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運用状況

・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。

・分配金再投資基準価額は、決算時に収益分配があった場合にその分配金（税引前）を再投資したものとして算出した収益率に

基づきます。

・基準価額および分配金再投資基準価額は、設定日前営業日（2005年6月14日）における値を10,000円として指数化しております。
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（円）

※基準価額は、10,000口当たりです。
12,924円   2007年6月4日
3,953円   2009年3月10日

　

設定日
当初設定元本

基準日
基準価額

信託期間
信託報酬率

純資産総額

年率1.47%（税抜1.40%）

設定来安値

前月末比
-172円

4,673百万円 -136百万円
設定来高値

原則毎月8日決算日2005年6月15日
3,804百万円

2021年9月30日
8,245円

無期限

追加型投信／海外／株式

◆分配等実績◆期間別騰落率 (分配金は10,000口当たり、税引前)

（期間：2005年6月14日～ 2021年9月30日) ベンチマーク：なし

設定来分配金累計額

日付
第171期 20円 第183期

分配金決算期 日付 分配金
20円2019/10/08 2020/10/08

決算期

第174期 20円 第186期 20円2020/01/08 2021/01/08

20円2019/11/08 2020/11/09
20円2019/12/09 2020/12/0820円 第185期

第172期 20円 第184期
第173期

第176期 20円 第188期 15円2020/03/09 2021/03/08
第175期 20円 第187期 20円2020/02/10 2021/02/08

第178期 20円 第190期 15円2020/05/08 2021/05/10
第177期 20円 第189期 15円2020/04/08 2021/04/08

2020/08/11 2021/08/10
第180期 20円 第192期 15円2020/07/08 2021/07/08
第179期 20円 第191期 15円2020/06/08 2021/06/08

第182期 20円 第194期 15円2020/09/08 2021/09/08
8,295円

第193期 15円第181期 20円

みずほ好配当世界株オープン

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－

ファンドの騰落率は、分配金再投資基準

価額より算出しており、実際の投資家利

回りとは異なります。

Monthly
Report

(億円)

1年
3年
5年

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月 4.8%

32.9%

-0.7%

20.0%

10年 196.5%
58.5%

設定来 134.9%

ファンド
-1.9%

設定来高値および設定来安値にて、各々、同一の基準価額が複数存在する場合、直近の日付を表示しています。
運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
当資料の作成において、投資信託説明書（交付目論見書）に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合があります。
そのため、両者の表記内容が一致しないことがあります。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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資産組入状況

※表中の組入比率は、純資産総額に対する実質的な組入状況を表しています。
※国名は投資国（主要上場市場のある国または地域）を基に表示しています。

◆ポートフォリオの状況

◆株式地域別主要国別の組入比率 ◆組入上位10通貨の組入比率

◆株式組入上位10業種の組入比率

順位 業種名 比率

1 半導体・半導体製造装置 12.0%

2 資本財 10.1%

3 銀行 7.2%

4 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.9%

5 公益事業 6.8%

6 ソフトウェア・サービス 6.6%

7 運輸 5.8%

8 保険 5.0%

9 素材 4.9%

10 各種金融 4.3%

地域名 国名 比率

北米 62.0%

アメリカ 61.5%

カナダ 0.5%

欧州 29.4%

フランス 8.7%

イギリス 8.4%

ドイツ 7.6%

スペイン 1.4%

スイス 1.1%

その他 2.1%

6.2%

オーストラリア 3.9%

香港 2.3%

  

  

  

 

その他の地域 0.0%

97.6%

2.4%

100.0%

その他資産

合計

アジア・オセアニア

地域計

追加型投信／海外／株式

みずほ好配当世界株オープン
Monthly
Report

その他資産は、100%から外国株現物・外国投信の
組入比率の合計を差し引いたものです。

外国株組入銘柄数 75銘柄

外国投信組入銘柄数 0銘柄

（ご参考）配当利回り

2.7%

1.7%
2.0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

当ファンド ［参考］

世界株式

（除く日本）

［参考］

日本株式

※当ファンド利回りは、純資産総額に対する配当利回り(各保有銘柄の
配当利回りの加重平均）にて算出。

※世界株式配当利回り(除く日本）は、MSCIコクサイ・インデックスを構成
する全銘柄の予想配当利回りの加重平均を使用。

※日本株式配当利回りは、MSCI地域別株価指数を構成する全銘柄の
予想配当利回りの加重平均を使用。

順位 通貨名 比率

1 米ドル 61.5%

2 ユーロ 19.3%

3 英ポンド 8.4%

4 オーストラリアドル 3.9%

5 香港ドル 2.3%

6 スイスフラン 1.1%

7 ノルウェークローネ 0.5%

8 カナダドル 0.5%

9

10

外国株現物 97.6%

外国投信 0.0%

その他資産 2.4%

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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運用コメント

9月の米国株式市場は下落しました。上旬は、中国当局による規制強化の懸念や米雇用統計の下振れなどを受け、下落

しました。中旬は、中国不動産大手を巡る懸念などを受け、下落しました。下旬は、米連邦政府の債務上限問題などを受

け、上値が抑えられました。

9月の欧州株式市場は下落しました。上旬は、米株安などを受け下落しました。中旬以降は、中国不動産大手を巡る懸念

や米株安、金利上昇への警戒感などを受け下落しました。

9月のアジア・オセアニア株式市場は下落しました。上旬は、中国当局による規制強化の懸念や米株安などもあり、概ね

横ばいとなりました。中旬以降は、中国不動産大手を巡る懸念や米株安などを受け、下落しました。

9月の米ドル円相場は、米長期金利の上昇などを背景に対円で上昇しました。ユーロ円相場は対円で概ね横ばいとなりま

した。

当月は各国の景気動向や金融政策、企業業績見通しのほか、米国や欧州の政治情勢や株式市場の動向なども勘案しつ

つ、保有銘柄の比率調整を実施しました。保有銘柄では、情報技術銘柄などが上昇し、プラスに寄与しました。一方、資本

財・サービス銘柄などが下落し、マイナスに影響しました。

海外株式市場は、一部地域において、新型コロナウイルス変異株の感染拡大に関連した経済への影響など懸念は依然

残りますが、ワクチンの普及による経済正常化への期待を受け、底堅い展開を予想します。米国株を中心に、単に配当利

回りが高いだけの銘柄ではなく、多額のキャッシュを保有し、株主還元や成長戦略の強化策に積極的な企業（好配当株）に

対する投資家の物色は根強いものと思われ、銘柄選択がより重要な相場環境が続くと考えます。

こうしたなか、当ファンドでは業績･キャッシュフローの成長見通しや配当方針に注目します。安定的な株主還元や成長戦略

の強化が期待できる銘柄については、株価動向を見極めつつ、保有ウエイトを積み増していく方針です。

今月のお知らせはありません。

◆投資環境

◆運用概況

◆今後の運用方針

◆お知らせ

追加型投信／海外／株式

みずほ好配当世界株オープン
Monthly
Report

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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参考情報

表中の組入比率は、純資産総額に対する比率を表示しています。
上記国名は投資国（主要上場市場のある国または地域）を基に表示しています。

◆組入上位10銘柄の概要

追加型投信／海外／株式

みずほ好配当世界株オープン
Monthly
Report

配当利回りは、2021年09月末時点のものを掲載しています。
（ブルームバーグデータを基にアセットマネジメントOneが作成。）
当該個別銘柄の掲示は、銘柄推奨を目的としたものではありません。

銘柄名

国名

業種名

イートン

アメリカ

資本財

モエ　ヘネシー　ルイ　ヴィトン

フランス

耐久消費財・アパレル

ドイツ・ポスト

ドイツ

運輸

ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー

アメリカ

銀行

クアルコム

アメリカ

半導体・半導体製造装置

マイクロソフト

アメリカ

ソフトウェア・サービス

アプライド・マテリアルズ

アメリカ

半導体・半導体製造装置

テキサス・インスツルメンツ

アメリカ

半導体・半導体製造装置

ペンテア

アメリカ

資本財

BAEシステムズ

イギリス

資本財

2.1%

1.1%

英国の大手航空・防衛関連企業です。主力の米国や英国向けだけでなく、サウジアラビアなど

中東向け事業の拡大が続いています。継続的に増配を実施しており、高い配当利回りを維持し

ています。
4.3%10

世界 大手のソフトウェアメーカーであり、パソコン用基本ソフト（OS）の「Windows」シリーズを

はじめ、「Office」などの業務用・個人用アプリケーション、インターネット用ソフトやサーバー用

アプリケーションなどの開発・提供を行い、市場で高いシェアを誇っています。近年はクラウド事

業にも注力しており、同事業の成長性も期待されます。

7 2.8%
半導体関連企業。世界各国の半導体産業を対象に、半導体ウエハー製造装置と関連部品の

開発、製造、販売およびサー ビスを提供する。

0.9%

0.7%

6 2.9%

8
米国の大手半導体メーカー。自動車や産業用機械、通信機器、計算機など様々な分野で同社

製品が利用されている。

9 2.2% 水関連機器メーカー。住宅、産業用途向けにポンプやフィルターなどを製造販売。

2.4%2.4%

米国 大の資産規模を誇る大手金融グループ。住宅ローンなどの貸出業務に加え、投資銀行

事業の回復もあり、業績は堅調に推移。資本水準も高く、増配や自社株買いによる株主還元強

化が期待される。

5 2.9%
携帯電話用の半導体 大手で、特許から得られるライセンス収入が大きな収益源となってい

ます。スマートフォン(多機能携帯電話)が急速に拡大していることで、当社の半導体販売収入

やライセンス収入も順調に増加しています。

2.4%

2.1%

4 3.1%

多角化 した高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行

かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。

3 3.3%
ドイツの郵便・物流企業です。国内の郵便事業に加えて、「DHL」のブランド名で国際的に物流

事業を手掛けています。郵便事業の安定的なキャッシュフローに加えて、アジアなど新興国を

中心としたエクスプレス事業の収益拡大により、堅調な業績が期待されます。

1.1%

2.5%

2 3.5%

順

位

組入

比率
概要

1 3.7%
工業機器メーカー。工業、自動車、建設、商業、航空宇宙の各市場を対象とした、工業機器の

生産に従事。

配当

利回り

2.0%

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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主な海外株式市場の指標および為替レートの推移

名称 当月末 前月末 変化率
MSCIコクサイ指数 2,929.32 3,044.42 -3.8%
MSCI北米指数 4,565.73 4,750.48 -3.9%
MSCIヨーロッパ株式指数 1,827.22 1,887.00 -3.2%
MSCIアジアオセアニア指数（除く日本） 1,687.12 1,774.53 -4.9%

追加型投信／海外／株式

みずほ好配当世界株オープン
Monthly
Report
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≪主な指標および月間騰落率≫ ※海外市場の指数については、海外

市場における本レポート作成基準

日の前営業日の値を、為替（対円・

仲値）については本レポート作成基

準日の値を用いております。

出所：ブルームバーグデータ、一般

社団法人投資信託協会提供

データを基にアセットマネジメント

Oneが作成。

≪主なMSCI海外指数≫【直近3年間】※配当なし・現地通貨ベース

≪主な通貨の推移（仲値）≫

名称 当月末 前月末 変化率
米ドル 111.92 109.90 1.8%
ユーロ 129.86 129.69 0.1%
英ポンド 150.43 151.27 -0.6%
オーストラ リアドル 80.46 80.18 0.3%

（円）（円）

（円） （円）

（年/月）

（年/月）

（年/月）（年/月）

（年/月） （年/月）

（年/月）

（年/月）

各MSCI指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ
Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

　当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運
　用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落に
　より、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
　また、投資信託は預貯金と異なります。

  ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

　当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
　費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

株価変動リスク
当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や
倒産等に陥った場合には、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。なお、当ファンドでは、株式の組入比率を原則として高位に維持す
るため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。

為替変動リスク
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する
要因となります。

流動性リスク

信用リスク
当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体が、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を
あらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはその可能性が高まった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能
性があります。

カントリーリスク
当ファンドの投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合には、当ファンドの基
準価額が下落する要因となる可能性があります。

規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）すること
ができない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

ファンドの特色（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

  みずほ好配当世界株オープンは、日本を除く世界各国の株式に投資を行い、信託財産の中・長期的な成長を目指します。

  １．日本を除く世界の好配当株を主要投資対象とします。

  ◆安定的な配当収入の確保に主眼を置くとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指し、株式の予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも
　　 安定した配当成長が見込まれる、世界の好配当企業の株式へ分散投資を行います。

  ◆投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニア（日本を除く）の３地域とし、先進国の株式へ分散投資を行います。なお、株式の組入比率は、原則
     として高位を維持します。

  ◆「好配当世界株マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

　２．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

　３．原則として毎月分配を目指します。

　◆毎月８日（休業日の場合は翌営業日）に、原則として配当等収益等を中心に継続的な安定分配を目指します。

　◆毎年３月、６月、９月および１２月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、値上がり益などを加えて分配する場合が
     あります。

   ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。また、分配対象収益が少額の
      場合には、分配を行わないこともあります。

   ■ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

  ※「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや
     基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならな
     い場合があることにご留意ください。

  ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

  ＊資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

 その他の留意点
 ◆当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザ
    ーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等
    により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
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（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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購入単位 販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円）

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は１万口当たりで表示しています。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後３時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日 　・ニューヨークの銀行の休業日

・英国証券取引所の休業日 　　　　　　・ロンドンの銀行の休業日

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求等に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付

の中止および取消し

信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引の停止、決済機能の

停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、およびす

でに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間 無期限（2005年６月15日設定）

繰上償還 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがありま

す。

･この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

･やむを得ない事情が発生したとき。

決算日 毎月８日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年12回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※お申込コースには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方の

　 みの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54％(税抜1.4％)

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときファンドか

   ら支払われます。

※委託会社の信託報酬には、好配当世界株マザーファンドの運用に関する投資助言を行う投資顧問会社（アセットマネジメ

   ントOne U.S.A.・インク）に対する投資顧問報酬（年率0.091％以内）が含まれます。

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

･組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料

･信託事務の処理に要する諸費用

･外国での資産の保管等に要する費用

･監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等

監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファ

ンドから支払われます。

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すこと

 　ができません。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。
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① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して

購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投

資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資

元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て

投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同

社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託ご購入の注意

　投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

◆ファンドの関係法人 ◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/
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○印は協会への加入を意味します。 2021年10月8日現在

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

＜備考欄について＞

※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

商号 登録番号等
日本証券

業協会

一般社団

法人日本

投資顧問

業協会

一般社団

法人金融

先物取引

業協会

一般社団

法人第二

種金融商

品取引業

協会

備考

株式会社南日本銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第8号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○ ※1

株式会社千葉興業銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第40号 ○ ※1

野村證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○ ※1


