
■取扱開始銘柄一覧 SMBC日興証券株式会社

　　2020年5月25日（月）午前5時頃 ： 通常購入受付開始
　　2020年5月25日（月）午後4時頃 ： 投信つみたてプラン受付開始
　　　※システム切替の為、開始時間が多少前後することがあります。

カテゴリー 銘柄コード ファンド名 運用会社
国内株式 8929 コモンズ30ファンド コモンズ投信
国内株式 8860 iFree 日経225インデックス 大和アセットマネジメント
国内株式 8861 iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント
国内株式 8862 iFree JPX日経400インデックス 大和アセットマネジメント
国内株式 8902 ニッセイ日本株ファンド ニッセイアセットマネジメント
国内株式 8930 ＮＺＡＭ・ベータ 日経２２５ 農林中金全共連アセットマネジメント
国内株式 8873 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
国内株式 8875 野村つみたて日本株投信 野村アセットマネジメント
国内株式 8870 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
国内株式 8871 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
国内株式 8889 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
国内株式 8888 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
国内株式 8885 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
国内株式 8895 つみたて日本株式（TOPIX） 三菱UFJ国際投信
国内株式 8899 つみたて日本株式（日経平均） 三菱UFJ国際投信
国内株式 8917 Smart-i TOPIXインデックス りそなアセットマネジメント
国内株式 8918 Smart-i 日経225インデックス りそなアセットマネジメント

グローバル株式 8893 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
グローバル株式 8891 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
グローバル株式 8892 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
グローバル株式 8883 全世界株式インデックス・ファンド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
グローバル株式 8884 米国株式インデックス・ファンド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
グローバル株式 8866 iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント
グローバル株式 8867 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
グローバル株式 8863 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
グローバル株式 8864 iFree 新興国株式インデックス 大和アセットマネジメント
グローバル株式 8907 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
グローバル株式 8931 ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆Ｐ５００ 農林中金全共連アセットマネジメント
グローバル株式 8868 野村インデックスファンド・新興国株式 野村アセットマネジメント
グローバル株式 8876 野村つみたて外国株投信 野村アセットマネジメント
グローバル株式 8869 野村インデックスファンド・外国株式 野村アセットマネジメント
グローバル株式 8887 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
グローバル株式 8886 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
グローバル株式 8896 つみたて先進国株式 三菱UFJ国際投信
グローバル株式 8897 つみたて新興国株式 三菱UFJ国際投信
グローバル株式 8900 つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 三菱UFJ国際投信
グローバル株式 8928 楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問
グローバル株式 8919 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
グローバル株式 8920 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

バランス 8859 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
バランス 8878 ダイワ・ライフ・バランス30 大和アセットマネジメント
バランス 8879 ダイワ・ライフ・バランス50 大和アセットマネジメント
バランス 8880 ダイワ・ライフ・バランス70 大和アセットマネジメント
バランス 8865 iFree 8資産バランス 大和アセットマネジメント
バランス 8881 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
バランス 8903 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
バランス 8906 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
バランス 8904 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
バランス 8905 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
バランス 8908 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
バランス 8909 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
バランス 8910 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
バランス 8932 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
バランス 8933 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
バランス 8874 野村6資産均等バランス 野村アセットマネジメント
バランス 8877 世界6資産分散ファンド 野村アセットマネジメント
バランス 8894 のむラップ・ファンド（積極型） 野村アセットマネジメント
バランス 8872 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 野村アセットマネジメント
バランス 8911 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
バランス 8912 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
バランス 8913 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
バランス 8882 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
バランス 8890 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
バランス 8847 SMT　世界経済インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント
バランス 8848 SMT　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
バランス 8849 SMT　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
バランス 8850 SMT　8資産インデックスバランス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント
バランス 8851 eMAXIS 最適化バランス（マイ　ゴールキーパー） 三菱UFJ国際投信
バランス 8852 eMAXIS 最適化バランス（マイ　ディフェンダー） 三菱UFJ国際投信
バランス 8853 eMAXIS 最適化バランス（マイ　ミッドフィルダー） 三菱UFJ国際投信
バランス 8854 eMAXIS 最適化バランス（マイ　フォワード） 三菱UFJ国際投信
バランス 8855 eMAXIS 最適化バランス（マイ　ストライカー） 三菱UFJ国際投信
バランス 8901 つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ国際投信
バランス 8898 つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際投信
バランス 8856 eMAXIS マイマネージャー　1970s 三菱UFJ国際投信
バランス 8857 eMAXIS マイマネージャー　1980s 三菱UFJ国際投信
バランス 8858 eMAXIS マイマネージャー　1990s 三菱UFJ国際投信
バランス 8914 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
バランス 8915 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
バランス 8916 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
バランス 8921 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
バランス 8922 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
バランス 8923 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
バランス 8924 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

※　従来より当社にて取り扱いがある「SMTインデックスシリーズ」のうち、取り扱いを開始する「i-SMTインデックスシリーズ」と同じ投資対象で信託報酬等が
　　 低く設定されております。


