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＊分配金再投資基準価額ベース
※期間： 2004年9月29日（設定日前営業日）～2020年4月30日（日次）
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。分配金再投資基準価額は税引前の分配金を当ファンド
に再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

2004年9月 2009年9月 2014年9月 2019年9月

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（円）

■分配金再投資基準価額
■基準価額

「コロナ・ショック」と米国REIT「コロナ・ショック」と米国REIT
「Withコロナ」「Afterコロナ」の時代に向けて「Withコロナ」「Afterコロナ」の時代に向けて

2020年2月下旬、世界に拡大した新型コロナウイルスの感染で、世界経済や金融市場が急
速に冷え込み、「コロナ・ショック」ともいえる状況となりました。
そのなかで、米国REIT市場も大幅に下落し、2020年2月に過去最高値を更新した当ファン
ドの基準価額＊は急落しました。

今回は、米国REIT の「コロナ・ショック」下の状況、そして「Withコロナ」「After
コロナ」時代における今後の展望について、ご説明いたします。

医療の進化医低金利環境
の継続

情報社会
の進化
情

ソーシャル・
ディスタンス

リーマン・
ショックで
急落

金融緩和、資産価格の
上昇、賃貸住宅への需
要拡大を受け回復

米国景気拡大とともに
上昇。米中貿易摩擦の渦
中でも注目され堅調に
推移

「Withコロナ」
「Afterコロナ」
の時代へ

コロナ・
ショック
で急落

※Withコロナ：新型コロナウイルスの感染拡大から収束まで。Afterコロナ：感染拡大の収束後。
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ゼウスの業種別構成上位5業種

※2020年5月7日時点
※組入REIT全体を100とした比率です。

ゼウスが注目

しているのは
？

ゼウスが注目

しているのは
？

順位

1

2

3

4

5

業　種
インフラ

ストラクチャー
住居

データセンター

商業・小売

産業施設

組入比率

23.6%

20.3%

11.8%

10.5%

9.1%

※使用指数はP3をご参照ください。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報、運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※使用指数はP3をご参照ください。※REITの収益は不動産市況や経済環境など様々な要因から影響を受けますので、リスクを無視して安全性の高い国債の
利回りとREITの配当利回りを単純に比較することはできません。配当利回りは、投資対象資産の特性を理解していただくために表示しており、当ファンドへ
の投資で得られる「期待利回り」を示すものではありません。出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報、または作成時点の見解であり、市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。また、上記は将来の運用成果等を示唆・保
証するものではありません。

※上記各施設に対応するREIT業種：通信鉄塔（インフラストラクチャーREIT）、データセンター（データセンターREIT）、物流施設（産業施設REIT）、賃貸住宅（住
居REIT）、個人向け倉庫（貸倉庫REIT）、ライフサイエンス研究施設（オフィスREIT）

「利回り追求」の動きへの期待。
経済活動再開に向けて各国政府の金融緩和などにより、
低金利環境が続くと考えられます。その環境下でリスク
回避姿勢が和らげば、「利回り追求」の動きが強まり、米国
REITへの資金回流が期待されます。

リーマン・ショック前後の
米国REITと米国株式の推移

「コロナ・ショック」下
の米国REIT
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（2020年4月末）

リーマン・ショックの時も米国REIT
は大きく下落しました。しかし、底打
ちした後に、米国REITは米国株式よ
り早く、かつ力強く回復しました。

その理由として、
❶低金利環境下で利回りの高さが
注目されたこと。

❷賃料収入を収益源とする安定性
が評価されたこと。

などが挙げられます。 ※期間中最安値を100として指数化（米国REIT：
09年3月6日、米国株式：09年3月9日）
※期間：2007年8月末～2012年8月末（日次）
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■米国REIT
■米国株式

など

新常識や新価値が生まれ始める今こそ、ピンチをチャンスに。
先を見据え、今後の収益拡大への期待が高まります。

「Withコロナ」「Afterコロナ」
世界の新常識、そして米国REITの展望

テレワーク Stay Home 巣ごもり消費 オンライン授業 オンライン診療ソーシャル・
ディスタンス

新しい生活様式での日常。
「Withコロナ」では、すでに人々の生活様式が一変しました。「Afterコロナ」でも、新しい生活様式を取り入れながら日常生
活を送ることが予想されます。

※期間：2020年1月末～2020年4月末（日次）

※起点を100として指数化

※単位：％
※2020年2月末から4月末までの騰落率
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コロナ・ショックで世界の金融市
場が日々大きく変動し、米国REIT
も急落を余儀なくされました。

都市封鎖や外出制限が強まる中、観光
やビジネスの需要が急減しました。
ホテルや商業施設は大幅に客足が鈍化
しました。また、感染リスクが大きいと
される高齢者介護施設の状況が懸念
されました。

急速に推進されたテレワークやオンラ
イン診療、オンライン授業などによっ
て、データの保管・処理、また送受信関
連の施設が大活躍しました。また、eコ
マースの更なる浸透によって物流施設
の需要が一層高まりました。

米国REITは業種によって
状況が異なっています。

コロナ・
ショック時の
各資産の推移

米国REIT
指数の業種別
騰落率

データセンター
インフラストラクチャー
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貸倉庫
森林
オフィス
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商業・小売
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しかし

「テレワーク」や「オンライン診療」など
のニーズの急増や、AI、IoT、5Gなど情
報社会のテクノロジーの普及を背景
に、膨大なデータの処理・送受信などテ
クノロジー関連施設が必要です。

●通信鉄塔
●データセンター

情報社会の進展
に欠かせない

経済環境の変化によって、より堅実な消
費行動が進むと考えられます。若年層に
よる家の所有からシェアへのシフトが
その1つの例で、賃貸住宅や個人向け倉
庫の需要の高まりが期待されます。

●賃貸住宅
●個人向け倉庫

スマート消費に
一役を担う

Stay Homeしながらも、消費を充実さ
せてくれるネットショッピングなどの
eコマースが拡大するなか、先進的な
配送システムを備えた物流センターは
更なる活躍が期待されます。

●物流施設 オンライン消費
を支える

ウイルスと戦うため、絶えず新薬やワ
クチン、治療法の創出が行われる研究
施設は時代を問わず重宝されます。

●ライフサイエンス
研究施設

ウイルスと戦い、
人類を守る

新光 US-REIT オープン 愛称：ゼウス



●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。●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。●投資信託は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。

新光 US-REIT オープン 愛称：ゼウス

主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下｢ＵＳ－ＲＥＩＴ｣といいます。）に分散投資を行い、市場平
均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。

ＵＳ－ＲＥＩＴの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・イ
ンクに運用の指図に関する権限を委託します。

原則として、毎月5日(休業日の場合は翌営業日。)の決算
時に、収益の分配を行います。

※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。したがって、将来の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ような運用ができない場合があります。

ファンドの投資リスク
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。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主な投資リスクは次のとおりです。 ●不動産投資信託の保有不動産への評価 ●US－REITの配当利回り水準に対する評価
●不動産投資信託の企業体としての評価 ●取引所における取引の需給関係による価格変動リスク ●取引所における取引量が減少または無くなることによる流動性
リスク ●為替変動リスク ●カントリーリスク
※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。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
【収益分配金に関する留意事項】●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当
分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評
価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必
ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。●投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【P1の使用指数】●米国REIT：FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（配当込み）●米国株式：S&P 500種指数（配当込み）●世界REIT：S&PグローバルREIT指
数（配当込み）●世界株式：MSCIワールドインデックス（配当込み）【P2の使用指数】●米国国債：米国10年国債利回り●米国短期国債：米国3ヵ月物短期国債利回り
【指数の著作権等】●“FTSE”及び “FTSE®”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使用しています。FTSE NAREIT All
Equity REITs インデックスは、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に与
えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表
の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。●S&P 500種指数とS&PグローバルREIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会
社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
グズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も
しません。また、S&P 500種指数とS&PグローバルREIT指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。●MSCIワールドインデックスに関
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。

「R&I ファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）
の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融
商品取引業等に関する内閣府令第299条第１項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関
しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属
しており、無断複製・転載等を禁じます。
“R&I ファンド大賞 2017”の選考は2015、2016、2017年それぞれの3月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に
入っているファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいています。“R&I ファンド大賞 2018”の選考は2016、2017、
2018年それぞれの3月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2018年3月末におけ
る3年間の定量評価によるランキングに基づいています。“R&I ファンド大賞 2019”の選考は2017、2018、2019年それぞれの3月末時点における１年間の運
用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2019年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいてい
ます。※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

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）     ●ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/

お客さまにご負担いただく手数料等について（詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）

ご購入時 購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。 
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。

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が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料については、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、上限額等を表示することができません。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額とします。
ありません。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.683％（税抜1.53％）
※ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券（US－REIT）については、市
場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。

購入時手数料

信託財産留保額
換金時手数料

運用管理費用（信託報酬）

その他の
費用・手数料

ご換金時

保有期間中
（信託財産から間接的にご負
担いただきます。）

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※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。

1
2 3

200527JS118224

商 号  等：アセットマネジメントOne株式会社
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

■設定・運用は

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧の上、ご自身でご判断ください。

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

ファンドの特色

新光 US-REIT オープン

主として米国の取引所
均よりも高い水準の配
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1
2

ファンドの特色ファンドの特色
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販売会社一覧（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。）
○印は協会への加入を意味します。
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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

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○
株式会社イオン銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第633号 ○
株式会社青森銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第1号 ○
株式会社北都銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第10号 ○
株式会社東北銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第8号 ○
株式会社足利銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第43号 ○ ○
株式会社筑波銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第44号 ○
株式会社きらぼし銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第53号 ○ ○
株式会社第四銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第47号 ○ ○
株式会社福井銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第2号 ○ ○
株式会社十六銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第7号 ○ ○
株式会社京都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○
株式会社池田泉州銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○
株式会社南都銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第15号 ○
株式会社紀陽銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第8号 ○
株式会社阿波銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第1号 ○
株式会社四国銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第3号 ○
株式会社筑邦銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第5号 ○
株式会社肥後銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第3号 ○
みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第34号 ○ ○ ○
三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○
株式会社北洋銀行 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○
株式会社東日本銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第52号 ○
株式会社神奈川銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第55号 ○
株式会社中京銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第17号 ○
株式会社第三銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第16号 ○
株式会社トマト銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第11号 ○
株式会社佐賀共栄銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第10号 ○
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 ○
株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関　沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○
第一勧業信用組合 登録金融機関　関東財務局長（登金）第278号 ○
近畿産業信用組合 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第270号 ○
第一生命保険株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第657号 ○ ○
アーク証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1号 ○
藍澤證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第6号 ○ ○
八十二証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第21号 ○ ○
ａｕカブコム証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○ ○
池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第370号 ○
リーディング証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第78号 ○
とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第32号 ○
エース証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第6号 ○
永和証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第5号 ○
ＰＷＭ日本証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第50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 ○ ○ ○
岡安証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第8号 ○
岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○
岡地証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第5号 ○ ○
木村証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第6号 ○
九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者　九州財務局長（金商）第18号 ○
極東証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第65号 ○ ○
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券業協
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一般社
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ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2938号 ○
あかつき証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○
岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○
寿証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第7号 ○
株式会社しん証券さかもと 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第5号 ○
島大証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第6号 ○
新大垣証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第11号 ○
みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○
北洋証券株式会社 金融商品取引業者　北海道財務局長（金商）第1号 ○
十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第188号 ○
ニュース証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第138号 ○ ○
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 ○ ○
大熊本証券株式会社 金融商品取引業者　九州財務局長（金商）第1号 ○
大山日ノ丸証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第5号 ○
ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第114号 ○
中銀証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第6号 ○
頭川証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第8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 ○ ○ ○ ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○
東洋証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第121号 ○ ○
フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第127号 ○ ○
西村証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第26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 ○ ○ ○
日産証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第131号 ○ ○
株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号 ○
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 ○ ○ ○ ○
百五証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第134号 ○
ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第20号 ○
フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第152号 ○
ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第24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 ○ ○
丸國證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第166号 ○
丸八証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第20号 ○
岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第169号 ○
三木証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第172号 ○
リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第199号 ○
三田証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第175号 ○
三津井証券株式会社 金融商品取引業者　北陸財務局長（金商）第14号 ○
水戸証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第181号 ○ ○
三豊証券株式会社 金融商品取引業者　四国財務局長（金商）第7号 ○
山形證券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第3号 ○
豊証券株式会社 金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第21号 ○
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留萌信用金庫 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第36号
大地みらい信用金庫 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第26号
鶴岡信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第41号
宮城第一信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第52号
会津信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第20号
郡山信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第31号
あぶくま信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第24号
福島信用金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第50号
桐生信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第234号
アイオー信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第230号
北群馬信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第233号
しののめ信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第232号
足利小山信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第217号
鹿沼相互信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第221号
佐野信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第223号
青木信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金) 第199号
飯能信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第203号
千葉信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第208号
横浜信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第198号 ○
川崎信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金) 第190号 ○
平塚信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第196号
朝日信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第143号 ○
東京東信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第179号 ○
西武信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第162号 ○
城北信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第147号 ○
青梅信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第148号 ○
多摩信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第169号 ○
新潟信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第249号
長野信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第256号 ○
富山信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第27号
金沢信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第15号 ○
のと共栄信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第30号
福井信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第32号
越前信用金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第12号
しずおか焼津信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第38号
静清信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第43号 ○
浜松磐田信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金) 第61号
沼津信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第59号
遠州信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金) 第28号
大垣西濃信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第29号
高山信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第47号
関信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第45号
いちい信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金) 第25号
瀬戸信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第46号 ○
知多信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第48号
豊川信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第54号
豊田信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第55号 ○
碧海信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第66号 ○
西尾信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第58号
蒲郡信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第32号
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北伊勢上野信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第34号
桑名三重信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第37号
滋賀中央信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第79号
長浜信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第69号
湖東信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第57号
京都信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第52号 ○
京都中央信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第53号 ○
京都北都信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第54号
大阪信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第45号
大阪シティ信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第47号 ○
奈良信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第71号 ○
大和信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第88号 ○
奈良中央信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第72号
きのくに信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第51号
姫路信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第80号 ○
播州信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第76号 ○
兵庫信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第81号 ○
尼崎信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第39号 ○
但馬信用金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第67号
水島信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第48号
玉島信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第30号
吉備信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第22号
備前日生信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第40号
西中国信用金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第29号
高松信用金庫 登録金融機関　四国財務局長（登金）第20号
観音寺信用金庫 登録金融機関　四国財務局長（登金）第17号
幡多信用金庫 登録金融機関　四国財務局長（登金）第24号
福岡ひびき信用金庫 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第24号 ○
大牟田柳川信用金庫 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第20号
熊本第一信用金庫 登録金融機関　九州財務局長（登金）第14号
株式会社三菱ＵＦＪ銀行　（委託金融商品取
引業者　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社） 登録金融機関　関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○
株式会社北洋銀行（委託金融商品取引業者
北洋証券株式会社） 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○
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●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）
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