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2018年3月19日  

トムソン・ロイター・ジャパン株式会社 

 

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」  

最優秀会社と最優秀ファンドを発表 

  

トムソン・ロイター・ジャパン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：富田秀夫、以下「トムソ

ン・ロイター」）は本日、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」の最優

秀会社と最優秀ファンドを発表します。本アワードの日本での表彰は今年で 17年目となりま

す。今後も引き続き投信市場に関わる皆様および幅広い投資家の皆様への定量分析に基づ

いた有益な情報の提供に努めて参ります。 

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードについて 

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」は、世界各都市で開催してい

る｢トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・プログラム｣の一環として行われ、日本にお

いて販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社

を選定し、表彰するものです。選定・評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム

｢トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ｣で採用している｢コンシスタント・リターン（収益一貫

性）｣を用いています。 

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード 評価方法について 

(『確定拠出年金』部門の評価方法も同一基準を採用) 

① 最優秀ファンド評価方法 

 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2017年末時点で

36カ月以上の運用実績、ならびに 2018 年 4 月 1日以降に償還を迎えるファンドとしま

す。 
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 リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上

（「確定拠出年金部門」は 5本以上）のファンドが存在する分類を評価対象とします。

（ただし、それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、

プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、インシュアラ

ンスファンド、指数連動型ファンドを除く） 

 評価期間は３年、５年、および 10年とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トム

ソン・ロイターリッパー・リーダーズ」で採用している｢コンシスタント・リターン（収益一貫

性）｣に基づき、各分類・各期間の最優秀ファンドを選定します。リッパー・リーダーズの

評価方法の詳細については、lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper/ を参照して

ください。 

② 最優秀会社アワード評価方法 

 株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と総合部門にて、最優秀会社を選定します。 

 株式部門、債券部門においては 5本以上、ミックスアセット部門においては 3本以上

の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とします。 

 総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ 5本以上、ミックスアセ

ット部門において 3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。 

 株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を３年として、対象運用会

社の該当ファンドすべてについて、上記の｢コンシスタント・リターン(収益一貫性)｣に基

づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし、最優秀会社を選定します。 

 総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値に基づいて

ランク付けし、最優秀会社を選出します。 

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード」の受賞結果ならびに「リッパー・ リーダー ・レ

ーティング・ システム (トムソン・ロイター リッパー・ リーダーズ)」におけるファンドのレーティン

グを引用される際には、必ず以下のディスクレーマーをご明記いただくようお願いいたします。 

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・

リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トム

ソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであ

り、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価

http://lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper/
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結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、

その正確性、完全性等について保証するものではありません。 

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」の受賞式典は４月 11日（水）

に都内で開催します。詳細はこちらをご覧下さい。また、各分類・各期間の受賞ファンドおよび

受賞会社については、備考をご参照下さい。 

以上 

 

トムソン・ロイター リッパーについて 

トムソン・ロイター リッパーは、総合投資情報、投資信託、退職年金基金、ヘッジファンド、お

よび手数料とコストに関する独立した洞察を、資産管理会社、ファイナンシャル・アドバイザー

と機関投資家の皆様に提供しています。高品質なデータ、投資評価情報、分析ツール、およ

びコメンタリーを有し、投資信託市場参加者の皆様から、40年以上にわたる信用を受け、トム

ソン・ロイター リッパーは他に類のない専門知識と洞察を投資信託業界に提供しています。 

 

トムソン・ロイターについて 

トムソン・ロイターは企業と専門家に向けてニュース・情報を提供する企業グループです。顧客

の皆様が信頼できる解を得るために必要となる専門性、テクノロジー、情報を提供しています。

トムソン・ロイターは 100年以上の歴史と共に、世界 100カ国以上で事業展開しています。ト

ムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場されてい

ます。詳しい情報は www.thomsonreuters.co.jp をご覧ください。 

 

 

本件に関するお問い合わせ先： 

 

藤森 英明 

トムソン・ロイター・ジャパン株式会社 

PR部門  

Tel: 03-6441-1504 

Email: hal.fujimori@thomsonreuters.com 

 

  

http://financial-risk-solutions.thomsonreuters.info/lipperforum2018
http://www.thomsonreuters.co.jp/
mailto:hal.fujimori@thomsonreuters.com
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備考： 受賞企業・ファンド 

 

『投資信託』部門 

 

１． 最優秀会社 

受賞部門 運用会社 

総合部門 フィデリティ投信株式会社 

債券部門 フィデリティ投信株式会社 

株式部門 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 

ミックスアセット部門 ラッセル・インベストメント株式会社 

 

２． 最優秀ファンド： 評価期間 3 年、5 年、10 年 

 
＜評価期間：３年＞（全 54ファンド） 

分類 ファンド名 運用会社 

オルタナティブ マネージド

フューチャー 
インベスコ プレミア・プラス・ファンド 

インベスコ・アセット・マネジメント株式

会社 

債券型 アジアパシフィック 

ＨＣ 

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型（ヘッ

ジなしコース） 

三井住友アセットマネジメント株式会

社 

債券型 アジアパシフィック 

ＬＣ 

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算

型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 豪ドル 
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券

ファンド（毎月決算型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 ブラジルレアル ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型） ＨＳＢＣ投信株式会社 

債券型 転社 グローバル グローバルＣｏＣｏ債ファンド 円ヘッジコース 日興アセットマネジメント株式会社 

債券型 エマージング グロ

ーバル ＨＣ 
ＧＳ新成長国債券ファンド 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネ

ジメント株式会社 

債券型 エマージング グロ

ーバル ＬＣ 
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 野村アセットマネジメント株式会社 

債券型 ＥＭＵ 政府債 ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型） 
三井住友トラスト・アセットマネジメント

株式会社 

債券型 グローバル グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント株式会社 

債券型 グローバル 社債 
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替

ヘッジあり） 
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 

債券型 グローバル ハイイ

ールド 

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（資

産成長型） 
フィデリティ投信株式会社 

債券型 グローバル 円ヘッ

ジ 

東京海上Ｒｏｇｇｅグローバルハイブリッド証券プラス

（為替ヘッジあり） 

東京海上アセットマネジメント株式会

社 

債券型 グローバル 短期

債 
日興高金利通貨ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント株式会社 

債券型 インドネシアルピア 国際インドネシア債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 インドルピー 野村インド債券ファンド（毎月分配型） 野村アセットマネジメント株式会社 

 



 

 

5 

 

債券型 日本円 エス・ビー・日本債券ファンド 大和住銀投信投資顧問株式会社 

債券型 メキシコペソ 国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 ニュージーランドド

ル 
野村ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型） 野村アセットマネジメント株式会社 

債券型 米ドル 
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジな

し） 
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

債券型 米ドル 社債 パインブリッジ米国優先証券ファンド 
パインブリッジ・インベストメンツ株式

会社 

債券型 米ドル 政府債 米国国債ファンド フレックスヘッジ（年１回決算型） 大和証券投資信託委託株式会社 

債券型 米ドル ハイイー

ルド 
ＭＨＡＭ ＵＳハイイールドファンド（毎月決算型） アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

コモディティ型 複合 ダイワ／“ＲＩＣＩ（Ｒ）”コモディティ・ファンド 大和証券投資信託委託株式会社 

株式型 アセアン ＪＰＭアセアン成長株オープン 
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株

式会社 

株式型 アジアパシフィック 

除日本 
ＪＰＭアジア株・アクティブ・ポートフォリオ 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株

式会社 

株式型 オーストラリア オーストラリア株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社 

株式型 ブラジル株 日興ブラジル株式ファンド 日興アセットマネジメント株式会社 

株式型 中国株 日興ＵＢＳ中国Ａ株ファンド ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 

株式型 エマージングマー

ケット グローバル 
ＨＳＢＣ ＢＲＩＣｓ オープン ＨＳＢＣ投信株式会社 

株式型 欧州株 フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信株式会社 

株式型 グローバル ひふみプラス レオス・キャピタルワークス株式会社 

株式型 グローバル 除日

本 
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 

株式型 グローバル インカ

ム 

世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為

替ヘッジありコース 
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 インド株 ノムラ・アジア・シリーズ（ノムラ・印度・フォーカス） 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 日本株 新成長株ファンド 
明治安田アセットマネジメント株式会

社 

株式型 日本 インカム 三井住友・配当フォーカスオープン 
三井住友アセットマネジメント株式会

社 

株式型 日本株 中小型株 中小型成長株ファンド－ネクストジャパン－ ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 

株式型 業種別 エネルギ

ー 
野村世界業種別投資シリーズ（世界資源株投資） 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 業種別 金融 野村世界業種別投資シリーズ（世界金融株投資） 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 業種別 IT ＪＰＭジャパン・テクノロジー・ファンド 
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株

式会社 

株式型 業種別 不動産業 

アジアパシフィック 
アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型） 

三井住友トラスト・アセットマネジメント

株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

欧州 

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファ

ンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

グローバル 
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

日本 
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信株式会社 
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株式型 業種別 不動産業 

北米 

ＤＩＡＭ米国優先リートファンド＜為替ダイナミックヘ

ッジ＞ 
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 米国株 
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド（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 

株式型 米国株 インカム 
ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジ

あり、３ヵ月決算型） 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株

式会社 

株式型 米国株 中小型株 ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

ローン・パーティシペーショ

ン・ファンド  

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミ

アム（毎月分配型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

ミックスアセット 日本円 

積極型 

三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極

型） 

三井住友アセットマネジメント株式会

社 

ミックスアセット 日本円 

バランス型 
三菱ＵＦＪ 国内バランス５０ 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

ミックスアセット 日本円 

安定型 
マイストーリー分配型（年６回）Ａコース 野村アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 フ

レキシブル 

野村時間分散投資「日経２２５・国内債券」（限定追

加型） 
野村アセットマネジメント株式会社 

 
＜評価期間：５年＞（全 37ファンド） 

分類 ファンド名 運用会社 

債券型 アジアパシフィック 

ＨＣ 

フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドＢ（為替

ヘッジなし） 
フィデリティ投信株式会社 

債券型 アジアパシフィック 

ＬＣ 

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算

型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 豪ドル 
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券

ファンド（毎月決算型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 ブラジルレアル ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型） ＨＳＢＣ投信株式会社 

債券型 エマージング グ

ローバル ＨＣ 
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 エマージング グ

ローバル ＬＣ 
パインブリッジ新成長国債インカムオープン 

パインブリッジ・インベストメンツ株式

会社 

債券型 ＥＭＵ 政府債 三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 グローバル 
東京海上Ｒｏｇｇｅグローバル・ハイブリッド・セキュリ

ティーズ・ファンド 米ドル建 米ドルヘッジクラス 

Mitsubishi UFJ Investor Services & 

Banking Lux SA 

債券型 グローバル 社債 
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ グローバル・インフラ債券ファンド

＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 グローバル 円ヘ

ッジ 
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型） 

三井住友アセットマネジメント株式会

社 

債券型 グローバル 短期

債 
野村新世界高金利通貨投信 野村アセットマネジメント株式会社 

債券型 日本円 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 

債券型 米ドル 
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替

ヘッジなし） 
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

債券型 米ドル ハイイー

ルド 

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジ

なし） 
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 アジアパシフィック 

除日本 
フィデリティ・アジア株・ファンド フィデリティ投信株式会社 
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株式型 オーストラリア オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型） 
三井住友アセットマネジメント株式会

社 

株式型 ブラジル株 りそなブラジル株式ファンド 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 中国株 日興ＵＢＳ中国Ａ株ファンド ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 

株式型 エマージングマー

ケット グローバル 
ＤＷＳグローバル新興国株投信 

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会

社 

株式型 欧州株 フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信株式会社 

株式型 グローバル ひふみプラス レオス・キャピタルワークス株式会社 

株式型 グローバル 除日

本 
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド 日興アセットマネジメント株式会社 

株式型 グローバル インカ

ム 
世界好配当株投信 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 インド株 Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 

株式型 日本株 新成長株ファンド 
明治安田アセットマネジメント株式会

社 

株式型 日本 インカム 三井住友・配当フォーカスオープン 
三井住友アセットマネジメント株式会

社 

株式型 日本株 中小型株 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 業種別 IT ＪＰＭジャパン・テクノロジー・ファンド 
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株

式会社 

株式型 業種別 不動産業 

グローバル 
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型） 大和証券投資信託委託株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

日本 
フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド フィデリティ投信株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

北米 
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） フィデリティ投信株式会社 

株式型 米国株 
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコー

ス（為替ヘッジなし） 
アライアンス・バーンスタイン株式会社 

株式型 米国株 中小型株 バンガード・スモールキャップ・インデックス・ファンド ザ・バンガード・グループ・インク 

ミックスアセット 日本円 

積極型 
東京海上・未来設計ファンド５ 

東京海上アセットマネジメント株式会

社 

ミックスアセット 日本円 

バランス型 
３資産バランスオープンアルファ 

三井住友トラスト・アセットマネジメント

株式会社 

ミックスアセット 日本円 

安定型 
マイストーリー分配型（年６回）Ｂコース 野村アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 

フレキシブル 
セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信株式会社 

 

 
＜評価期間：10年＞（全 28ファンド） 

分類 ファンド名 運用会社 

債券型 豪ドル 
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド－豪ドル クラスＰ－ａｃｃ

受益証券 

UBS Fund Management (Luxembourg) 

SA 

債券型 エマージング グロ

ーバル ＨＣ 
エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 エマージング グロ

ーバル ＬＣ 
パインブリッジ新成長国債インカムオープン 

パインブリッジ・インベストメンツ株式

会社 

債券型 ＥＭＵ 政府債 三菱ＵＦＪ ユーロ債券オープン（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 
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債券型 グローバル 
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＢコー

ス（為替ヘッジなし） 
フィデリティ投信株式会社 

債券型 グローバル 円ヘ

ッジ 

ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッ

ジ付き） 
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

債券型 日本円 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 

債券型 米ドル 
ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替

ヘッジなし） 
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

債券型 米ドル ハイイー

ルド 
高利回り社債オープン（毎月分配型） 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 アジアパシフィック 

除日本 
フィデリティ・アジア株・ファンド フィデリティ投信株式会社 

株式型 中国株 ＵＢＳ中国株式ファンド ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 

株式型 エマージングマー

ケット グローバル 
ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株

式会社 

株式型 欧州株 フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信株式会社 

株式型 グローバル フィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ投信株式会社 

株式型 グローバル 除日

本 
インベスコ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス・ファンド 

インベスコ・アセット・マネジメント株式

会社 

株式型 グローバル インカ

ム 
世界好配当株投信 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 インド株 新生・ＵＴＩインドファンド 
新生インベストメント・マネジメント株式

会社 

株式型 日本株 ＭＨＡＭ新興成長株オープン アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 日本 インカム 三井住友・配当フォーカスオープン 
三井住友アセットマネジメント株式会

社 

株式型 日本株 中小型株 ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

グローバル 
りそな ワールド・リート・ファンド 大和証券投資信託委託株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

日本 
Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型） 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

北米 

パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＢコース

（為替ヘッジなし） 

パインブリッジ・インベストメンツ株式

会社 

株式型 米国株 米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース 野村アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 

積極型 

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス 成

長型 
ラッセル・インベストメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 

バランス型 
３資産バランスオープンアルファ 

三井住友トラスト・アセットマネジメント

株式会社 

ミックスアセット 日本円 

安定型 
フィデリティ・資産分散投信（安定型） フィデリティ投信株式会社 

ミックスアセット 日本円 フ

レキシブル 
セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信株式会社 
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『確定拠出年金』部門 

 

１． 最優秀会社 

 

受賞部門 運用会社 

総合部門 野村アセットマネジメント株式会社 

債券部門 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

株式部門 大和住銀投信投資顧問株式会社 

ミックスアセット部門 大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

２． 最優秀ファンド： 評価期間 3 年、5 年、10 年 

 
＜評価期間：３年＞（全 12ファンド） 

分類 ファンド名 運用会社 

債券型 グローバル 
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Ｂ 為替ヘ

ッジなし（確定拠出年金向け） 

ゴールドマン・サックス・アセット・マ

ネジメント株式会社 

債券型 日本円 明治安田ＤＣ日本債券オープン 
明治安田アセットマネジメント株式

会社 

株式型 エマージングマーケ

ット グローバル 
ＤＣ新興国株式インデックス・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 

株式型 グローバル マイストーリー・株１００（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 グローバル 除日本 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 大和住銀投信投資顧問株式会社 

株式型 日本株 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

グローバル 
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

日本 
野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 積

極型 
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 日興アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 バ

ランス型 
大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０ 大和住銀投信投資顧問株式会社 

ミックスアセット 日本円 安

定型 
大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０ 大和住銀投信投資顧問株式会社 

ミックスアセット 日本円 フ

レキシブル 
明治安田ＤＣグローバルバランスオープン 

明治安田アセットマネジメント株式

会社 
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＜評価期間：５年＞（全 11ファンド） 

分類 ファンド名 運用会社 

債券型 グローバル 
野村外国債券アクティブファンド（確定拠出年金向

け） 
野村アセットマネジメント株式会社 

債券型 日本円 明治安田ＤＣ日本債券オープン 
明治安田アセットマネジメント株式会

社 

株式型 エマージングマーケ

ット グローバル 
ＤＣ新興国株式インデックス・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 

株式型 グローバル 
グローバル・バリュー・オープン（確定拠出年金向

け） 
野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 グローバル 除日本 大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 大和住銀投信投資顧問株式会社 

株式型 日本株 ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

グローバル 
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

日本 
野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 積

極型 
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 日興アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 バ

ランス型 
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 日興アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 安

定型 
大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０ 大和住銀投信投資顧問株式会社 

 

 
＜評価期間：10年＞（全９ファンド） 

分類 ファンド名 運用会社 

債券型 グローバル 
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出

年金向け） 
野村アセットマネジメント株式会社 

債券型 日本円 明治安田ＤＣ日本債券オープン 明治安田アセットマネジメント株式会社 

株式型 グローバル 
グローバル・バリュー・オープン（確定拠出年

金向け） 
野村アセットマネジメント株式会社 

株式型 グローバル 除日本 
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（Ｄ

Ｃ向け） 
ラッセル・インベストメント株式会社 

株式型 日本株 
シュローダー日本ファンド（確定拠出年金向

け） 

シュローダー・インベストメント・マネジメント

株式会社 

株式型 業種別 不動産業 

日本 
野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 積

極型 

ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長

コース） 
大和証券投資信託委託株式会社 

ミックスアセット 日本円 バ

ランス型 
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 日興アセットマネジメント株式会社 

ミックスアセット 日本円 安

定型 
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 野村アセットマネジメント株式会社 

 


