
投信分類 ファンド名 運用会社 お申込み手数料 運用管理費用 信託財産留保額

ニッセイ日本インカムオープン

【愛称：Ｊボンド】

ニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）

【愛称：Ｊボンド（年１回決算型）】

１億円未満：1.32％

１億円以上：0.88％

グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） １億円未満：1.32％

【愛称：グロソブＮ】 １億円以上：0.88％

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）

【愛称：泰平航路】

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）

【愛称：泰平航路】

1.76%

実質1.958％程度（最大）

１千万未満：2.2％

５億円未満：1.32％

５億円以上：0.88％

１千万未満：2.2％

５億円未満：1.32％

５億円以上：0.88％

マニュライフ・カナダ債券ファンド

【愛称：メープルギフト】

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】

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース）

【愛称：ハッピークローバー１年】

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

【愛称：トリプルエース】

ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド

【愛称：ラッキークローバー】

ＤＩＡＭエマージング債券ファンド

【愛称：ライジングネクスト】

0.715%

（実質　0.96905％程度）

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】

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）

【愛称：杏の実（年１回決算型）】

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）

国内債券型

国内外債券型

三井住友ＤＳＡＭ 1.32%

投資信託手数料一覧（IS用）

三菱ＵＦＪ国際 1.375% 基準価額の0.5％

ニッセイＡＭ 0.88% 0.1595％～0.9350％ ございません

ニッセイＡＭ 0.88% 0.1595％～0.9350％ ございません

海外債券型

アセットマネジメントＯｎｅ 1.76% 1.485% 基準価額の0.1％

アセットマネジメントＯｎｅ 2.2%

ございません

ニッセイＡＭ 1.65%

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）

ニッセイ／パトナム・インカムオープン

グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン ございません

三井住友ＤＳＡＭ 2.42% 基準価額の0.3％

ニッセイＡＭ 1.65%

1.089% 基準価額の0.15％

三井住友ＤＳＡＭ 1.32% 1.089% 基準価額の0.15％

三菱ＵＦＪ国際 1.375% 基準価額の0.5％

ピムコ世界債券戦略ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし） ニッセイＡＭ 1.76% 1.595% ございません

マニュライフ

大和投資信託 1.76% 1.375% ございません

1.65% 基準価額の0.3％

アセットマネジメントＯｎｅ

アセットマネジメントＯｎｅ 1.76% 1.1% 基準価額の0.2％

アセットマネジメントＯｎｅ 1.76% 1.1% 基準価額の0.2％

1.76% 1.474% ございません

大和投資信託 1.76% 1.375% ございません

2.64% 1.87% 基準価額の0.3％

日興アセット 1.76% ございません

しんきんＡＭ 1.32%

1.045%

1.045%

基準価額の0.1％

基準価額の0.1％

しんきんＡＭ 1.32% 1.045% 基準価額の0.1％

しんきんＡＭ 1.32%

世界のサイフ



しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）

【愛称：四季絵巻】

株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型 1.0835%

【愛称：カブチョファンド】 （実質　1.7435％程度）

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）】

ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド

【愛称：ディープＡＩ】

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス（為替ノーヘッジ）

【愛称：ＮＹドリーム】

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】

三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）

【愛称：世界の大家さん（１年決算型）】

新光　ＵＳ－ＲＥＩＴオープン

【愛称：ゼウス】

新光　ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）

【愛称：ゼウスⅡ（年１回決算型）】

ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン

【愛称：Ａ－ＲＥＩＴ】

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） 1.2925%

【愛称：アメリカン・フロート】 （実質　1.7425％程度）

ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）

【愛称：Ｄ・５１（デゴイチ）】

しんきん世界アロケーションファンド（積極型）

【愛称：しんきんラップ（積極型）】

1.76% 0.407% ございません

海外株式型

三井住友ＤＳＡＭ 1.76% 0.748% ございません

バランス

しんきんＡＭ 1.32% 1.155% 基準価額の0.3％

三井住友ＤＳＡＭ 2.64% 1.98% 基準価額の0.3％

しんきんＡＭ 2.2% 1.54% 基準価額の0.3％

アセットマネジメントＯｎｅ 2.64% 1.584%

国内株式型

しんきんＡＭ 0.88% 0.66% ございません

しんきんＡＭ ございません 0.88% ございません

しんきんＡＭ

日興アセット 2.64% 基準価額の0.3％

ニッセイＡＭ 1.76% 1.1% ございません

0.88% 1.1% 基準価額の0.3％

三井住友ＤＳＡＭ 2.20% 1.65% ございません

ございません

2.376% 1.848% 基準価額の0.3％

2.64% 1.925%

内外株式型

日興アセット

アセットマネジメントＯｎｅ

三井住友ＤＳＡＭ

2.64% 1.936%グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

ございません

基準価額の0.3％

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

国内不動産型

1.76%

1.76%

1.045%

1.023%

基準価額の0.3％

基準価額の0.1％

1.65%

基準価額の0.3％

内外不動産型

海外不動産型

しんきんＡＭ

しんきんＡＭ

三井住友ＤＳＡＭ

三井住友ＤＳＡＭ

アセットマネジメントＯｎｅ

アセットマネジメントＯｎｅ

2.64%

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

しんきんＪリートオープン（１年決算型）

しんきんＡＭ

大和投資信託

マニュライフ

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

その他資産

ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり） 日興アセット

基準価額の0.3％

1.76% 1.4025% ございません

1.76% 1.045%

ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

三井住友・げんきシニアライフ・オープン

しんきんインデックスファンド２２５

しんきんＪＰＸ日経４００オープン

グローバルＡＩファンド

基準価額の0.1％

アセットマネジメントＯｎｅ 2.2%

2.2%

1.738% 基準価額の0.3％

基準価額の0.2％

1.749% 基準価額の0.3％

2.64% 1.749%

2.2%

2.2%

基準価額の0.3％

1.683%

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド



つみたて

NISA

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

アセットマネジメントＯｎｅ

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

たわらノーロード　先進国株式

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

たわらノーロード　新興国株式

たわらノーロード　バランス(8資産均等型）

ございません

ございません

ございません

ございません

ございません

ございません

ございません

ございません

ございません

基準価額の0.3%

ございません

0.187%

0.187%

0.10989%

0.22%

0.374%

0.154%

ございませんたわらノーロード　日経225


