
オムニネット取扱投資信託一覧

岡三証券株式会社

2023年4月現在

日本好配当リバランスオープン 岡三アセットマネジメント

日本バリュースターオープン「経営進化論」 岡三アセットマネジメント

新経済成長ジャパン 岡三アセットマネジメント

ＪＰＸ日経インデックス400・コアプラス 岡三アセットマネジメント

日本連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント

ニッポン創業経営者ファンド「リーダーズ」 岡三アセットマネジメント

インフラ関連日本株式ファンド 「インフラレボリューション」 岡三アセットマネジメント

優良好配当･日本株式ファンド 「投資の原点」 岡三アセットマネジメント

明治安田日本株バリューアップ・セレクト100「雷（いかずち）」 明治安田アセットマネジメント

ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド ＪＰモルガンアセットマネジメント

ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション アセットマネジメントOne

フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信

フィデリティ・日本優良株・ファンド フィデリティ投信

フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ投信

ジャパン・グロース・ファンド「得意技」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

次世代ファンド「次世代」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

Jプレミアム・インカムファンド（年1回決算型） T&Dアセットマネジメント

Jプレミアム・インカムファンド（年4回決算型） T&Dアセットマネジメント

日本厳選価値向上株式ファンド「リバイバル・ジャパン」 りそなアセットマネジメント

インベスコ店頭・成長株オープン インベスコ・アセット・マネジメント

ＪＰＭ中小型アクティブオープン ＪＰモルガンアセットマネジメント

ＤＩＡＭ成長株オープン「出世株」 アセットマネジメントOne

フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ投信

日本インデックスオープン２２５ 岡三アセットマネジメント

ダイワＪＰＸ日経400ファンド 大和アセットマネジメント

ニッセイＴＯＰＩＸオープン ニッセイアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント

※ 日経225ノーロードオープン アセットマネジメントOne

野村インデックスファンド・日経225 「Funds-i 日経225」 野村アセットマネジメント

▲ Smart-i TOPIX インデックス りそなアセットマネジメント

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

次世代モビリティオープン（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

グローバル仮想世界株式戦略ファンド「フューチャーメタバース」 岡三アセットマネジメント

銘柄名 委託会社

Ⅰ．国内株式

①一般型

③中小型・店頭株

④インデックス・業種別

カテゴリー

①グローバル型 a一般Ⅱ．海外株式

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。
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銘柄名 委託会社カテゴリー

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド「ザ・ディスカバリー」（為替ヘッ
ジあり）

岡三アセットマネジメント

岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド「ザ・ディスカバリー」（為替ヘッ
ジなし）

岡三アセットマネジメント

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型） 日興アセットマネジメント

グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

▲ グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント

ロボット・テクノロジー関連株ファンド「ロボテック」 大和アセットマネジメント

クリーンテック株式ファンド（資産成長型） 「みらいEarth S 成長型」 大和アセットマネジメント

ブラックロック・ゴールド・ファンド ブラックロック・ジャパン

ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド ＪＰモルガンアセットマネジメント

ニッセイAI関連株式ファンド「ＡＩ革命」（為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイAI関連株式ファンド「ＡＩ革命」（為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジあり） ニッセイアセットマネジメント

ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（資産成長型・為替ヘッジなし） ニッセイアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント

GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ「nextWIN」Aコース（限定為替ヘッジ） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズ「nextWIN」Bコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

世界ｅコマース関連株式オープン 「みらい生活」 アセットマネジメントOne

ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン アセットマネジメントOne

つみたて全世界株式 三菱UFJ国際投信

▲ eMAXIS Neo ドローン 三菱UFJ国際投信

▲ eMAXIS Neo 遺伝子工学 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） 三菱UFJ国際投信

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） 三菱UFJ国際投信

フィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ投信

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジあり） フィデリティ投信

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし） フィデリティ投信

SMT グローバル株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友・グローバル好配当株式オープン「世界の豆の木」 三井住友DSアセットマネジメント

ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ ワールド・リゾート 三井住友DSアセットマネジメント

▲ グローバルAI ファンド 三井住友DSアセットマネジメント

フード・イノベーション厳選株式ファンド「世界の食卓」 三井住友DSアセットマネジメント

朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン「Ａｖｅｓｔ－Ｅ」 朝日ライフアセットマネジメント

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ・ジャパン

ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジなし） ピクテ・ジャパン

①グローバル型 a一般Ⅱ．海外株式

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。
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岡三証券株式会社

2023年4月現在

銘柄名 委託会社カテゴリー

ピクテ・セキュリティ・ファンド（為替ヘッジあり） ピクテ・ジャパン

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）「ぽちたま」 東京海上アセットマネジメント

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）「ぽちたま」 東京海上アセットマネジメント

FT・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型） ﾌﾗﾝｸﾘﾝ・ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

FT・グローバル・プレミア小型株ファンド（年１回決算型） ﾌﾗﾝｸﾘﾝ・ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン ステート・ストリート・GA

ひふみプラス レオス・キャピタルワークス

▲ ひふみワールド＋ レオス・キャピタルワークス

インデックスファンドＤＡＸ（ドイツ株式） 日興アセットマネジメント

明治安田欧州株式ファンド「ファザーン」 明治安田アセットマネジメント

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド ドイチェ・アセットマネジメント

ドイチェ・ユーロスター・オープン ドイチェ・アセットマネジメント

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） 岡三アセットマネジメント

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型） 岡三アセットマネジメント

ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン ＪＰモルガンアセットマネジメント

アジア未来成長株式ファンド ベアリングス・ジャパン

ＤＩＡＭベトナム株式ファンド　「ベトナムでフォー」 アセットマネジメントOne

サザンアジア・オールスター株式ファンド アセットマネジメントOne

フィデリティ・アジア株・ファンド フィデリティ投信

アジア・オセアニア配当利回り株オープン「アジア配当物語」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友・インド・中国株オープン 三井住友DSアセットマネジメント

イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・フィリピン株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・タイ株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ

ＨＳＢＣアジア・プラス ＨＳＢＣアセットマネジメント

新生・フラトンＶＰＩＣファンド ＳＢＩアセットマネジメント

東京海上・アジア中小型成長株ファンド 東京海上アセットマネジメント

チャイナ・ロード「西遊記」 岡三アセットマネジメント

深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

ダイワ・チャイナ・ファンド 大和アセットマネジメント

ＤＩＡＭ中国関連株オープン「チャイニーズ・エンジェル」 アセットマネジメントOne

フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン フィデリティ投信

アムンディ・中国株ファンド「悟空」 アムンディ・ジャパン

チャイナ・リサーチ・オープン「孔明」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友DSアセットマネジメント

③アジア型 b中国

②欧州型 a一般

③アジア型 a一般

①グローバル型 a一般

Ⅱ．海外株式

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。

3



オムニネット取扱投資信託一覧

岡三証券株式会社
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銘柄名 委託会社カテゴリー

ＨＳＢＣ中国株式ファンド（3ヶ月決算型） ＨＳＢＣアセットマネジメント

損保ジャパン拡大中国株投信 SOMPOアセットマネジメント

③アジア型 cインド ドイチェ・インド株式ファンド ドイチェ・アセットマネジメント

高成長インド・中型株式ファンド 三井住友DSアセットマネジメント

高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型） 三井住友DSアセットマネジメント

イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ

ＨＳＢＣインドオープン ＨＳＢＣアセットマネジメント

新生・ＵＴＩインドファンド ＳＢＩアセットマネジメント

シェール関連株オープン 岡三アセットマネジメント

米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 岡三アセットマネジメント

米国バイオ＆テクノロジー株オープン 岡三アセットマネジメント

米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

米国ネクストビジョンファンド（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント

▲ iFreeＮＥＸＴ ＦＡＮＧ+インデックス 大和アセットマネジメント

ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン ブラックロック・ジャパン

米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）「グレート・アメリカ」 アセットマネジメントOne

米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）「グレート・アメリカ」 アセットマネジメントOne

eMAXIS NYダウインデックス 三菱UFJ国際投信

フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信

マニュライフ・米国銀行株式ファンド「アメリカン・バンク」 マニュライフ・インベストメント・マネジメント

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族
「Funds-i フォーカス ⽶国株式配当貴族」

野村アセットマネジメント

野村インデックスファンド・⽶国株式配当貴族・為替ヘッジ型
「Funds-i フォーカス ⽶国株式配当貴族・為替ヘッジ型」

野村アセットマネジメント

ダイワ・ブラジル株式ファンド 大和アセットマネジメント

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック・ジャパン

ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

⑧中東型 a一般 アムンディ・アラブ株式ファンド アムンディ・ジャパン

新興国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント

ビッグデータ新興国小型株ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ5・ファンド「ブリックス・ファイブ」 ＪＰモルガンアセットマネジメント

<購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント

SMT 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

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ イーストスプリング・インベストメンツ

ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） ピクテ・ジャパン

ピクテ新興国インカム株式ファンド（１年決算型） ピクテ・ジャパン

⑨エマージング型 a一般

③アジア型 b中国

Ⅱ．海外株式

⑤北米型 a一般

⑥中南米型 a一般

③アジア型 cインド

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。
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2023年4月現在

銘柄名 委託会社カテゴリー

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） 大和アセットマネジメント

ニッセイ日本インカムオープン「Ｊボンド」 ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ国内債券アルファ「Jアルファ」 ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本インカムオープン「Ｊボンド」（年1回決算型） ニッセイアセットマネジメント

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） アセットマネジメントOne

▲ eMAXIS 国内債券インデックス 三菱UFJ国際投信

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド「フラットさん」 パインブリッジ・インベストメンツ

ＣＢオープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ワールド・ソブリンインカム「十二単衣」 岡三アセットマネジメント

DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセットマネジメント

DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセットマネジメント

DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） ドイチェ・アセットマネジメント

DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし） ドイチェ・アセットマネジメント

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）「ハッピークローバー」 アセットマネジメントOne

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース）「ハッピークローバー１年」 アセットマネジメントOne

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり／３カ月決算
型)

三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし／３カ月決算
型)

三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり／年1回決算
型)

三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし／年1回決算
型)

三井住友DSアセットマネジメント

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセットマネジメント

ＪＰＭグローバルＣＢオープン’95 ＪＰモルガンアセットマネジメント

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） フィデリティ投信

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（３ヵ月決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド（年１回決算型） マニュライフ・インベストメント・マネジメント

ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン ニッセイアセットマネジメント

ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）「ユーロ十二星」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

▲ 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友DSアセットマネジメント

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース 岡三アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）ユーロコース 岡三アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）円コース 岡三アセットマネジメント

欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）ユーロコース 岡三アセットマネジメント

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）「デ
ニッシュ・インカム」

ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）「デ
ニッシュ・インカム」

ニッセイアセットマネジメント

①国内型 dその他

②グローバル型 a一般

②グローバル型 b社債

③欧州型 a一般

③欧州型 b社債

①国内型 a一般

Ⅲ.債券 

③欧州型 cその他

①国内型 a一般

②グローバル型 cその他

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。
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オムニネット取扱投資信託一覧

岡三証券株式会社

2023年4月現在

銘柄名 委託会社カテゴリー

中国人民元ソブリンオープン 「夢元」 岡三アセットマネジメント

HSBCインドネシア債券オープン（毎月決算型） ＨＳＢＣアセットマネジメント

アジアハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

アジアハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

アジア・オセアニア債券オープン（1年決算型）「アジオセ定期便」 岡三アセットマネジメント

アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）「アジオセ定期便」 岡三アセットマネジメント

三重県応援・債券ファンド（毎月決算型） 岡三アセットマネジメント

三重県応援・債券ファンド（１年決算型） 岡三アセットマネジメント

▲ MHAM 豪ドル債券ファンド（毎月決算型） アセットマネジメントOne

ニッセイ／パトナム・インカムオープン ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ／パトナム・毎月分配インカムオープン ニッセイアセットマネジメント

米国地方債ファンド為替ヘッジあり（年２回決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

米国地方債ファンド為替ヘッジなし（年２回決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

米国短期ハイ・イールド債券オープン 岡三アセットマネジメント

▲ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信

▲ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（資産成長型） フィデリティ投信

ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和アセットマネジメント

ブラジル・ボンド・オープン（年１回決算型） 大和アセットマネジメント

⑩エマージング型 a一般 新興国国債オープン（毎月決算型）「アトラス（毎月決算型）」 岡三アセットマネジメント

日本Ｊリートオープン（毎月分配型） 岡三アセットマネジメント

日本Ｊリートオープン（１年決算型） 岡三アセットマネジメント

▲ ダイワＪ-ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 大和アセットマネジメント

▲ 三菱UFJ　Jリートオープン（毎月決算型） 三菱UFJ国際投信

▲ 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

グローバル・リート・セレクション 岡三アセットマネジメント

▲ ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド’（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

▲ ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）「世界の街並み」 大和アセットマネジメント

▲ ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント

▲ ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 三菱UFJ国際投信

次世代REITオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり） 三菱UFJ国際投信

次世代REITオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし） 三菱UFJ国際投信

③欧州型 ワールド・リート・セレクション（欧州） 岡三アセットマネジメント

ワールド・リート・セレクション（アジア） 岡三アセットマネジメント

ワールド・リート・セレクション（アジア）（年2回決算型） 岡三アセットマネジメント

⑤オセアニア型 a一般

②グローバル型

④アジア型

Ⅴ.不動産
関連

Ⅲ.債券 

④アジア型 a一般

④アジア型 b社債

⑥北米型 b社債

⑥北米型 a一般

①国内型

⑦中南米型 a一般

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。
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オムニネット取扱投資信託一覧

岡三証券株式会社

2023年4月現在

銘柄名 委託会社カテゴリー

⑤オセアニア型 ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン「Ａ－ＲＥＩＴ」 アセットマネジメントOne

ワールド・リート・セレクション（米国）「十二絵巻」 岡三アセットマネジメント

ワールド・リート・セレクション（米国）「十二絵巻」（1年決算型） 岡三アセットマネジメント

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり（１年決算型）「十二絵巻（為
替ヘッジあり）（１年決算型）」

岡三アセットマネジメント

米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド 「ほくと星」Ａコース（定額目標分配型／為替ヘッジ
あり）

岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド 「ほくと星」Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジ
なし）

岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド 「ほくと星」Ｃコース（定率目標分配型／為替ヘッジ
あり）

岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド 「ほくと星」Ｄコース（定率目標分配型／為替ヘッジ
なし）

岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド 「ほくと星」Ｅコース（資産成長型／為替ヘッジあり） 岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンド 「ほくと星」Ｆコース（資産成長型／為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント

▲ ダイワ・ＵＳ-ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 大和アセットマネジメント

▲ ダイワ・ＵＳ-ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 大和アセットマネジメント

▲ 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

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ・アセットマネジメント

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ・アセットマネジメント

▲ eMAXIS プラス コモディティインデックス 三菱UFJ国際投信

ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり） ピクテ・ジャパン

ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） ピクテ・ジャパン

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）「エネルギー・
ラッシュ」

三菱UFJ国際投信

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）「エネルギー・
ラッシュ」

三菱UFJ国際投信

※ イオングループ・ファンド 岡三アセットマネジメント

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

▲ 明治安田J-REIT 戦略ファンド（毎月分配型）「リート王」 明治安田アセットマネジメント

日本株＆Ｊリート 好配当フォーカスファンド（年２回決算型）「インカムフォーカス
（年２回決算型）」

三井住友トラスト・アセットマネジメント

日本株＆Ｊリート 好配当フォーカスファンド「インカムフォーカス」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ラップ・アプローチ（安定コース） 岡三アセットマネジメント

ラップ・アプローチ（安定成長コース） 岡三アセットマネジメント

ラップ・アプローチ（成長コース） 岡三アセットマネジメント

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）「世界のマイス
ター（資産成長型）」

岡三アセットマネジメント

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（年2回決算型）「世界のマイス
ター（年2回決算型）」

岡三アセットマネジメント

ファイン・ブレンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

ファイン・ブレンド（資産成長型） 日興アセットマネジメント

⑥北米型

Ⅴ.不動産
関連

②グローバル型

Ⅶ.資産複合

⑥北米型

Ⅵ.その他
資産

①コモディティ

③その他

①国内型

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。

7



オムニネット取扱投資信託一覧

岡三証券株式会社

2023年4月現在

銘柄名 委託会社カテゴリー

▲ グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント

▲ 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 日興アセットマネジメント

ダイワ・ライフ・バランス50 大和アセットマネジメント

▲
＜購⼊・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（8 資産均等
型）

ニッセイアセットマネジメント

▲ 投資のソムリエ アセットマネジメントOne

eMAXIS バランス （8 資産均等型） 三菱UFJ国際投信

▲ グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 三菱UFJ国際投信

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド「クアトロ」 ピクテ・ジャパン

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド「ポラリス」 ピクテ・ジャパン

④アジア型 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン「椰子の実」 三井住友DSアセットマネジメント

▲ ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）「ラッキー・カントリー」 ニッセイアセットマネジメント

FT・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） フランクリン・テンプルトン・ジャパン

FT・オーストラリア高配当株ファンド（為替Hあり）（年２回決算型） フランクリン・テンプルトン・ジャパン

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）「ＵＳドリーム（毎月)」 ニッセイアセットマネジメント

ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）「ＵＳドリーム（年２回）」 ニッセイアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド（１倍コース）「ＵＳブレイン１」 三井住友DSアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）「ＵＳブレイン３」 三井住友DSアセットマネジメント

米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）「ＵＳブレイン５」 三井住友DSアセットマネジメント

⑤オセアニア型

②グローバル型

⑥北米型

Ⅶ.資産複合

●　銘柄名に「※」印はオムニネット専用ファンド
●　「▲」印は当社で売却のみ受付のファンド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　 後に重要な注意事項が記載されていますので十分お読みください。
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本資料は投資勧誘を目的としたものではなく、「オムニネット」でお取扱いする投資信託の銘柄名の開示

を目的としたものです。 
本資料で開示しました投資信託への投資にあたっては所定の手数料をいただきます。 
 
＜有価証券や金銭のお預りについて＞ 
株式、優先出資証券等を当社の口座へお預かりする場合は、口座管理料をいただきません。外国証券（円
建て債券および国内の金融商品取引所に上場されている海外ETFを除きます。）をお預かりする場合には、
1年間に3,300円（税込み）の口座管理料をいただきます。ただし、電子交付サービスを契約している場
合には、口座管理料は1年間に2,640円（税込み）とします。なお、当社が定める条件を満たした場合は
外国証券の口座管理料を無料といたします。上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては料金をいた
だきません。なお、証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替する場合には、口座振替する数量
に応じて、1銘柄あたり6,600円（税込み）を上限として口座振替手続料をいただきます。 
お取引にあたっては「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」の内容を十分にお読
みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。 

＜投資信託＞ 
投資信託のお申込みにあたっては、銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます。 

・お申込時に直接ご負担いただく費用：お申込手数料（お申込金額に対して 大3.85％（税込み）） 
・保有期間中に間接的にご負担いただく費用：信託報酬（信託財産の純資産総額に対して 大年率2.254％

（税込み）） 
・換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保金（換金時に適用される基準価額に対して 大0.5％） 
・その他の費用：監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等が必
要となり、商品ごとに費用は異なります。お客様にご負担いただく費用の総額は、投資信託を保有され
る期間等に応じて異なりますので、記載することができません（外国投資信託の場合も同様です）。 

・投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので、株式相場、金利水準、為替相
場、不動産相場、商品相場等の変動による、対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落
することにより、損失が生じるおそれがあります。 

・投資信託は、組入れた有価証券の発行者(或いは、受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会
社)の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による、対象組入れ有価証券の価格
の変動によって基準価額が変動することにより、損失が生じるおそれがあります。 

・上記記載の手数料等の費用の 大値は、今後変更される場合があります。 
 
＜レバレッジ型上場投資信託、指数連動証券および投資信託、並びに、インバース型上場投資信託、指数
連動証券および投資信託＞ 

「レバレッジ型」および「インバース型」について 
「レバレッジ型」および「インバース型」が連動を目指す指標（以下、「対象指標」という）は、計算の元
となる株式指数、債券指数、REIT 指数や商品先物指数、先物の清算値、等（以下、「原指数」という）
の日々の上昇率、下落率に一定の倍率を乗じて算出されます。「レバレッジ型」とは倍率がプラス何倍、
「インバース型」とは倍率がマイナス何倍といったものをいいます。 

主な投資リスクについて 
 原指数が1日で大幅に変動した場合、倍数（プラス2倍、マイナス1倍、マイナス2倍、等）に応じて
ETF および ETN の対象指標も大きく変動し、ひいては基準価額等も大きく変動することになります。例
えば、次のケースでは、対象指標の値がゼロ以下になることにより、ETF および ETN の基準価額等はゼ
ロとなりますので、投資金額の全額を失うことになります。 

 ・レバレッジ型（プラス2倍）またはインバース型（マイナス2倍）のETF、ETNにおいて、原指数が前
日から50％以上下落、あるいは、上昇した場合（つまり、前日比半分以下に、あるいは、1.5倍以上と
なった場合） 

 ・インバース型（マイナス1倍）のETF、ETNにおいて、原指数が前日から100％以上上昇した場合（つ
まり、前日比2倍以上となった場合） 

他の重要な留意点について 
 対象指標の上昇率および下落率は、2 営業日以上の期間でみた場合、その期間の原指数の上昇率および
下落率に倍数（プラス2倍、マイナス1倍、マイナス2倍、等）を乗じた値とは通常一致しません。原
指数の価格変動性（ボラティリティ）が大きくなればなるほど、また、投資期間が長くなれば長くなる

手数料およびリスクについての重要な注意事項 



ほど、その差は大きくなる傾向があります。よって、それが長期にわたり継続されることにより、期待
した投資成果が得られないおそれが生じます。それゆえに、本商品は、一般的には、長期間の投資に向
いたものとはいえず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品といえま
す。 

○2037年12月までの間、復興特別所得税として、源泉徴収に係る所得税額に対して2.1％の付加税が課税
されます。 

○金融商品は、個別の金融商品ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。
金融商品取引のご契約にあたっては、あらかじめ当該契約の「契約締結前交付書面」（もしくは目論見書及
びその補完書面）または「上場有価証券等書面」の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえで
ご契約ください。 

〇この資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成されたものですが、その
情報の正確性、安全性を保証するものではありません。また、資料中の記載内容、数値、図表等は、本資料
作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があり、岡三証券がその責を負うものではありま
せん。なお、本資料に記載されたいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありませ
ん。投資に関する決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。 

〇岡三証券およびその関係会社、役職員が、この資料に記載されている証券もしくは金融商品について自己
売買または委託売買取引を行う場合があります。 

○自然災害等不測の事態により金融商品取引市場が取引を行えない場合は売買執行が行えないことがあり
ます。 

 

岡三証券株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
一般社団法人日本暗号資産取引業協会 
 

（2023年1月改訂） 


