
 

ポイント集計除外投資信託一覧 

 

2020/11/30 時点 

 

※ポイント付与対象銘柄は、今後変更となる場合があります。 

  お取引のタイミングによっては、ポイント還元の対象外となる可能性がございますので予めご了承ください。 

銘柄名 委託会社 

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 

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）                                  アセットマネジメント One株式会社 

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５                                  アセットマネジメント One株式会社 

ＭＨＡＭ株式オープン                                                             アセットマネジメント One株式会社 

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド                                                 アセットマネジメント One株式会社 

Ｏｎｅフォーカス ＡＩ                                                          アセットマネジメント One株式会社 

Ｏｎｅフォーカス フィンテック                                              アセットマネジメント One株式会社 

Ｏｎｅフォーカス次世代通信 アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード ＮＹダウ アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード ＴＯＰＩＸ                                                 アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード バランス（８資産均等型）                            アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード バランス（堅実型）                                     アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード バランス（積極型）                                     アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード バランス（標準型）                                     アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード 新興国株式                                                 アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞                   アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞                      アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード 先進国債券＜為替ヘッジあり＞                      アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード国内リート                                                    アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード国内債券                                                       アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード先進国リート アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード先進国株式                                                    アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード先進国債券                                                    アセットマネジメント One株式会社 

たわらノーロード日経２２５                                                    アセットマネジメント One株式会社 

ａｕスマート・ベーシック（安定）                                           auアセットマネジメント株式会社 

ａｕスマート・ベーシック（安定成長）                                     auアセットマネジメント株式会社 

ＥＸＥ−ｉグローバル中小型株式ファンド SBIアセットマネジメント株式会社 

ＥＸＥ−ｉ グローバルＲＥＩＴファンド                                  SBIアセットマネジメント株式会社 

ＥＸＥ−ｉ 先進国株式ファンド                                              SBIアセットマネジメント株式会社 

ＥＸＥ−ｉ 先進国債券ファンド                                              SBIアセットマネジメント株式会社 

ＥＸＥ−ｉ 新興国株式ファンド                                              SBIアセットマネジメント株式会社 

ＳＢＩ・先進国株式インデックス・ファンド                               SBIアセットマネジメント株式会社 



 

ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド                               SBIアセットマネジメント株式会社 

ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド          SBIアセットマネジメント株式会社 

ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド                               SBIアセットマネジメント株式会社 

セレブライフ・ストーリー２０２５                                           SBIアセットマネジメント株式会社 

セレブライフ・ストーリー２０３５                                           SBIアセットマネジメント株式会社 

セレブライフ・ストーリー２０４５                                           SBIアセットマネジメント株式会社 

セレブライフ・ストーリー２０５５                                           SBIアセットマネジメント株式会社 

日本株式・Ｊリートバランスファンド                                        岡三アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス                                     大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）                   大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ外国債券インデックス                                              大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ外国ＲＥＩＴインデックス                                        大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス                                  大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅＪ−ＲＥＩＴインデックス                                        大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス                                           大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス                                           大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス                                           大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ日経２２５インデックス                                           大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ日本債券インデックス                                              大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス                                           大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス                大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ 日本小型株インデックス                            大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ 年金バランス                                                       大和アセットマネジメント株式会社 

ｉＦｒｅｅ８資産バランス                                                       大和アセットマネジメント株式会社 

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）                                     大和アセットマネジメント株式会社 

ダイワ・ライフ・バランス３０                                                 大和アセットマネジメント株式会社 

ダイワ・ライフ・バランス５０                                                 大和アセットマネジメント株式会社 

ダイワ・ライフ・バランス７０                                                 大和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 

ドイチェ・ＥＴＦバランス・ファンド                                        ドイチェ・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 

インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式                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新興国（エマージング）債券（１年）    日興アセットマネジメント株式会社 

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）                            日興アセットマネジメント株式会社 

グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）                            日興アセットマネジメント株式会社 

ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）                                     日興アセットマネジメント株式会社 

ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）                                     日興アセットマネジメント株式会社 

日興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 



 

ノーロード日本国債フォーカス（毎月分配型）                            日興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（安定型）                      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 

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 

ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券） ニッセイアセットマネジメント株式会社 

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                      ニッセイアセットマネジメント株式会社 

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）          ニッセイアセットマネジメント株式会社 

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） ニッセイアセットマネジメント株式会社 

ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）          ニッセイアセットマネジメント株式会社 

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 

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 

ニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）                         ニッセイアセットマネジメント株式会社 

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 

＜購入換金手数料なし＞ニッセイインデックスバランス４資産均等 ニッセイアセットマネジメント株式会社 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式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 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券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 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックス ニッセイアセットマネジメント株式会社 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券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 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックス ニッセイアセットマネジメント株式会社 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリート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 

＜購入・換金手数料無＞ニッセイ新興国株式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 

＜購入換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸ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 

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均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 

ＮＺＡＭ・ベータＮＡＳＤＡＱ１００ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

ＮＺＡＭ・ベータＮＹダウ３０ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

ＮＺＡＭ・ベータＳ＆Ｐ５００ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

NZAM・ベータ日経２２５ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

ＮＺＡＭ・ベータ日本２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

ＮＺＡＭ・ベータ日本ＲＥＩＴ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

ＮＺＡＭ・ベータ米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ） 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

ＮＺＡＭ・ベータ米国ＲＥＩＴ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

インデックス・ブレンド（タイプ１）                                        野村アセットマネジメント株式会社 

インデックス・ブレンド（タイプ２）                                        野村アセットマネジメント株式会社 

インデックス・ブレンド（タイプ３）                                        野村アセットマネジメント株式会社 

インデックス・ブレンド（タイプ４）                                        野村アセットマネジメント株式会社 

インデックス・ブレンド（タイプ５）                                        野村アセットマネジメント株式会社 

野村インデックスファンド・国内債券                                        野村アセットマネジメント株式会社 

野村インデックスファンド・ＪＰＸ日経４００                            野村アセットマネジメント株式会社 



 

野村インデックスファンド・Ｊ−ＲＥＩＴ                                  野村アセットマネジメント株式会社 

野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                     野村アセットマネジメント株式会社 

野村インデックスファンド・日経２２５                                     野村アセットマネジメント株式会社 

野村つみたて外国株投信                                                          野村アセットマネジメント株式会社 

野村つみたて日本株投信                                                          野村アセットマネジメント株式会社 

野村６資産均等バランス                                                          野村アセットマネジメント株式会社 

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンドベーシック２０４０ フィデリティ投信株式会社 

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンドベーシック２０５０ フィデリティ投信株式会社 

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンドベーシック２０６０ フィデリティ投信株式会社 

ｉシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替Ｈなし）    ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド                         ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 国内債券インデックス・ファンド                         ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド                      ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド                   ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド                      ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド                      ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 先進国債券インデックス・ファンド                      ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド                   ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ ハイイールド債券インデックス・ファンド             ブラックロック・ジャパン株式会社 

ｉシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド                         ブラックロック・ジャパン株式会社 

ブラックロック・つみたて・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 

エス・ビー・日本債券ファンド                                                 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

大和住銀 先進国国債ファンド（リスク抑制型）                         三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

日本超長期国債ファンド                                                          三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

ひとくふう新興国株式ファンド                                                 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

ひとくふう世界国債ファンド（為替ヘッジあり）                         三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

ひとくふう先進国株式ファンド                                                 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

ひとくふう日本株式ファンド                                                    三井住友 DS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                            三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                         三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                         三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                   三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド    三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                         三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                               三井住友 DS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 DS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 DS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 DSアセットマネジメント株式会社 

三井住友・日本債券インデックス・ファンド                               三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 

ｉ−ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード）             三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ｉ−ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）                   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ｉ−ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ｉ−ＳＭＴ 日経２２５インデックス（ノーロード）                   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）       三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（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株式会社 

ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン                                  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

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株式会社 

ＳＭＴ Ｊ−ＲＥＩＴインデックス・オープン                            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ＳＭＴ 日経２２５インデックス・オープン                               三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ＳＭＴ日本株配当貴族インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

日本株式インデックスｅ                                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

日本債券インデックスｅ                                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス                                        三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ 国内物価連動国債インデックス                          三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス                                     三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス 三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス          三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス                                     三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス    三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス                                     三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）                      三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均）                         三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス                         三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス                      三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス                      三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）       三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）                三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）                      三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス                      三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス                      三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス                   三菱 UFJ国際投信株式会社 



 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）                   三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）                   三菱 UFJ国際投信株式会社 

ｅＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス                         三菱 UFJ国際投信株式会社 

インデックスファンド２２５                                                    三菱 UFJ国際投信株式会社 

システム・オープン                                                                三菱 UFJ国際投信株式会社 

ジャパン・ソブリン・オープン                                                 三菱 UFJ国際投信株式会社 

ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （１月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （２月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （３月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （４月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （５月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （６月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （７月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （８月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （９月設定）                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （１０月設定）                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （１２月設定）                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

追加型・公社債証券投資信託 （１１月設定）                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて新興国株式                                                                三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて先進国株式                                                                三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて先進国株式（為替ヘッジあり）                                     三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて日本株式（日経平均）                                                 三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて４資産均等バランス                                                    三菱 UFJ国際投信株式会社 

つみたて８資産均等バランス                                                    三菱 UFJ国際投信株式会社 

三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド                               三菱 UFJ国際投信株式会社 

三菱ＵＦＪ 日本国債ファンド（毎月決算型）                            三菱 UFJ国際投信株式会社 

ノーロード明治安田社債アクティブ                                           明治安田アセットマネジメント株式会社 

ノーロード明治安田Ｊ−ＲＥＩＴアクティブ                               明治安田アセットマネジメント株式会社 

明治安田日本債券オープン（毎月決算型）                                  明治安田アセットマネジメント株式会社 

明治安田日本債券ファンド                                                       明治安田アセットマネジメント株式会社 

ＵＢＳ ＭＳＣＩ先進国サステナブル株式インデックス・ファンド UBSアセット・マネジメント株式会社 

楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）             楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）                   楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）             楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・新興国株式インデックス・ファンド                                  楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・新経連株価指数ファンド 楽天投信投資顧問 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド                                  楽天投信投資顧問株式会社 



 

楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド                楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・全米株式インデックス・ファンド                                     楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・米国レバレッジバランス・ファンド                                  楽天投信投資顧問株式会社 

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド                            楽天投信投資顧問株式会社 

楽天みらいファンド                                                                楽天投信投資顧問株式会社 

ラッセル・インベストメント外国株式ファンド                            ラッセル･インベストメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ 国内株式ＥＳＧインデックス                            りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ Ｊリートインデックス                                     りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ 新興国株式インデックス                                  りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス                         りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ 先進国株式インデックス                                  りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ 先進国リートインデックス                               りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ ＴＯＰＩＸインデックス                                  りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ 日経２２５インデックス                                  りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ ８資産バランス 安定型                                  りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ ８資産バランス 安定成長型                            りそなアセットマネジメント株式会社 

Ｓｍａｒｔ−ｉ ８資産バランス 成長型                                  りそなアセットマネジメント株式会社 

つみたてバランスファンド                                                       りそなアセットマネジメント株式会社 

 


