
2019年4月11日更新

1月21日 (月) 世界のサイフ 4月22日 (月) 世界のサイフ

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド クルーズコントロール

ドルマネーファンド しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

クルーズコントロール しんきん世界アロケーションファンド

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） 三井住友・グローバル・リート・オープン

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

しんきん世界アロケーションファンド 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

三井住友・グローバル・リート・オープン 4月25日 (木) ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド 5月13日 (月) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

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） 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

ニッセイ/パトナム・インカムオープン 5月20日 (月) ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース）

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型) 5月27日 (月) 世界のサイフ

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

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） 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン

1月28日 (月) ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

2月4日 (月) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） ドルマネーファンド

2月5日 (火) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド クルーズコントロール

2月6日 (水) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

2月7日 (木) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド しんきん世界アロケーションファンド

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友・グローバル・リート・オープン

2月18日 (月) 世界のサイフ コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン 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）

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） ニッセイ/パトナム・インカムオープン

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

ドルマネーファンド しんきんグローバル６資産ファンド(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 コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 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）

ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース） 5月30日 (木) しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

クルーズコントロール しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） しんきん世界アロケーションファンド

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド 三井住友・グローバル・リート・オープン

しんきん世界アロケーションファンド しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

三井住友・グローバル・リート・オープン 6月3日 (月) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） 6月4日 (火) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド 6月5日 (水) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

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） しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

ニッセイ/パトナム・インカムオープン 6月6日 (木) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6月7日 (金) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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） 6月10日 (月) ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン

3月1日 (金) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

3月7日 (木) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） クルーズコントロール

4月3日 (水) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

4月5日 (金) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド しんきん世界アロケーションファンド

4月17日 (水) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） 三井住友・グローバル・リート・オープン

4月19日 (金) 世界のサイフ しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 6月20日 (木) しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン しんきん世界アロケーションファンド

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

ドルマネーファンド 　※新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープンは（年１回決算型）も同様です。

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 　※しんきん世界アロケーションファンドは（積極型）も同様です。

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド 　※ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープンは（毎月決算型）と（年１回決算型）

ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース） 　 　　の両方をさします。

クルーズコントロール 　※三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンドは、（為替ヘッジ型）と

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） 　　　（為替ノーヘッジ型）の両方をさします。

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） 　※ドルマネーファンド、しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド 　　　および三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）は

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） 　　　新規販売停止中です。

しんきん世界アロケーションファンド 　※色付きは投信インターネット専用ファンドです。

三井住友・グローバル・リート・オープン 　※注文停止日は海外市場の休場等により変更となる場合があります。

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） 　※つみたてＮＩＳＡ専用ファンドの注文停止日は最終ページをご確認下さい。

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド

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

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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）

投資信託注文停止日一覧・日付順 （２０１９年１月～６月）
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7月1日 (月) ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース） 11月11日 (月) 世界のサイフ

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン

7月4日 (木) 世界のサイフ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン ドルマネーファンド

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（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

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

ドルマネーファンド ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース）

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン クルーズコントロール

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

クルーズコントロール しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） しんきん世界アロケーションファンド

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド 三井住友・グローバル・リート・オープン

しんきん世界アロケーションファンド コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）

三井住友・グローバル・リート・オープン ニッセイ/パトナム・インカムオープン

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

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） コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）

ニッセイ/パトナム・インカムオープン 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）

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 11月28日 (木) 世界のサイフ

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型) グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン

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） ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

8月5日 (月) ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース） ドルマネーファンド

8月9日 (金) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

8月15日 (木) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

8月26日 (月) 世界のサイフ クルーズコントロール

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

クルーズコントロール しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） しんきん世界アロケーションファンド

しんきん世界アロケーションファンド 三井住友・グローバル・リート・オープン

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型) 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド

9月2日 (月) 世界のサイフ 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）

グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） ニッセイ/パトナム・インカムオープン

新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）

ドルマネーファンド 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）

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 12月24日 (火) クルーズコントロール

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース） しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

クルーズコントロール しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） しんきん世界アロケーションファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド 12月25日 (水) 世界のサイフ

しんきん世界アロケーションファンド グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

三井住友・グローバル・リート・オープン ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

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） グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

ニッセイ/パトナム・インカムオープン ドルマネーファンド

しんきん世界好配当利回り株ファンド(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

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型) ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型） ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース）

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） クルーズコントロール

9月12日 (木) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

9月13日 (金) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

10月1日 (火) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）

10月3日 (木) クルーズコントロール しんきん世界アロケーションファンド

しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） 三井住友・グローバル・リート・オープン

しんきん３資産ファンド（毎月決算型） コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）

しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド

しんきん世界アロケーションファンド 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）

しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型) ニッセイ/パトナム・インカムオープン

10月7日 (月) ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）

10月9日 (水) しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型） 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

10月28日 (月) しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド 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）

12月26日 (木) 世界のサイフ

※新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープンは（年１回決算型）も同様です。

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン

※しんきん世界アロケーションファンドは（積極型）も同様です。 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）

※ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープンは（毎月決算型）と（年１回決算型）の ＤＩＡＭ高格付外債ファンド

　 両方をさします。 ＤＩＡＭ高格付インカムオープン（毎月決算コース・1年決算コース）

※三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンドは、（為替ヘッジ型）と クルーズコントロール

　　（為替ノーヘッジ型）の両方をさします。 しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米）

※ドルマネーファンド、しんきん海外ソブリン債セレクション（欧州・米国・欧米） しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

　　および三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）は しんきんアジアＥＴＦ株式ファンド

　　新規販売停止中です。 しんきん世界アロケーションファンド

※色付きは投信インターネット専用ファンドです。 三井住友・グローバル・リート・オープン

※注文停止日は海外市場の休場等により変更となる場合があります。 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

※つみたてＮＩＳＡ専用ファンドの注文停止日は最終ページをご確認下さい。 しんきんグローバル６資産ファンド(毎月決算型)

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

投資信託注文停止日一覧・日付順 （２０１９年７月～１２月）
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2019年4月11日更新

1月21日 (月) たわらノーロード　新興国株式 7月1日 (月) たわらノーロード　新興国株式

たわらノーロード　先進国株式 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 7月4日 (木) たわらノーロード　新興国株式

2月4日 (月) たわらノーロード　新興国株式 たわらノーロード　先進国株式

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

2月5日 (火) たわらノーロード　新興国株式 8月15日 (木) 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） たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

2月6日 (水) たわらノーロード　新興国株式 8月26日 (月) 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） たわらノーロード　先進国株式

2月7日 (木) 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）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 9月2日 (月) たわらノーロード　新興国株式

2月18日 (月) たわらノーロード　新興国株式 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 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 9月12日 (木) たわらノーロード　新興国株式

3月1日 (金) 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）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 9月13日 (金) たわらノーロード　新興国株式

4月5日 (金) 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）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 10月1日 (火) たわらノーロード　新興国株式

4月19日 (金) 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）

たわらノーロード　先進国株式 10月3日 (木) 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） たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

4月22日 (月) たわらノーロード　新興国株式 10月7日 (月) たわらノーロード　新興国株式

たわらノーロード　先進国株式 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 10月9日 (水) たわらノーロード　新興国株式

5月13日 (月) 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）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 11月11日 (月) たわらノーロード　新興国株式

5月27日 (月) たわらノーロード　新興国株式 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 たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 11月28日 (木) たわらノーロード　新興国株式

5月30日 (木) たわらノーロード　バランス（８資産均等型） たわらノーロード　先進国株式

6月6日 (木) 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）

たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 12月24日 (火) たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

6月7日 (金) たわらノーロード　新興国株式 12月25日 (水) 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） たわらノーロード　先進国株式

6月10日 (月) たわらノーロード　バランス（８資産均等型） たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

6月20日 (木) たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 12月26日 (木) たわらノーロード　新興国株式

たわらノーロード　先進国株式

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

※定時定額購入取引（積立投信）のご契約は注文停止日にかかわらず可能です。

※定時定額購入取引のファンドの買付日は引落指定日の翌々営業日です。

※引落指定日の翌々営業日が注文停止日にあたる場合、当該日以降で買付申込が可能となる営業日が買付日となります。

※たわらノーロード　先進国株式は（為替ヘッジあり）も同様です。

※注文停止日は海外市場の休場等により変更となる場合があります。

投資信託注文停止日一覧・日付順 （２０１９年）

＜つみたてＮＩＳＡ専用ファンド＞
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