
日 土
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12 18
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26 1

24 27 28

※上記は2021年11月24日現在に認識できる2021年12月末までの休業日であり､国の事情等により変更となる場合があります。

国内投信の設定・解約の申込不可日（予定）　　　　2021年12月

※下記参照 ※下記参照
野村AM
野村インデックスファンド・新興国株式

岡三ＡＭ
ワールド・リート・セレクション（アジア）

AMOne
ＤＩＡＭ　VIPフォーカス・ファンド

野村AM
野村インデックスファンド・
　　　　　　　　　　　　　新興国株式

岡三ＡＭ
ワールド・リート・セレクション（米国）
ワールド・リート・セレクション（欧州）
ワールド・リート・セレクション（アジア）
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１2月 【対面取引取扱いファンド】 
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AMOne
DIAM新興資源国債券ファンド

23

109
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AMOne
DIAM高格付インカム・オープン（毎月）
DIAM世界好配当株オープン（毎月）
DIAM高格付外債ファンド
DIAM新興資源国債券ファンド
DIAMオーストラリアリートオープン
世界eコマース関連株式オープン
投資のソムリエ
クルーズコントロール
DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月）
DIAM世界インカム・オープン（毎月）
MHAM豪ドル債券ファンド（毎月）
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回）

岡三ＡＭ
アジア・オセアニア債券オープン（毎月）
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月）
ワールド・リート・セレクション（欧州）
次世代モビリティオープン Ｈ有・H無
PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　（資産成長）（年2回）

日興ＡＭ
グローバル3倍3分法ファンド（年1回）（隔月）

HSBCアセット
世界資源エネルギーオープン
ロシアオープン
ブラジルオープン
ブラジル株式ファンド（3ヶ月）
BRICｓオープン
新BRICｓファンド

ニッセイＡＭ
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド
                  （年2回・H有）（年2回・H無）
 　               （資成・H有）（資成・H無）
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ有・資産成長型
ニッセイ・デンマーク・カバード債券
　　　　ファンド　2019‐07Ｈ有・限定追加型

三菱UFJ国際投信
トレンド・アロケーション・オープン
ユーロランド・ソブリン・インカム
グローバル財産3分法ファンド（毎月）
エマージング・ソブリン・オープン（毎月）H有・H無
ワールド・リート・オープン（毎月）
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月）

ＳＯＭＰＯアセット
トルコ株式オープン
日本金融ハイブリッド証券オープン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年1回）H有・H無

三井住友DS
短期豪ドル債オープン（毎月）（年2）
世界小型株厳選ファンド
アジア好利回りリート・ファンド（毎月）（年1回）

ピクテ投信
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　（毎月）（年1回）

ＮＮ
欧州リート・ファンド
　　　　　　　（毎月/Ｈ無）（資産形成/Ｈ無）

ブラックロック
ゴールド・ファンド

インベスコAM
オーストラリア債券ファンド（毎月）

大和ＡＭ
ブラジル・ボンド・オープン（毎月）
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野村AM
野村インデックスファンド・内外7資産
　　　　　　　　バランス・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・米国株式
　　　　　　　　　　配当貴族　Ｈ有・Ｈ無

岡三ＡＭ
新興国連続増配成長株オープン

※下記参照

16

27

AMOne
ＤＩＡＭ　VIPフォーカス・ファンド
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AMOne
海外国債ファンド
新光US-REITオープン（毎月）（年1回）
グローバル・アロケーション・オープン
　　　　　　　　　　　　　　　ＡＢＣＤコース
みずほUSハイイールドオープン
　　　　　　ＡコースH有/Bコース　H無
　　 　　　　　　(年1回)H有/(年1回)H無
ドルマネーファンド
DIAM世界好配当株オープン（毎月）
米国割安株ファンド
DIAM厳選米国株式ファンド
メディカル・サイエンス・ファンド
Oneニッポン債券オープン
世界eコマース関連株式オープン
投資のソムリエ
クルーズコントロール
DIAMワールド・リート・インカム・
　　　　　　　　　　　　　オープン（毎月）
DIAM世界インカム・オープン（毎月）
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン
　　円・豪ドル・南アフリカランド・レアル
グローバル・セキュリティ株式
　　　　　　　　　　　　　　ファンド（年1回）
インカムビルダー（年1回）H無

野村AM
野村インデックスファンド・外国株式
　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ有・Ｈ無
野村インデックスファンド・新興国株式
野村インデックスファンド・内外7資産
　　　　　　　　　バランス・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・米国株式
　　　　　　　　　　　配当貴族　Ｈ有・Ｈ無

三菱UFJ国際投信
トレンド・アロケーション・オープン
グローバル財産3分法ファンド（毎月）
エマージング・ソブリン・オープン
　　　　　　　　　　　　　（毎月）H有・H無
グローバル・ヘルスケア&
　　　　　　　　　　　　　バイオ・ファンド
ワールド・リート・オープン（毎月）

三井住友DS
北米高配当株ファンド（毎月）
世界小型株厳選ファンド

朝日ライフＡＭ
朝日Ｎｖｅｓｔグローバル
　　　　　　　　　　　バリュー株オープン
ハリス世界株ファンド（毎月）

三井住友トラストＡＭ
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ
　　　　　　　　　　　　インデックスファンド

ＳＯＭＰＯアセット
次世代金融テクノロジー株式ファンド

岡三ＡＭ
アジア・オセアニア債券オープン（毎月）
ワールド・リート・セレクション（米国）
アジア・オセアニア好配当
　　　　　　　　　　　成長株オープン（毎月）
ワールド・リート・セレクション（欧州）
ワールド・リート・セレクション（アジア）
新興国連続増配成長株オープン
次世代モビリティオープン Ｈ有・H無
PIMCOダイナミック・マルチアセット
　　　　　戦略ファンド（資産成長）（年2回）

日興ＡＭ
グローバル・フィンテック株式ファンド
　　　　（年1）（年2）（年1・Ｈ有）（年2・Ｈ有）
グローバル・ロボティクス株式ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　（年1回）（年2回）
グローバル3倍3分法ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　（年1回）（隔月）
ゴールド・ファンド　Ｈ有・Ｈ無

HSBCアセット
世界資源エネルギーオープン
ロシアオープン
ブラジルオープン
ブラジル株式ファンド（3ヶ月）
ブラジル債券オープン（毎月）
中国人民元債券オープン（年2回）
BRICｓオープン
新BRICｓファンド

ニッセイＡＭ
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド
                  （年2回・H有）（年2回・H無）
 　               （資成・H有）（資成・H無）
パトナム・インカムオープン
ニッセイAI関連株式ファンド　H有・H無
ニッセイ・デンマーク・カバード債券
　　　　　　　　ファンド　Ｈ有・資産成長型
ニッセイ・デンマーク・カバード債券
　　　　ファンド　2019‐07Ｈ有・限定追加型

ピクテ投信
ピクテ・バイオ医薬品ファンド毎月・H無／
　　　　　年1回・円コース／年1回・H無
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　（毎月）（年1回）

ＮＮ
欧州リート・ファンド
　　　　（毎月/Ｈ無）（資産形成/Ｈ無）

アムンディ・ジャパン
アムンディ・アラブ株式ファンド
アムンディ・ロシア東欧株ファンド

大和ＡＭ
米国インフラ・ビルダー株式ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ有・Ｈ無
ブラジル・ボンド・オープン（毎月）

AMOne
サザンアジア・オールスター株式ファンド
DIAM高格付インカム・オープン（毎月）
DIAM中国関連株オープン
DIAM世界好配当株オープン（毎月）
DIAM高格付外債ファンド
DIAM新興資源国債券ファンド
DIAM中国A株ファンド
DIAMオーストラリアリートオープン
世界eコマース関連株式オープン
投資のソムリエ
クルーズコントロール
DIAMワールド・リート・インカム・
　　　　　　　　　　　　　　オープン（毎月）
DIAM世界インカム・オープン（毎月）
MHAM豪ドル債券ファンド（毎月）
グローバル・セキュリティ株式
　　　　　　　　　　　　　　ファンド（年1回）

野村AM
野村インデックスファンド・新興国株式

日興ＡＭ
グローバル3倍3分法ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　（年1回）（隔月）

三菱UFJ国際投信
トレンド・アロケーション・オープン
ユーロランド・ソブリン・インカム
グローバル財産3分法ファンド（毎月）
エマージング・ソブリン・オープン
　　　　　　　　　　　　　　（毎月）H有・H無
ワールド・リート・オープン（毎月）
アジア・パシフィック・ソブリン・
　　　　　　　　　　　　　オープン（毎月）

ＳＯＭＰＯアセット
トルコ株式オープン
日本金融ハイブリッド証券オープン
　　　　　　　　　　　　　　　（年1回）H有・H無
次世代金融テクノロジー株式ファンド

ピクテ投信
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
　　　　　　　　　　　　　　　　（毎月）（年1回）

ブラックロック
ゴールド・ファンド

岡三ＡＭ
アジア・オセアニア債券オープン（毎月）
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月）
ワールド・リート・セレクション（欧州）
ワールド・リート・セレクション（アジア）
新興国連続増配成長株オープン
次世代モビリティオープン Ｈ有・H無
PIMCOダイナミック・マルチアセット
　　　　　戦略ファンド（資産成長）（年2回）

HSBCアセット
世界資源エネルギーオープン
ロシアオープン
ブラジルオープン
ブラジル株式ファンド（3ヶ月）
インドネシア債券オープン（毎月）
インド・インフラ株式オープン
中国人民元債券オープン（年2回）
インドオープン
アジア・プラス（3ヶ月）
BRICｓオープン
新BRICｓファンド
インド株式ファンド（3ヶ月）
チャイナオープン
中国株式ファンド（3ヶ月）

ニッセイＡＭ
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド
                  （年2回・H有）（年2回・H無）
 　               （資成・H有）（資成・H無）
ニッセイ・デンマーク・カバード債券
　　　　　　　　ファンド　Ｈ有・資産成長型
ニッセイ・デンマーク・カバード債券
　　　　ファンド　2019‐07Ｈ有・限定追加型

三井住友DS
短期豪ドル債オープン（毎月）（年2）
世界小型株厳選ファンド
アジア好利回りリート・ファンド（毎月）（年1回）

ＮＮ
欧州リート・ファンド
　　　　（毎月/Ｈ無）（資産形成/Ｈ無）

インベスコAM
オーストラリア債券ファンド（毎月）

大和ＡＭ
ブラジル・ボンド・オープン（毎月）
ダイワ・チャイナ・ファンド


