立花カテゴリーは主な投資対象を基準に弊社が独自に分類したものです。詳しい投資対象等は、ログイン後の買付画面より投資信託説
明書（目論見書）をご覧ください。
※印は新規のお申込み（買付）を受付しておりません。
最終更新日：2018年1月30日

ファンド名

ノーロード

立花カテゴリー

委託会社名

アメリカン・ドリーム・ファンド

北米／株式

新生･UTIインドインフラ関連株式ファンド

アジア・オセアニア／株式 新生インベストメント・マネジメント

ノーロード 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース
ノーロード 米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース
ノーロード ブラックロック･ゴールド･ファンド
ノーロード ブラックロック 天然資源株ファンド
ノーロード ハイブリッド･セレクション
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称：オーナーズ・インカム』

北米／株式
北米／株式
商品・資源
商品・資源
日本／株式
日本／不動産

新生インベストメント・マネジメント

新生インベストメント・マネジメント
新生インベストメント・マネジメント

ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・ジャパン
アセットマネジメントOne
アセットマネジメントOne

DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算コース) 『愛称：ハッピークローバー』 グローバル／債券 アセットマネジメントOne

DIAM 新興市場日本株ファンド

日本／不動産
日本／株式

DIAM 高金利通貨ファンド 『愛称：通貨セレクション』

グローバル／債券 アセットマネジメントOne

DIAM VIPフォーカス･ファンド 『愛称：アジアン倶楽部』

アジア・オセアニア／株式

DIAM 新興国ソブリン通貨選択シリーズ<レアル>

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

DIAM 新興国ソブリン通貨選択シリーズ<円>

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

DIAM 新興国ソブリン通貨選択シリーズ<豪ドル>

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

DIAM 新興国ソブリン通貨選択シリーズ<ランド>

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

DIAM 新興国ソブリン通貨選択シリーズ<元>

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

DIAM 新興国ソブリン通貨選択シリーズ<米ドル>

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

DIAM シェール株ファンド

北米／株式

DIAM J-REITオープン(2ヵ月決算コース) 『愛称：オーナーズ・インカム２Ｍ』

アセットマネジメントOne
アセットマネジメントOne

アセットマネジメントOne

アセットマネジメントOne

ノーロード クルーズコントロール

グローバル／資産複合 アセットマネジメントOne

ノーロード 投資のソムリエ

グローバル／資産複合 アセットマネジメントOne

アセットマネジメントOne

ノーロード JPX日経400ノーロードオープン

日本／株式
日本／株式

ノーロード ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド

アジア・オセアニア／株式

SBIアセットマネジメント

ノーロード ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

アジア・オセアニア／株式

SBIアセットマネジメント

ノーロード 中小型成長株ファンドーネクストジャパンー 『愛称：jnext』

日本／株式
日本／株式
日本／株式

SBIアセットマネジメント

日経225リスクコントロールオープン

ノーロード SBI小型成長株ファンド ジェイクール 『愛称：jcool』
ニッポン創業者株式ファンド

アセットマネジメントOne

SBIアセットマネジメント
SBIアセットマネジメント

ノーロード EXE-i 先進国株式ファンド

グローバル／株式 SBIアセットマネジメント

ノーロード EXE-i 新興国株式ファンド

エマージング／株式 SBIアセットマネジメント

ノーロード EXE-i グローバル中小型株式ファンド

グローバル／株式 SBIアセットマネジメント

ノーロード EXE-i 先進国債券ファンド

グローバル／債券 SBIアセットマネジメント

ノーロード EXE-i グローバルREITファンド

グローバル／不動産 SBIアセットマネジメント

ノーロード ソフトバンク＆SBIグループ株式ファンド

日本／株式

ノーロード

SBIアセットマネジメント

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）『愛称：トリプル・プレミアム』 グローバル／その他資産 SBIアセットマネジメント

ブル・ベア
ブル・ベア
ブル・ベア

SBI 日本株3.7ブル
SBI 日本株3.7ベア
SBI 日本株4.3ブル

SBIアセットマネジメント
SBIアセットマネジメント
SBIアセットマネジメント

ノーロード SBIグローバル・ラップファンド（安定型） 『愛称：My-ラップ（安定型）』

グローバル／資産複合 SBIアセットマネジメント

ノーロード SBIグローバル・ラップファンド（積極型） 『愛称：My-ラップ（積極型）』

グローバル／資産複合 SBIアセットマネジメント

ノーロード SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド

北米／株式
北米／債券
北米／債券

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（円）
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（レアル）
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三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドル）

北米／債券

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード グローバル3資産バランスオープン 『愛称 ： 3つの泉』

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード 日本株配当オープン 『愛称 ： 四季の実り』

三井住友トラスト・アセットマネジメント

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（米ドル）

日本／株式
日本／不動産
北米／債券

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース)

グローバル／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース)

グローバル／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドルコース)

グローバル／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨コース)

グローバル／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドルコース)

グローバル／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

大和住銀投信投資顧問

大和住銀 日本グロース株ファンド 『愛称 ： 海のくに』

日本／債券
日本／株式
日本／株式

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

アジア・オセアニア／債券

大和住銀投信投資顧問

J-Stockアクティブ･オープン

日本／株式
日本／株式

大和住銀投信投資顧問

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

アジア・オセアニア／債券

大和住銀投信投資顧問

メキシコ債券オープン（毎月分配型） 『愛称：アミーゴ』

中南米／債券
日本／株式

大和住銀投信投資顧問

短期NZドル債オープン(毎月分配型)

アジア・オセアニア／債券

大和住銀投信投資顧問

短期NZドル債オープン(資産成長型)

アジア・オセアニア／債券

大和住銀投信投資顧問

北米／株式
北米／不動産
日本／株式
ブル・ベア
ブル・ベア
ブル・ベア

大和住銀投信投資顧問

ノーロード Jリートアクティブファンド（1年決算型）

ノーロード エス･ビー･日本債券ファンド 『愛称 ： ベガ』
大和住銀 日本バリュー株ファンド 『愛称 ： 黒潮』

ノーロード ニッポン中小型株ファンド

ノーロード 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

ノーロード 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
ノーロード 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
ノーロード 日経225ノーロードオープン
楽天 日本株トリプル･ブル
楽天日本株4.3倍ブル
楽天日本株トリプル･ベアⅢ

三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント

大和住銀投信投資顧問
大和住銀投信投資顧問

大和住銀投信投資顧問

大和住銀投信投資顧問

大和住銀投信投資顧問
アセットマネジメントOne
楽天投信投資顧問
楽天投信投資顧問
楽天投信投資顧問

ノーロード 楽天・全世界株式インデックス･ファンド『愛称：楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）』 グローバル／株式 楽天投信投資顧問
ノーロード 楽天・全米株式インデックス･ファンド『愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）』 北米／株式

楽天投信投資顧問

日本／株式
北米／株式
北米／株式

ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

GS BRICs株式ファンド

エマージング／株式

ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

GS エマージング通貨債券ファンド

エマージング／債券

ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス

日本／株式
日本／株式
日本／不動産
日本／債券

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス

エマージング／株式 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス

グローバル／不動産 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス

グローバル／株式 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス

グローバル／債券 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス

グローバル／株式 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス

エマージング／債券 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）

グローバル／資産複合 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）

グローバル／資産複合 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード GS･日本株ファンド 『愛称 ： 牛若丸』
ノーロード 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)
ノーロード 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)

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス
ノーロード ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス

欧州／債券
北米／株式

短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型）
ノーロード ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス
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ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント

三菱ＵＦＪ国際投信
三菱ＵＦＪ国際投信
三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ国際投信
三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス

エマージング／不動産 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス
ノーロード ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス

日本／株式
日本／債券
商品・資源

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（2資産均等型）

グローバル／債券 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ バランス（4資産均等型）

グローバル／資産複合 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード 損保ジャパン･グリーン･オープン 『愛称：ぶなの森』

日本／株式
日本／株式
日本／株式
欧州／株式
商品・資源

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

グローバル／不動産

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

欧州／株式

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

ノーロード ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス

ノーロード 損保ジャパン SRIオープン 『愛称：未来のちから』
ノーロード 好配当ジャパン･オープン 『愛称：株式時代』
ノーロード トルコ株式オープン 『愛称：メルハバ』
損保ジャパン・コモディティ ファンド
ノーロード 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
ノーロード 人民元建て債券ファンド 『愛称：点心債』

ノーロード
ノーロード

三菱ＵＦＪ国際投信
三菱ＵＦＪ国際投信
三菱ＵＦＪ国際投信

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

アジア・オセアニア／債券 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース

アジア・オセアニア／債券 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース

アジア・オセアニア／債券 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース

アジア・オセアニア／債券 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース 『愛称：トリプルストラテジー』

グローバル／不動産

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

日本株・市場リスクコントロールファンド 『愛称：いざ！日本株』

日本／株式
北米／株式

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース 『愛称：US4ストラテジー』

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント

ノーロード パインブリッジ・ワールド株式・オープン

グローバル／株式 パインブリッジ・インベストメンツ

ノーロード

パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ> 『愛称：アメージング・ストーリー』

エマージング／資産複合

パインブリッジ・インベストメンツ

新経済大国日本

大和証券投資信託委託

ダイワ･バリュー株･オープン 『愛称：底力』

日本／株式
日本／株式
日本／株式
日本／株式
日本／株式

ハイグレード･オセアニア･ボンド・オープン(毎月分配型) 『愛称：杏の実』

アジア・オセアニア／債券

大和証券投資信託委託

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

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）

北米／不動産
北米／不動産

ダイワ･グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 『愛称：世界の街並み』

グローバル／不動産 大和証券投資信託委託

技術成長株オープン 『愛称：ジャパンパワー』

大和証券投資信託委託

ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)

日本／株式
中南米／株式
中南米／債券
中南米／債券

ダイワ･チャイナ･ファンド

アジア・オセアニア／株式

大和証券投資信託委託
朝日ライフアセットマネジメント

ノーロード 朝日ライフ リサーチ日本株オープン 『愛称：オールジャパンE』

日本／株式
日本／株式

ノーロード 朝日Nvest グローバルバリュー株オープン 『愛称：Avest-E』

グローバル／株式 朝日ライフアセットマネジメント

ノーロード 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド 『愛称：あすのはね』

日本／株式

ノーロード ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

グローバル／株式 朝日ライフアセットマネジメント

ノーロード NN インドネシア株式ファンド

アジア・オセアニア／株式 NN インベストメント・パートナーズ

ノーロード マニュライフ･カナダ株式ファンド

北米／株式

マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）

グローバル／株式

マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称：メープルギフト』

北米／債券

マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド

アジア・オセアニア／株式 マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり・毎月） 『愛称：アメリカン・フロート』

北米／その他資産

マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード

マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし・毎月） 『愛称：アメリカン・フロート』

北米／その他資産

マニュライフ・アセット・マネジメント

アクティブ･ニッポン 『愛称：武蔵』
デジタル情報通信革命 『愛称：0101』
新世代成長株ファンド 『愛称：ダイワ大輔』

ダイワ･ブラジル株式ファンド
ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)

ノーロード 朝日ライフ クオンツ日本株オープン
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大和証券投資信託委託
大和証券投資信託委託
大和証券投資信託委託
大和証券投資信託委託

大和証券投資信託委託

大和証券投資信託委託
大和証券投資信託委託
大和証券投資信託委託

朝日ライフアセットマネジメント

朝日ライフアセットマネジメント

ノーロード マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース（為替ヘッジあり・年２回）

グローバル／債券

マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース（為替ヘッジなし・年２回）

グローバル／債券

マニュライフ・アセット・マネジメント

ノーロード ジャパン･グロース･ファンド 『愛称：得意技』

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード キャッシュフロー経営評価オープン 『愛称：選球眼』

日本／株式
日本／株式
日本／債券
日本／株式
日本／株式

ノーロード 外国債券オープン(毎月決算型)

グローバル／債券

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT J-REITインデックス･オープン

日本／不動産

ノーロード SMT グローバルREITインデックス･オープン

グローバル／不動産 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT TOPIXインデックス･オープン

日本／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT グローバル株式インデックス･オープン

グローバル／株式

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT 国内債券インデックス･オープン

日本／債券

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT グローバル債券インデックス･オープン

グローバル／債券

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT 新興国株式インデックス･オープン

エマージング／株式 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT 新興国債券インデックス･オープン

エマージング／債券 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード 世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード 次世代ファンド 『愛称：次世代』
ノーロード CBオープン
ノーロード 中小型株式オープン 『愛称：投資満々』

日本／債券

日本債券ファンド（毎月分配型）

三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 『愛称：ファイブインカム』

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT アジア新興国株式インデックス・オープン

エマージング／株式 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード 世界経済インデックスファンド

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

アジアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）

アジア・オセアニア／不動産 三井住友トラスト・アセットマネジメント

債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）

北米／債券
北米／債券

債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）

三井住友トラスト・アセットマネジメント
三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン

北米／株式

ノーロード SMT米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

エマージング／債券 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMTグローバル債券インデックス・オープン （為替ヘッジあり）

グローバル／債券

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT JPX日経インデックス400・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード ドル好感企業日本株オープン（米ドル投資型）《愛称：ダブルギア》

日本／株式
日本／株式

ノーロード SMT インデックスバランス・オープン

グローバル／資産複合 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ノーロード SMT 新興国REITインデックス・オープン

エマージング／不動産 三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメント

欧州REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）

欧州／不動産

オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）

アジア・オセアニア／不動産 三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ストラテジック･バリュー･オープン 『愛称：真価論』

日本／株式

野村アセットマネジメント

HSBC チャイナオープン

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBC インドオープン

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBC ブラジルオープン

中南米／株式

HSBC投信

HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBC 世界資源エネルギーオープン

HSBC投信

HSBC ロシアオープン

商品・資源
欧州／株式

HSBC アジア･プラス

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBC アジア･プラス(3ヶ月決算型)

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

中南米／株式
中南米／債券

HSBC投信

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
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HSBC投信

HSBC投信

HSBC 中国クオリティ株式オープン

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBC アジア･クオリティ株式オープン

アジア・オセアニア／株式

HSBC投信

HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)

アジア・オセアニア／債券

HSBC投信

日本実力株ファンド 『愛称：リアルエコノミー』

日本／株式

アセットマネジメントOne

海外国債ファンド

グローバル／債券 アセットマネジメントOne

ファンド“メガ･テック”

日本／株式

アセットマネジメントOne

海外投資適格社債ファンド 『愛称：IGファンド』

グローバル／債券 アセットマネジメントOne

新光 7資産バランスファンド 『愛称：七重奏』

グローバル／資産複合 アセットマネジメントOne

サザンアジア･オールスター株式ファンド

アジア・オセアニア／株式

アセットマネジメントOne

新光 US-REITオープン 『愛称：ゼウス』

北米／不動産

アセットマネジメントOne

フロンティア･ワールド･インカム･ファンド

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

高金利通貨ファンド

エマージング／債券 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） 『愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）』

グローバル／株式 アセットマネジメントOne

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型） 『愛称：世界のかけ橋（成長型）』

グローバル／株式 アセットマネジメントOne

ノーロード グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド 『愛称：健次』

グローバル／株式 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

エマージング／債券 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード グローバル株式インカム(毎月決算型)

グローバル／株式 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ユーロランド･ソブリン･インカム

欧州／債券

ノーロード グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

グローバル／資産複合 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ワールド･リート･オープン(毎月決算型)

グローバル／不動産 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード ジャパン株式インカム(３ヵ月決算型)

日本／株式

ノーロード エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

エマージング／債券 三菱ＵＦＪ国際投信

ノーロード グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)

グローバル／債券 三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ国際投信

三菱ＵＦＪ国際投信

※

JPM アジア株･アクティブ･オープン

アジア・オセアニア／株式 JPモルガン･アセット･マネジメント

※

JPM 中小型株･アクティブ･オープン

※

JPM 日本株･アクティブ･オープン

日本／株式
日本／株式

※

JPM 新興国ソブリン･オープン

エマージング／債券 JPモルガン･アセット･マネジメント

※

JPM･BRICS5･ファンド

エマージング／株式 JPモルガン･アセット･マネジメント

※

イーストスプリング・インド株式オープン

アジア・オセアニア／株式 イーストスプリング･インベストメンツ

※

イーストスプリング・インドネシア株式オープン

アジア・オセアニア／株式 イーストスプリング･インベストメンツ

※

イーストスプリング・アジア･オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

アジア・オセアニア／株式 イーストスプリング･インベストメンツ

※

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン

アジア・オセアニア／債券 イーストスプリング･インベストメンツ

※

イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

アジア・オセアニア／株式 イーストスプリング･インベストメンツ

※

イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型）

アジア・オセアニア／債券 イーストスプリング･インベストメンツ

※

DLIBJ 公社債オープン（短期コース）

※

フィデリティ･日本優良株･ファンド

※

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・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

※

フィデリティ･米国優良株･ファンド

※

フィデリティ･日本成長株･ファンド

※

フィデリティ･欧州株･ファンド

日本／債券
日本／株式
北米／不動産
北米／不動産
北米／株式
日本／株式
欧州／株式

※

フィデリティ･グローバル･ファンド

グローバル／株式 フィデリティ投信

※

フィデリティ･アジア株･ファンド

アジア・オセアニア／株式

フィデリティ投信

※

フィデリティ･USハイ･イールド･ファンド

フィデリティ投信

※

フィデリティ･日本配当成長株・ファンド(分配重視型)

北米／債券
日本／株式

※

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）

グローバル／債券 フィデリティ投信

※

ストックインデックスファンド225

日本／株式
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JPモルガン･アセット･マネジメント
JPモルガン･アセット･マネジメント

アセットマネジメントOne
フィデリティ投信
フィデリティ投信
フィデリティ投信
フィデリティ投信
フィデリティ投信
フィデリティ投信

フィデリティ投信

大和証券投資信託委託

※

アムンディ･ロシア東欧株ファンド

欧州／株式

※

アムンディ･アラブ株式ファンド

中近東・アフリカ／株式 アムンディ・ジャパン

※

ノムラ 日本株戦略ファンド『愛称 ： Big Project-N』

野村アセットマネジメント

※

PRUアメリカ中期社債ファンド-為替ヘッジなし-毎月決算型

※

PRUアメリカ中期社債ファンド-為替ヘッジあり-6ヵ月決算型

日本／株式
北米／債券
北米／債券

※

三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド

アジア・オセアニア／株式

三井住友アセットマネジメント

※

三井住友･ヨーロッパ国債ファンド

欧州／債券

三井住友アセットマネジメント

※

三井住友･グローバル･リート･オープン 『愛称：世界の大家さん』

グローバル／不動産 三井住友アセットマネジメント

※

三井住友･グローバル好配当株式オープン 『愛称：世界の豆の木』

グローバル／株式 三井住友アセットマネジメント

※

三井住友･インド･中国株オープン

アジア・オセアニア／株式

※

三井住友･グローバル･リート･プラス

グローバル／資産複合 三井住友アセットマネジメント

※

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 『愛称：椰子の実』

アジア・オセアニア／資産複合

三井住友アセットマネジメント

※

三井住友･アジア4大成長国オープン

アジア・オセアニア／株式

三井住友アセットマネジメント

※

アセアン成長国株ファンド

アジア・オセアニア／株式

三井住友アセットマネジメント

※

MHAM 株式オープン

グローバル／株式 アセットマネジメントOne

※

MHAM キャピタル･グロース･オープン 『愛称：ザ・ベスト・マネージャー』

※

MHAM 新興成長株オープン 『愛称：J-フロンティア』

※

MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 『愛称：ビルオーナー』

日本／株式
日本／株式
日本／不動産

※

MHAM 6資産バランスファンド 『愛称：六花選』

グローバル／資産複合 アセットマネジメントOne

※

MHAM 日本好配当株オープン 『愛称：配当生活』

※

ジャパンニューエイジオープン

日本／株式
日本／株式

■当社の概要
商号等
本店所在地
加入協会
指定紛争解決機関
資本金
主な事業
設立年月
連絡先
Eメール

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110 号
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1－13－14
日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）
（連絡先：フリーダイヤル 0120－64－5005）
66億9,570万円
金融商品取引業
昭和23年4月
0120-66-3303（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 03-5652-6221（携帯・PHS）
info@t-stockhouse.jp
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アムンディ・ジャパン

PGIMジャパン
PGIMジャパン

三井住友アセットマネジメント

アセットマネジメントOne
アセットマネジメントOne
アセットマネジメントOne

アセットマネジメントOne
アセットマネジメントOne

