－１（適格機関投資家専用） ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド

ピクテ投信投資顧問株式会社

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株式会社

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド（３ヶ月決算型）

ピクテ投信投資顧問株式会社

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株式会社

ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヶ月決算型）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン（毎月決算型）為替ヘッジなし

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン（毎月決算型）為替ヘッジコース

ピクテ投信投資顧問株式会社

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株式会社

ピクテ・グローバル・公益株ファンド（適格機関投資家専用）

ピクテ投信投資顧問株式会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（適格機関投資家専用

ピクテ投信投資顧問株式会社

アライアンス・グローバル・ハイ・インカム・オープンポートフォリオＡ（為替ヘッジなし） アライアンス・バーンスタイン株式会社
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アライアンス・グローバル・ハイ・インカム・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり）

アライアンス・バーンスタイン株式会社

アライアンス・グローバル・インカム・ファンド

アライアンス・バーンスタイン株式会社

アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

店頭株グロース・オープン

日興アセットマネジメント株式会社

ＢＲワールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし）

ブラックロック・ジャパン株式会社

ＢＲワールド・ボンド・ファンド（為替ヘッジあり）

ブラックロック・ジャパン株式会社

ＢＲ日本株式ファンド

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック・ワールド・ボンド・ファンド ＶＡ

ブラックロック・ジャパン株式会社

ＪＡ海外債券ファンド

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

アクサ ローゼンバーグ・日本株式ファンド（Ａ）（適格機関投資家私募）

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

アクサ ローゼンバーグ・日本バリュー株式ファンド（Ｂ）（適格機関投資家私募） アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

アクサ ローゼンバーグ・日本債券ファンド（Ｂ）（適格機関投資家私募） アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社
アクサ ローゼンバーグ・日本円マネー・プール・ファンド（Ｂ）（適格機関投資家私募） アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社
アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド安定型（Ｂ）（適格機関投資家私募） アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社
アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド安定成長型（Ｂ）（適格機関投資家私募）

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

アクサ ローゼンバーグ・ライフ・ソリューション・ファンド成長型（Ｂ）（適格機関投資家私募） アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

アクサ ローゼンバーグ・欧州株式ファンド（Ａ）（適格機関投資家私募）

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

アクサ ローゼンバーグ・米国株式ファンド（Ａ）（適格機関投資家私募）

アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社

ＪＡ資産設計ファンド（安定型）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ウォーバーグ・ピンカス日本成長株ファンド

クレディ・スイス投信株式会社

ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン・グロース・ファンド

クレディ・スイス投信株式会社

ウォーバーグ・ピンカス日本小型株ファンド

クレディ・スイス投信株式会社

クレディ・スイス・ジャパン・オープン

クレディ・スイス投信株式会社

クレディ・スイス・グローバル・ボンド・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） クレディ・スイス投信株式会社
クレディ・スイス・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）

クレディ・スイス投信株式会社

クレディ・スイス世界バランス・ファンド（適格機関投資家専用）

クレディ・スイス投信株式会社

富士グローバル・アクティブ・オープン

富士投信投資顧問株式会社

富士ＵＳインカムオープンＡコース

富士投信投資顧問株式会社

富士ＵＳインカムオープンＢコース

富士投信投資顧問株式会社

富士ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）

富士投信投資顧問株式会社

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）

富士投信投資顧問株式会社

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）

富士投信投資顧問株式会社

絶対収益追求型海外債券ファンド（適格機関投資家専用）

富士投信投資顧問株式会社

ＪＡ資産設計ファンド（成長型）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

みずほＵＳハイイールドファンド＜ＤＣ年金＞

富士投信投資顧問株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

朝日ライフ ＤＣ日経平均ファンド

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

朝日ライフ 年金国内株式ファンド ボトムアップ（適格機関投資家専用） 朝日ライフアセットマネジメント株式会社
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朝日ライフ 年金国内債券ファンド アクティブ（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

朝日ライフ 年金国内株式ファンド クオンツ・アクティブ（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

ＡＬＡＭＣＯ 年金バランス・ファンド（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

ＡＬＡＭＣＯ ２００２（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

ＡＬＡＭＣＯ 年金グローバル バリュー株ファンド（適格機関投資家専用） 朝日ライフアセットマネジメント株式会社

ＡＬＡＭＣＯ 年金グローバル ボンドファンド（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

ＡＬＡＭＣＯ ボトムアップ・セレクト（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

ＡＬＡＭＣＯ 年金ボトムアップ・セレクト（適格機関投資家専用）

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

世界８資産ファンド 分配コース

富士投信投資顧問株式会社

世界８資産ファンド 成長コース

富士投信投資顧問株式会社

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・ストリート投信投資顧問株式会社

ＪＦ日本中小型株ファンド

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

世界８資産ファンド 安定コース

富士投信投資顧問株式会社

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株式会社

ＧＴグローバル インベストメント・オープン

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ・ファンド

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ 欧州エクイティファンド

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ日本中小型株ファンド２００３（適格機関投資家私募投信）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ インカムセレクトファンド

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ 海外株式オープン

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ海外債券オープンＶＡ１（適格機関投資家私募投信）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ海外債券オープンＶＡ２（適格機関投資家私募投信）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコハイインカム（高利回り株式）α ファンド（適格機関投資家私募投信） インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコＰＦ日本中小型株ファンド２（適格機関投資家私募投信）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ店頭・成長株オープンＶＡ１（適格機関投資家私募投信）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ バンク・ローン・ファンド３（適格機関投資家私募投信）

インベスコ投信投資顧問株式会社

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン

インベスコ投信投資顧問株式会社

ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Ａコース

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック・ゴールド・メタル・オープン Ｂコース

ブラックロック・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

ＪＡ資産設計ファンド（積極型）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

シュローダー日本ファンド（野村ＳＭＡ向け）

シュローダー投信投資顧問株式会社

シュローダーＰＦ日本債券ファンド（適格機関投資家向け）

シュローダー投信投資顧問株式会社

ブラックロック欧州株式オープン

ブラックロック・ジャパン株式会社
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ブラックロック日本株式オープン

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック日本小型株オープン

ブラックロック・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

ブラックロック世界バランス・ファンド

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

ブラックロック・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

ブラックロック・インド株ファンド

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック拡大欧州株式ファンド

ブラックロック・ジャパン株式会社

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・ジャパン株式会社

アライアンス・グローバル・ボンド・ファンド Ｉ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

アライアンス・グローバル・グロース・オポチュニティーズ Ｉ

アライアンス・バーンスタイン株式会社

ＪＦ・Ｅ－フロンティア・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ステート・ストリートＤＣ外国株式インデックス・オープン

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＪＦザ・ジャパン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ステート・ストリートＤＣ外国債券インデックス・オープン

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

さわかみファンド

さわかみ投信株式会社

ＪＦヨーロッパ．ｃｏｍオープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ありがとうファンド

ありがとう投信株式会社

ＪＡス－パ－トピックス私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＪＦ中小型株・アクティブ・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＮＺＡＭ ＭＢＳ私募ファンドＡコ－ス（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

モルガン・スタンレーＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー日本株式グロース・ファンド

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・マグナム・ジャパン・バリュー・オープン

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・ジャパン・グロース・ファンド

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

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

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンド

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー世界株式オープンＡコース（為替ヘッジあり）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー世界株式オープンＢコース（為替ヘッジなし）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・グローバル・バリュー・エクイティ・オープンＶＡ（適格機関投資家専用） モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
非課税適格機関投資家限定モルガン・スタンレー・グローバル・フランチャイズ・ファンド（年金専用） モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレーＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンドＩ（適格機関投資家専用） モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
非課税適格機関投資家限定モルガン・スタンレー・グローバル・フランチャイズ・ファンド（為替ヘッジあり）（年金専用）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

非課税適格機関投資家限定モルガン・スタンレー・グローバル・リアル・エステート・ファンド（為替ヘッジあり）（年金専用）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー欧州／中東／アフリカ新興国株ファンド（適格機関投資家限定）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー世界株式オープンＶＡ（適格機関投資家専用）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・グローバル・ボンド・オープン ＶＡ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
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モルガン・スタンレー・ラテン・アメリカ新興国株ファンド（適格機関投資家限定） モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

モルガン・スタンレー・インド株ファンド（適格機関投資家限定）

モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社

ＨＳＢＣ チャイナ ファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

ＨＳＢＣ投信株式会社

ＪＰＭ日本株・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型）

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社

ＵＢＳ ＤＣ海外株式ファンド

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社

ＵＢＳニュ－・メジャ－・バランス・ファンド（毎月分配型）

ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社

積立て株式ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

レインボーファンド（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株式会社

株式インデックス２２５

野村アセットマネジメント株式会社

ミリオン（インデックス ポートフォリオ）

野村アセットマネジメント株式会社

ミリオン（バランス ポートフォリオ）

野村アセットマネジメント株式会社

ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ１０００私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ１０００オプティ私募（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンド（年金１）〈適格機関投資家限定〉 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

スーパーバランス（毎月分配型）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー日本株式リサーチオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ日本株式リサーチオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー・グローバルバランスオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー外国債券オープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー日本債券オープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー外国債券オープン（毎月分配型）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

グローバル・インカム・プラス（毎月分配型）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

ミリオン（従業員積立投資プラン）フィナンシャルミックスポートフォリオ

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣハートフルライフ（プラン３０）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣハートフルライフ（プラン５０）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣハートフルライフ（プラン７０）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＴＯＰＩＸオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣグローバルバランスオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ日本債券オープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ外国株式リサーチオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ外国債券オープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ日本株式アルファオープン

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＤＣ日本株式アクティブ・ポートフォリオ

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー外国株式Ｐファンド（非課税適格機関投資家専用）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー日本株式Ｐファンド（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー外国債券Ｐファンド（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー日本債券Ｐファンド（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー日本株式アルファＰファンド（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナー外国株式コア・グロースＰファンド（非課税適格機関投資家専用） 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＶＡ日本株式オープン（適格機関投資家私募）
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明治ドレスナーＶＡハートフルライフ３０（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＶＡハートフルライフ５０（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＶＡ外国債券オープン（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

明治ドレスナーＶＡ・ＴＯＰＩＸオープン（適格機関投資家私募）

明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社

ＪＰＭ外国株式ＲＥＩ・ファンド（非課税適格機関投資家限定）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

いちよしグロース１

メロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社

メロン中小型成長株ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

メロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社

野村メロン先進国ＡＢＣファンド・オープン（少人数私募（適格機関投資家限定分付））

メロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社

スパークスジャパンエクイティファンド

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

エス・ビー・日本株オープン２２５

大和住銀投信投資顧問株式会社

エス・ビー・日本債券ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ外国株式ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ外国債券ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ日本株式ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ日本債券ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース（ヘッジあり）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース（ヘッジなし）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本グロース株ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

大和住銀投信投資顧問株式会社

エマージング債券ファンド（毎月分配型）

大和住銀投信投資顧問株式会社

Ｔ．ロウ・プライス ＵＳインカムファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

Ｊ－ＳＴＯＣＫ アクティブ・オープン

大和住銀投信投資顧問株式会社

チャイナ騰飛（チャイナ・エクイティ・オープン）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本小型株ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

グローバル好配当株オープン

大和住銀投信投資顧問株式会社

日本好配当株オープン

大和住銀投信投資顧問株式会社

Ｍ＆Ａフォーカス・ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

グローバル・ベスト・ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀ＤＣ国内株式ファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金専用日本株式Ｆ－１（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金専用日本債券Ｆ－１（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金専用日本バリュー株Ｆ－１（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀グローバルバランスファンドＶＡ

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス 外国株式ファンドＶＡ

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金専用日本株ＭＮ（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本バリュー株ファンドＶＡ

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本株ＭＮ－ＩＩ（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀グローバルバランスファンドＳＶＡ

大和住銀投信投資顧問株式会社
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大和住銀外国株式ファンドＭＳＶＡ（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス 外国債券ファンドＶＡ

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金設計ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金設計ファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金設計ファンド７０ＶＡ（適格機関投資家専用）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀中小型バリュー株ファンド（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀年金専用日本ラージキャップ・バリュー株Ｆ－１（適格機関限） 大和住銀投信投資顧問株式会社
大和住銀日本株Ｆ－３（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀日本株ＬＳニュートラル（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀Ｅストックファンド（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀Ｓストックファンド（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀バランスファンド６０（適格機関投資家限定）

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀／Ｔ．ロウ・プライス ＦＯＦｓ用新興国債券ファンド（適格機関投資家専用） 大和住銀投信投資顧問株式会社

ＮＺＡＭ 日本株式ハイインカム私募（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

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株式会社

スーパートレンドオープン

野村アセットマネジメント株式会社

ミリオン（ジャパンドリーム ポートフォリオ）

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

日本低位株ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

アジア オープン

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

米国ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

米国ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

バランスセレクト ３０

野村アセットマネジメント株式会社

バランスセレクト ５０

野村アセットマネジメント株式会社

バランスセレクト ７０

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

野村外国債券インデックスファンド

野村アセットマネジメント株式会社

野村外国株式インデックスファンド

野村アセットマネジメント株式会社

野村国内債券インデックスファンド

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

野村豪州債券ファンド Ｃコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村豪州債券ファンド Ｄコース

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

米欧債券・インカムオープン

野村アセットマネジメント株式会社
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ワールド・ウォーター・ファンド Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

ＪＰＭ日本株マーケットニュートラル（適）（適格機関投資家限定）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ステート・ストリート外国株式インデックス・ファンドＶＡ１〈適格機関投資家専用〉 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
ステ－ト・ストリ－ト外国株式インデックス・ファンドＶＡ２〈適格機関投資家専用〉 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ワールド・ウォーター・ファンド Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日米ＲＥＩＴファンド

野村アセットマネジメント株式会社

野村グローバルＳＲＩ １００

野村アセットマネジメント株式会社

ハイブリッド・インカムオープン

野村アセットマネジメント株式会社

農中日経２２５私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

高利回り社債オープン

野村アセットマネジメント株式会社

世界好配当株投信

野村アセットマネジメント株式会社

高利回り社債オープン・為替ヘッジ

野村アセットマネジメント株式会社

グローバルＲＥＩＴオープン

野村アセットマネジメント株式会社

Ｊ－ＲＥＩＴオープン

野村アセットマネジメント株式会社

日本好配当株投信

野村アセットマネジメント株式会社

好配当日本株式オープン

野村アセットマネジメント株式会社

野村インド株投資

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界不動産投信

野村アセットマネジメント株式会社

スーパーボンドベアオープン ３

野村アセットマネジメント株式会社

世界三資産バランスファンド

野村アセットマネジメント株式会社

北陸・北海道インデックス ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本株戦略ファンド（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本債券オープン（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

世界好配当株投信（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ハイ・イールドボンドオープン Ａコース（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ハイ・イールドボンドオープン Ｂコース（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界ＲＥＩＴファンドＡコース（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界ＲＥＩＴファンドＢコース（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界６資産分散投信（安定コース）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界６資産分散投信（分配コース）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界６資産分散投信（成長コース）

野村アセットマネジメント株式会社

京都・滋賀インデックスファンド

野村アセットマネジメント株式会社

野村小型株オープン

野村アセットマネジメント株式会社

リサーチ・アクティブ・オープン（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン（野村ＳＭＡ向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株 ２５

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株 ５０

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株 ７５

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株 １００

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・日本株 １００

野村アセットマネジメント株式会社
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ノムラファンドマスターズ日本小型株

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラファンドマスターズ世界債券 Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラファンドマスターズ世界債券 Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラファンドマスターズ日本株

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー分配型（年６回） Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー分配型（年６回） Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラファンドマスターズ新興国株 Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラファンドマスターズ新興国株 Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

野村グローバル・ファンズ・プレミアム（３ヵ月決算型）

野村アセットマネジメント株式会社

ハッピーライフファンド・株２５（ライフプラン積立て向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ハッピーライフファンド・株５０（ライフプラン積立て向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ハッピーライフファンド・株１００（ライフプラン積立て向け）

野村アセットマネジメント株式会社

第１回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第２回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第３回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第４回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第５回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第６回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第７回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第８回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第９回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第１０回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第１１回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第１２回 野村短期公社債ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

第１回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第２回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第３回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第４回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第５回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第６回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第７回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第８回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第９回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第１０回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第１１回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

第１２回 公社債投資信託

野村アセットマネジメント株式会社

財形給付金ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

野村ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

野村アセットマネジメント株式会社

日本株式アクティブ・コア・ファンド（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

日本債券アクティブ・ファンド（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

リサーチ・アクティブ・オープンＦ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ・ジャパン・オープン Ｆ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社
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ノムラ日本債券オープン Ｆ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本株戦略ファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ米国短期インカムオープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

小型ブルーチップオープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ－ブラックロック米国債券オープンＡ（為替ヘッジあり）ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ・マネープール・ファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

リサーチ・アクティブ・オープン（変額年金保険向け・適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント株式会社
ノムラ－ブラックロック米国債券オープンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ国内債券オープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

日経２２５インデックスファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

野村外国債券インデックスファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・インデックス・バランス２５ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・インデックス・バランス５０ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

野村日本小型株ファンド Ｆ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

野村ＴＯＰＩＸインデックス投信（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

日本変動利付国債ファンド（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

日本小型株アクティブ・ファンド（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

グローバルＲＥＩＴオープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

インカムプラスα（適格機関投資家転売制限付）

野村アセットマネジメント株式会社

野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型（非課税適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント株式会社
高利回り社債オープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

野村ＲＡＦＩ（Ｒ）日本株式アクティブファンド（適格機関投資家転売制限付） 野村アセットマネジメント株式会社

野村ＲＡＦＩ（Ｒ）外国株式ファンド（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・インデックス・バランス４０ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・インデックス・バランス６０ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ワールド・インデックス・ファンド ＶＡ安定型（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ワールド・インデックス・ファンド ＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント株式会社
ワールド・インデックス・ファンド ＶＡ積極型（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラＦＯＦｓ用世界好配当株ファンド（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

野村コモディティ投信（ＤＪ－ＡＩＧ商品指数） ＦＢ（適格機関投資家専用） 野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・アセット・モデル・ファンド Ｆ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンド ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ・コモディティ・オープン ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ－ＡＭＰ豪州債券ファンド ＦＣ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ－ＡＭＰ豪州債券ファンド ＦＤ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株５０ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株１００ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・日本株１００ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株２５ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株７５ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株３５ ＶＡ（適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本株戦略ファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社
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ノムラ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

リサーチ・アクティブ・オープン（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

トピックス・インデックス・オープン（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ日本債券オープン（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株５０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・株１００（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイストーリー・日本株１００（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社

野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

グローバル・バリュー・オープン（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイバランス３０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイバランス５０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

マイバランス７０（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社

野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界ＳＲＩ（社会的責任投資）インデックスファンド（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

野村世界好配当株投信（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

ＪＦ日本株・アクティブ・オープンＶＡ１

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

農中東証株価インデックス私募（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

公社債投信（１月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（２月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（３月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（４月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（５月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（６月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（７月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（８月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（９月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（１０月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

公社債投信（１１月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社
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公社債投信（１２月号）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡのＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＪＡ日本株式私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

みずほ豪ドル債券ファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

みずほ Ｊ－ＲＥＩＴファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡライフ ナビゲーション インカム

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡライフ ナビゲーション ２０２０

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡライフ ナビゲーション ２０３０

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡライフ ナビゲーション ２０４０

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡトリニティオープン（毎月決算型）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ６資産バランスファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ 日本株式＜ＤＣ年金＞

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ日本バリュー株オープン＜ＤＣ年金＞

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ株式オープン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡキャピタル・グロース・オープン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ新興成長株オープン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

マネックス・日本成長株ファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ＤＫＡ／ＬＯＯＭＩＳ

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ海外好配当株ファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

ＪＡ日本債券私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＪＦアジア株・アクティブ・オープンＶＡ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

インデックスミリオン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ボンドミックスミリオン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ ＴＯＰＩＸファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ物価連動国債ファンド

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＪＡ海外株式私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＰＲＵ海外債券マーケット・パフォーマー

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープンＶＡ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＤＫＡ日本債券ファンド［非課税適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ／ＪＰＭグロ―バル５０ＶＡ Ａコース（為替ヘッジあり））［適格機関投資家専用］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ／ＪＰＭグロ―バル５０ＶＡ Ｂコース（為替ヘッジなし））［適格機関投資家専用］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ株式インデックス２２５ファンドＶＡ［適格機関投資家専用］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ株式インデックスファンド２２５ＶＡ２［適格機関投資家専用］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ物価連動国債ファンド［適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ Ｊ－ＲＥＩＴファンドＶＡ［適格機関投資家専用］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ日本バリュー株ファンド［適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ物価連動国債ファンドＶＡ［適格機関投資家専用］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ日経２２５インデックスファンド［適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡインデックス２２５［適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社
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第一勧業 日本株式

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡジャパンオープン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

株式インデックスファンド２２５

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＪＡ ＴＯＰＩＸ５００私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス

第一勧業アセットマネジメント株式会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・中小型株・オープン

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・中小型株・オープン（野村ＳＭＡ向け）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ジャパン・オープン（確定拠出年金向け）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）

フィデリティ投信株式会社

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）

フィデリティ投信株式会社

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）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本・アジア成長株投信

フィデリティ投信株式会社

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） フィデリティ投信株式会社
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） フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・バランス・ファンド

フィデリティ投信株式会社

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） フィデリティ投信株式会社

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） フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ向け）Ａコース（限定為替ヘッジ） フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本小型株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・米国優良株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・アジア株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本優良株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション７０・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション５０・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・マネービルダー・アロケーション３０・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・海外株式・ファンド（ＤＣ年金）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・世界３資産・ファンド（毎月決算型）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

フィデリティ投信株式会社
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フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本株ファンド（適格機関投資家用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・外国債券・ファンド２００２

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・ボンド・ファンド（除く日本、為替ヘッジあり、非課税適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ジャパン・マネージド・グロース・ファンド（適格機関投資家転売制限付き） フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・ジャパン・ミッド・スモール・キャップ・ファンド（適格機関投資家転売制限付き）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・バランス・プラス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家転売制限付き）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ジャパン・オープンＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・ファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・ファンドＶＡ５（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・バランス・ファンドＶＡ２

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・バランス・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＡ（限定為替ヘッジ）ＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本アドバンテージ・ファンドＶＡ（適格機関投資家転売制限付き） フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ２

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ４（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ５（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ１００ＶＡ

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ１（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ２

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本小型株・ファンドＶＡ４（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・マネー・プール ＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・日本成長＆小型ＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・米国投資適格債・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

ＪＡグロ－バルバランス私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＪＰＭジャパン８０・ファンド（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＦジャパン・ディスカバリー・ファンド

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト外国債券インデックス・ファンド／為替ヘッジ付き（年金１）＜適格機関投資家限定＞

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンド（年金１）＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

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・マネジメント株式会社

ＪＡ海外債券私募ファンド（適格機関投資家専用）

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト日本債券インデックス・ファンド（年金１）＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

２２５ＩＤＸオープン

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

大同ＤＣ２２５インデックスファンド

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

ＤＣ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株式会社

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株式会社
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Ｔ＆Ｄ国内債券オープン（非課税適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ外国債券オープン（非課税適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

シノピア アクティブ インターナショナル ボンド オープン－Ｂ号（非課税適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ外国株オープン（非課税適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

２２５インデックスファンド

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

欧州新成長国株式ファンド

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄアクティブ バリューＰＦ（非課税適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

２２５インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

２２５インデックスファンドＶＡ１（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ アクティブバリューオープンＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

アクティブバリューオープンＶＡ１（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄバランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

２２５インデックスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

日本国債インデックス（短期型）ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

外国債券インデックス（短期型 ヘッジなし）ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

外国債券インデックス（短期型 ヘッジあり）ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

世界分散ファンド１５ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

世界分散ファンド２０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

世界分散ファンド２０Ｊ－ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

世界分散ファンド２５ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

世界分散ファンド３０Ｊ－ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

ステート・ストリート外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
ＢＧＩ 海外インフレ連動債ファンドＡ（適格機関投資家専用）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ３０Ａ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
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・マネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ３０Ｂ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
ＪＦチャイナ・アクティブ・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ４０Ａ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ４０Ｂ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
ＢＧＩ インデックス・ファンド 国内株式Ｆ（適格機関投資家専用）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ５０Ｂ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
スパークス日本株Ｌ＆Ｓ

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

41

特例投資信託の一覧
銘柄正式名称

発行者名称

財形株投（一般財形３０）

野村アセットマネジメント株式会社

財形株投（一般財形５０）

野村アセットマネジメント株式会社

財形株投（年金・住宅財形３０）

野村アセットマネジメント株式会社

チャイナ オープン

野村アセットマネジメント株式会社

ミリオン（リザーブポートフォリオ）

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

オーロラファンド（タイ投資ファンド）

野村アセットマネジメント株式会社

ノムラ・ジャパン・オープン

野村アセットマネジメント株式会社

エマージング・ボンド・オープン Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

エマージング・ボンド・オープン Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

オーロラＩＩ（東欧投資ファンド）

野村アセットマネジメント株式会社

オーロラＩＩ（マネープールファンド）

野村アセットマネジメント株式会社

小型ブルーチップオープン

野村アセットマネジメント株式会社

オーロラＩＩ（トルコ投資ファンド）

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

米国優先証券オープン

野村アセットマネジメント株式会社

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株式会社

ノムラ日本株戦略ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

ＰＲＵグッドライフ２０２０（年金）

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ａ（為替ヘッジあり）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・ＵＳリート・ファンド Ｂ（為替ヘッジなし）

フィデリティ投信株式会社

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株式会社

ノムラ・ボンド＆ローン・ファンド

野村アセットマネジメント株式会社

ＪＰＭグローバルＣＢプラス

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ａ（限定為替ヘッジ）（確定拠出年金向け）

フィデリティ投信株式会社

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Ｂ（為替ヘッジなし）（確定拠出年金向け）

フィデリティ投信株式会社

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） フィデリティ投信株式会社

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） フィデリティ投信株式会社
ステート・ストリート世界株式インデックス・ファンド（為替ヘッジ付き）＜適格機関投資家限定＞

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） フィデリティ投信株式会社
ステ－ト・ストリ－ト外国債券インデックス・ファンドＶＡ１＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

機関投資家基準ＢＧＩ国内株式インデックスＴＯＰＩＸ Ｂ（適格機関投資家専用） バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

年金基準パッシブ外国株式ファンド（非課税適格機関投資家専用）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドＶＡ１＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
フィデリティ・ジャパン・マネージド・グロース・ファンド（非課税適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ５０Ｃ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
フィデリティ・ジャパン・グロース・ファンド２（非課税適格機関投資家専用） フィデリティ投信株式会社
ステート・ストリート世界株式インデックス・ファンドＬ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
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発行者名称

野村ファンドラップ日本債券

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ世界ＲＥＩＴ Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ世界ＲＥＩＴ Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ日本株

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ外国株 Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ外国株 Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ外国債券 Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ファンドラップ外国債券 Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

大和トピックス私募ファンド（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

大型株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ストック インデックス ファンド２２５

大和証券投資信託委託株式会社

トピックス・インデックスファンド

大和証券投資信託委託株式会社

財形給付金ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

インデックスポートフォリオ

大和証券投資信託委託株式会社

ボンドミックスポートフォリオ

大和証券投資信託委託株式会社

フィナンシャルミックスポートフォリオ

大和証券投資信託委託株式会社

財形株投（一般財形５０）

大和証券投資信託委託株式会社

財形株投（一般財形３０）

大和証券投資信託委託株式会社

財形株投（年金・住宅財形３０）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（１月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（２月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（３月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（４月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（５月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（６月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（７月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（８月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（９月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（１０月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（１１月号）

大和証券投資信託委託株式会社

公社債投信（１２月号）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）

大和証券投資信託委託株式会社

新経済大国日本

大和証券投資信託委託株式会社

大和ベストチョイス・オープン

大和証券投資信託委託株式会社

マネー・オープン

大和証券投資信託委託株式会社

大和ＴＯＰＩＸ５００私募ファンド（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・バリュー株・オープンＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・ジャパン・オープンＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

アクティブ・ニッポンＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンＶＡ２

大和証券投資信託委託株式会社

適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド２２５ＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社
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発行者名称

適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドＶＡ２

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ日本株オープンＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ外国株式インデックスＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ外国債券インデックスＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（一般投資家私募）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（一般投資家私募）

大和証券投資信託委託株式会社

大和米国株私募ファンド（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・東アジア新興国株ファンド（適格機関投資家限定）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界ＲＥＩＴインデックスＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ中小型株ファンドＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・バリュー株・オープンＶＡ３

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワＦＯＦｓ用外債ソブリン・オープン（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

（ＦＯＦｓ専用）ダイワＳＲＩファンド（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・ジャパン・オープン

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ隆晴（日本株式オープン）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ日本好配当株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界債券ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ拡大成長株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・バリューアップ・ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・エコ・ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ／モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ金融新時代ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ新興企業株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

彩の国応援ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワライフスタイル２５

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワライフスタイル５０

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワライフスタイル７５

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・グローバル債券ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・チャイナ・ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

静岡ベンチマーク・ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ成長株オープン

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ日本株オープン

大和証券投資信託委託株式会社

茨城ファンド

大和証券投資信託委託株式会社
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ダイワ投信倶楽部マネー

大和証券投資信託委託株式会社

野村国内株式アクティブオープン（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会社

日立バランスファンド（株式７０）

日立投資顧問株式会社

日立バランスファンド（株式５０）

日立投資顧問株式会社

日立バランスファンド（株式３０）

日立投資顧問株式会社

日立国内株式インデックスファンド

日立投資顧問株式会社

日立国内債券インデックスファンド

日立投資顧問株式会社

日立外国株式インデックスファンド

日立投資顧問株式会社

日立外国債券インデックスファンド

日立投資顧問株式会社

日立国内株式特化型ファンド（非課税適格機関投資家専用）

日立投資顧問株式会社

日立国内債券特化型ファンドＮ（非課税適格機関投資家専用）

日立投資顧問株式会社

日立外国株式特化型ファンド（非課税適格機関投資家専用）

日立投資顧問株式会社

日立外国債券特化型ファンドＵ（為替ヘッジなし）（非課税適格機関投資家専用） 日立投資顧問株式会社

日立国内株式ＴＯＰＩＸインデックスファンド（非課税適格機関投資家専用） 日立投資顧問株式会社
日立国内株式バリューインデックスファンド（非課税適格機関投資家専用） 日立投資顧問株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ２５Ａ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
スパークスアクティブジャパン

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・バランスファンドＶＡ３７．５Ａ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

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・マネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ２２５インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｔ＆Ｄ日本国債インデックス（短期型）ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・世界バランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

スパークスジャパンオープン

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

ステ－ト・ストリ－ト・世界バランス６０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞

ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け）

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

アクティブ・ニッポン

大和証券投資信託委託株式会社

デジタル情報通信革命

大和証券投資信託委託株式会社

新世代成長株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・バリュー株・オープン

大和証券投資信託委託株式会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

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株式会社

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株式会社

富山応援ファンド（地域企業株・外債バランス／毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ好配当日本株投信（季節点描）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・バランス３資産（外債・海外リート・好配当日本株）

大和証券投資信託委託株式会社

りそな・世界資産分散ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

安定重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

インカム重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社
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成長重視ポートフォリオ（奇数月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

京都応援バランスファンド（隔月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

６資産バランスファンド（分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

６資産バランスファンド（成長型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

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株式会社

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

兵庫応援バランスファンド（毎月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

『しがぎん』ＳＲＩ三資産バランス・オープン（奇数月分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５ （確定拠出年金専用ファンド）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワ・アクティブ・ニッポン（確定拠出年金専用ファンド）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ静岡ベンチマーク・ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ外国債券インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ日本株式インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ日本債券インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ外国株式インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワＳＲＩファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・ライフ・バランス３０

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・ライフ・バランス５０

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・ライフ・バランス７０

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ物価連動国債ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ中小型株ファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

大和証券投資信託委託株式会社

ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

世界分散ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家専用）

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

Ｌプラス２００２－１０Ｃ

日興アセットマネジメント株式会社

Ｌプラス２００２－１２Ｂ

日興アセットマネジメント株式会社

Ｌプラス２００３－０４

日興アセットマネジメント株式会社

Ｌプラス２００３－０５（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

Ｌプラス２００３－０５Ｂ（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

Ｌプラス２００３－０６（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

エル・プラス２００３－１１

日興アセットマネジメント株式会社

年金日本株グロースファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社
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年金日本株バリューファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）

日興アセットマネジメント株式会社

ＤＣインデックスバランス（株式２０）

日興アセットマネジメント株式会社

ＤＣインデックスバランス（株式４０）

日興アセットマネジメント株式会社

ＤＣインデックスバランス（株式６０）

日興アセットマネジメント株式会社

ＤＣインデックスバランス（株式８０）

日興アセットマネジメント株式会社

年金国内債券クレジット特化型ファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）

日興アセットマネジメント株式会社

インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）

日興アセットマネジメント株式会社

利回り財産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株式会社

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株式会社

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株式会社

年金日本株クオンツアルファ・ファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

日本短期債券マスターファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

日本トレンド・セレクト（日本トレンド・マネーポートフォリオ）

日興アセットマネジメント株式会社

日興ジャパンオープン

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・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株式会社
日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・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株式会社
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株式会社

Ｇグロース

日興アセットマネジメント株式会社

ＪＰＭ・ＵＳ・セレクト（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＦインド株アクティブ・オープン

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭエマージング株式フォーカスＦ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭエマージング株式フォーカスＦＢ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＦ中小型株オ－プン（野村ＳＭＡ向け）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＡＩＧ／りそなジャパンＣＳＲファンド

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ米国優先証券ファンド

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンドＡコース（為替ヘッジあり）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ米国ＲＥＩＴインカムファンドＢコース（為替ヘッジなし）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ米国優先証券ファンド（為替ヘッジなし）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ新成長国債券プラス

エイアイジー投信投資顧問株式会社
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ＡＩＧ新成長国債インカムオープン

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ世界国債インカムオープン「年金タイプ」

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ 日本株式・オープン

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧ ワールド株式・オープン

エイアイジー投信投資顧問株式会社

年金バランス３０ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

年金バランス５０ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

年金バランス７０ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

年金バランススーパー６ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

グローバルバランス３０Ｇファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＶＡ米国ＲＥＩＴ（円ヘッジ有）ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＶＡ コモディディファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＶＡＵＳリート（円ヘッジ有）ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＶＡジャパン バランス ファンド（適格機関投資家向け）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＡＩＧスーパーバランスファンド（毎月決算型）

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＪＰＭ ＦＯＦｓ用新興国ソブリン・オープンＦ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（適格機関投資家転売制限付）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭエマージング株式ファンド

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ウィットニー・ロング・ショート・エクイティー（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンドＶＡ（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

米国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

ミュータント

日興アセットマネジメント株式会社

グローバル成長株ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

年金積立 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株式会社

年金積立 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株式会社

年金積立 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株式会社

年金積立 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株式会社

年金積立 ジャパンオープン

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 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株式会社

年金積立 インデックスファンド日本債券

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

年金積立 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株式会社

年金積立 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株式会社

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株式会社

年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）

日興アセットマネジメント株式会社

年金積立 インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）

日興アセットマネジメント株式会社
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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株式会社

日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）

日興アセットマネジメント株式会社

海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０４（適格機関投資家転売制限付）

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０５Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０６Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０６（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０６Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０７Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０７Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０８Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０８Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０９Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－０９Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－１０Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－１０Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－１１（適格機関投資家向け）

日興アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－１１Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－１１Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００５－１２Ｑ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００６－０３Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００６－１０Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社

日興五大陸株式ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

ダイワ世界債券ファンドＭ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

大和証券投資信託委託株式会社

年金ダイワ日本株式インデックス

大和証券投資信託委託株式会社

技術成長株オープン（ジャパンパワー）

大和証券投資信託委託株式会社

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・マネジメント株式会社

ＪＰＭ世界投資適格債券ファンドＦ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＦ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

大和住銀日本株マーケット・ニュートラル・ファンド（適格機関投資家限定） 大和住銀投信投資顧問株式会社

サラサファンド

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

ＤＷＳ ロシア・欧州新興国株投信

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

りそな 東欧フロンティア株式ファンド

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用）

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ米国投資適格社債ファンドＶＡ （適格機関投資家専用）

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ドイチェ欧州債券ファンドＢ（為替ヘッジなし）ＶＡ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ欧州債券ファンドＡ（為替ヘッジあり）ＶＡ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

グローイング・エンジェル

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ外国株式ファンド”チェロ”

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
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ドイチェ・グローバル・バランス＜安定型＞

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・グローバル・バランス＜成長型＞

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・グローバル・バランス＜積極型＞

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

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・マネジメント株式会社

ドイチェ・ライフ・プラン３０

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・ライフ・プラン５０

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・ライフ・プラン７０

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・インド株式ファンド

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・グローバル・バランス＜安定型＞ＶＡ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・グローバル・バランス＜成長型＞ＶＡ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・グローバル・バランス＜積極型＞ＶＡ

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ドイチェ・ユーロスター・オープン

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

スパークスファンドシンフォニア適格機関投資家限定

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

グローバル・ラップ・バランス 超積極型

日興アセットマネジメント株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

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株式会社

ＧＷ７つの卵

日興アセットマネジメント株式会社

プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け） プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

金利上昇ヘッジ型ファンド［適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞

三井住友アセットマネジメント株式会社

住信 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）

住信アセットマネジメント株式会社

すみしんＤＣマイセレクションＳ２５

住信アセットマネジメント株式会社

すみしんＤＣマイセレクションＳ５０

住信アセットマネジメント株式会社

すみしんＤＣマイセレクションＳ７５

住信アセットマネジメント株式会社

三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＦ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（成長型）

大和証券投資信託委託株式会社

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）

大和証券投資信託委託株式会社

ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（分配型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド（賢者のセオリー）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ・バリュー株・オープン（ＦＯＦｓ用）適格機関投資家専用

大和証券投資信託委託株式会社

ＢＧＩインデックス・ファンド外国債券Ａ

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

為替リスクコントロール型外債ファンド２（適格機関投資家向け）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

年金基準ＢＧＩアルファ・ティルツ外国株式Ａ（適格機関投資家専用）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

年金基準ＢＧＩアルファ・ティルツ外国株式Ｎ（適格機関投資家専用）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
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年金基準ＢＧＩアルファ・ティルツ外国株式Ｄ（適格機関投資家専用）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

年金基準ＢＧＩ日本株式アルファ・ティルツＴＯＰＩＸ Ａ（適格機関投資家専用） バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社
年金基準ＢＧＩ日本株式アルファ・ティルツＴＯＰＩＸ Ｎ（適格機関投資家専用） バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社

ＰＣＡインド・インフラ株式ファンド

ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社

ＤＫＡ日本好配当株オープン

第一勧業アセットマネジメント株式会社

三井トラスト社会的責任ファンド

中央三井アセットマネジメント株式会社

日興グローバルマネープラス２００６－１１（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社

野村米国好利回り社債投信Ｂコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村米国好利回り社債投信Ｄコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村ＦＱグローバルＬＳ ｍｉｄ（非課税適格機関投資家専用）

野村アセットマネジメント株式会社

野村米国好利回り社債投信Ｃコース

野村アセットマネジメント株式会社

野村米国好利回り社債投信Ａコース

野村アセットマネジメント株式会社

アジア好配当株投信

野村アセットマネジメント株式会社

ＰＦ先進国ハイインカムファンド２００６－１１Ｍ（適格機関投資家転売制限付） 日興アセットマネジメント株式会社
エマージング・ローカル・カレンシー・債券ファンド （適格機関投資家私募 転売制限付）

新生インベストメント・マネジメント株式会社

ＣＡ外国株式ファンドＶＡＩ（適格機関投資家専用）

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

東京海上ＡＭ・ＣＡＴボンドファンド＜適格機関投資家限定＞

東京海上アセットマネジメント投信株式会社

りそな ワールド・セレクト・ファンド

クレディ・アグリコルアセットマネジメント株式会社

ベアリング外国債券ファンドＭ（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）

ベアリング投信投資顧問株式会社

三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ＭＵＡＭ 世界ソブリン債券ファンド２００６－１１

三菱ＵＦＪ投信株式会社

ニュー・グローバル・バランス・ファンド

三井住友アセットマネジメント株式会社

ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドＭ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（愛称：キュート）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

新生・ＵＴＩインドファンド

新生インベストメント・マネジメント株式会社

ステート・ストリート日本株式インデックス・ファンドＳ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社

ステート・ストリート・バランスファンドＶＡ７５Ａ＜適格機関投資家限定＞ ステート・ストリート投信投資顧問株式会社
しんきんＳＲＩファンド

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

世界のサイフ

日興アセットマネジメント株式会社

日本３資産ファンド（成長コース）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

日本３資産ファンド（安定コース）

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＫＡ通貨分散型外国債券ファンド［適格機関投資家限定］

第一勧業アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ世界６資産バランスファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ワールド・リート・セレクション（欧州）

日本投信委託株式会社

山口県応援ファンド（愛称はつらつ長州）

日本投信委託株式会社

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株式会社

ＡＩＧ日本株オープン

エイアイジー投信投資顧問株式会社

ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定型）

フィデリティ投信株式会社

ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）

フィデリティ投信株式会社

ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）

フィデリティ投信株式会社
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フィデリティ・日本債券・ファンド（適格機関投資家専用）

フィデリティ投信株式会社

大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド

大和住銀投信投資顧問株式会社

しんきんＪ－ＲＥＩＴファンド２（適格機関投資家限定）

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

日興・ＤＷＳ・ニュー・リソース・ファンド

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

ＪＰＭエマージング株式ファンドＦ（適格機関投資家専用）

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社

ダイワＦＯＦｓ用バリュー株・オープン（適格機関投資家専用）

大和証券投資信託委託株式会社

ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド

興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社

ＤＣダイワＪＲＥＩＴアクティブファンド

大和証券投資信託委託株式会社

大和ＤＣ海外株式インデックスファンド

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界分散バランスファンド１５ＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界分散バランスファンド２０ＶＡ（国内株式型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界分散バランスファンド２５ＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界分散バランスファンド３０ＶＡ

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ世界分散バランスファンド３０ＶＡ（国内株式型）

大和証券投資信託委託株式会社

ダイワ短期外国債券インデックスファンド（ヘッジあり）

大和証券投資信託委託株式会社

ＭＵＡＭ ＳＲＩファンド

三菱ＵＦＪ投信株式会社

野村ＤＣ 日本株式アクティブファンド

野村アセットマネジメント株式会社

野村日本不動産投信

野村アセットマネジメント株式会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

52

