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決算のお知らせ

「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料に関する注意事項」を必ずご覧ください。

決算のお知らせ
JPMグローバル医療関連株式ファンド

基準価額は、信託報酬控除後です。 は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。
信託報酬については、「ファンドの費用」をご覧ください。
本資料のデータ・分析等は過去の実績や将来の予測、作成時点における当社および当社グループの判断を示したものであり、将来の投資成果および市場環境の変
動等を示唆・保証するものではありません。

基準価額（税引前分配金再投資）

第36期決算期の投資環境

 第36期決算期（2022年4月26日～2022年7月25日）の医療関連株式市場は下落しました。インフレの高止まりを背景に、
各国中央銀行が積極的な金融引き締めを進める中で、緩和マネーの引き上げによる株式市場の動揺や、景気後退に
対する懸念から世界株式市場は下落しました。また、中国において新型コロナウイルス感染再拡大を受けて厳格な経済
封鎖政策が講じられたことで、同国経済の低迷やサプライチェーンの混乱に対する懸念も投資家心理の重石となりまし
た。

 景気後退に対する懸念が高まる中で、相対的に安定的（ディフェンシブ）とされる医療関連株式に注目が集まりました。
財務健全性や業績の安定感への注目が集まる中で、大手製薬会社をはじめとした医薬品株を中心に医療関連株が上
昇しました。一方、インフレの高止まりに伴うコストの増加やサプライチェーン問題が業績に与える影響が懸念された医
療機器・器具関連株は軟調に推移しました。

 このような投資環境下、保有株式の価格上昇と投資対象通貨の上昇が当ファンドのパフォーマンスにプラス寄与となり
ました。

基準価額（税引前分配金再投資）の推移 （期間：設定日～2022年7月25日）
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当ファンドは、年4回（1月、4月、7月、10月の各25日※ ）の決算時に分配します。
※25日が休業日の場合は翌営業日となります。
当ファンドの分配方針について詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
また、必ず分配を行うものではありません。

平素より、「JPMグローバル医療関連株式ファンド」をご愛顧賜り、

厚く御礼申し上げます。

今回は第36期決算にあたり、基準価額水準、市況動向、残存信託

期間等を勘案した結果、100円の分配金をお支払いすることを決定し

ましたので、お知らせいたします。

第1期～第35期 11,800円
第36期 100円
設定来累計 11,900円

分配金実績（1万口あたり、税引前）

< 2022年7月25日現在 >
基準価額（税引前分配金再投資） 31,389円
基準価額 10,787円
純資産総額 754億円

当決算期の騰落率 +3.0％

医療関連株式市場：MSCIワールド・ヘルスケア・インデックス（配当なし、現地通貨ベース、価格指数）
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・文中の銘柄については、個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。また、当該銘柄の株価上昇下落を示唆するものではございません。
・業種別については、当社および当社グループの判断に基づき分類しています。
・上記運用状況や市場の見通しについては、実質的な運用を行う投資先ファンドに係る説明を含みます。
・上記は、作成時点の モルガン・アセット・マネジメントの見解であり、予告なく変更されることがあります。J.P.

 当ファンドにおいては、引き続きバイオテクノロジー関連銘柄を相対的に高めに組み入れています。地域別では、遺伝子
治療やロボット手術、遠隔医療などの革新的な製品・サービスを開発・提供する企業の多い米国の組み入れ比率を引き
続き高めとしています。

 当決算期は、景気後退懸念が台頭する中で、財務健全性や業績の安定感が好感された大手医薬品株や、金利上昇が
追い風になると見られる医療サービス株などがプラスに寄与しました。一方、インフレの高止まりに伴うコストの増加やサ
プライチェーン問題が懸念されて株価が下落した医療機器・器具関連銘柄などがマイナスに寄与しました。

当ファンドの運用状況

市場の見通しについて

 新型コロナウイルスが収束に向かい、雇用と生産が回復することにより、経済全体が景気後退に陥る可能性は高くない
と考えています。とはいえ、経済の落ち込みは当面続く可能性があり、景気拡大ペースが鈍化することで、インフレ圧力
と賃金の伸びが低下すると見ています。パンデミック（世界的大流行）後の需要増が減速し、物価上昇が支出を抑制する
ようになれば、年後半にインフレは落ち着く一方、労働市場は冷え込むと見ています。これにより、中央銀行は2022年前
半に見られたタカ派路線と比較し、金融政策正常化をより緩やかに進めていくと考えます。短期的なリスクは残るものの、
今年に入り株式市場は大幅に調整しており、すでに景気後退のリスクは一部織り込まれていると見ています。

 医療関連セクターについては、科学や技術が急速な進歩を遂げる中、高齢化する社会や世界的な需要の高まりなどを
背景に、引き続き投資妙味が高いとみています。未解決の医療ニーズ分野における技術革新の進捗は著しく、長期的に
は科学や技術の進歩とともに成功率が高まると考えています。規制環境も本物の技術革新に対しては追い風であり、地
域によっては予算等の制約があるものの、顕著な医療成果を生む画期的な治療法には正当な対価を支払う環境が世界
的に整っているとみています。

 当ファンドにおいては、主に4つのヘルスケアセクターに投資する中で、業種・業態や国・地域、時価総額規模等における
分散にも配慮しながら、組み入れる銘柄と組入比率を決定します。また、銘柄選択を最も重要な超過収益の源泉と位置
づけていることから、今後も厳選した銘柄への投資を行う方針です。

JPMグローバル医療関連株式ファンド

スペシャルサイト
am.jpmorgan.com/jp/ja/healthcare/

グローバル医療 検索

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/jpm-global-healthcare-fund/
https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/jpm-global-healthcare-fund/
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ファンドの特色

1 世界の医療関連企業の株式に主として投資します。

 ファンド・オブ・ファンズ方式により、世界の医療関連企業の株式に投資する「グローバル・ヘルスケア・ファンド」の組入比
率を高位に保つとともに、円建ての公社債に投資する「マネープール・ファンド」にも投資します。

 「医療関連企業の株式」とは、グローバル・ヘルスケア・ファンドの運用担当者がそれに該当すると判断する企業の株式を
いいます。

2 ファンドは、年4回（1月、4月、7月、10月の各25日*）の決算時に分配します。

 ただし、必ず分配を行うものではありません。
* 25日が休業日の場合は翌営業日となります。

3 為替ヘッジは行いません。
 為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。

4 J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルなネットワークを活用します。

※ J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

本資料では、投資先ファンドである「JPモルガン・ファンズ－グローバル・ヘルスケア・ファンド JPMグローバル・ヘルスケア（Xクラス）（円建て）」および
「GIM ジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）」を「グローバル・ヘルスケア・ファンド」および「マネープール・ファンド」といい、またマネー
プール・ファンドのマザーファンドである「GIMマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）」を「マネープール・マザーファンド」といいます。

ご購入の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください
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投資リスク

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
投資信託は元本保証のない金融商品です。投資信託は預貯金と異なります。

基準価額の変動要因

ファンドは、投資先ファンドを通じて主に国内外の株式に投資しますので、以下のような要因の影響により基準価額が変動し、下落し
た場合は、損失を被ることがあります。下記は、ファンドにおける基準価額の変動要因のすべてではなく、他の要因も影響することが
あります。

株価変動リスク 株式の価格は、政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受け、
変動することがあります。

為替変動リスク ファンドは、為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動により投資資産の価値が変動します。

カントリーリスク 新興国に投資した場合は、以下のようなリスクがあり、その影響を受け投資資産の価値が変動する可能性があります。
 先進国と比較して一般的に政治、経済、社会情勢等が不安定・脆弱な面があり、株式や通貨の価格に大きく影響

する可能性があります。
 株式・通貨市場の規模が小さく流動性が低いため、株式・通貨の価格変動が大きくなる場合があります。
 先進国と比較して法規制の制度や社会基盤が未整備で、情報開示の基準や証券決済の仕組みが異なること、政

府当局による一方的な規制導入もあることから、予期しない運用上の制約を受けることがあります。
 税制が先進国と異なる面がある場合や、一方的な税制の変更や新税制の適用がある場合があります。
新興国とは、国内経済が成長過程にあると判断される国をいいます。

その他の留意点

 クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。
 ファンドの流動性リスクが顕在化した場合、ファンドの基準価額が下がること、ファンドが他の投資機会を活用できなくなること、

またはファンドが所定の期間内に換金代金の支払いに応じられないことがあります。
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普通分配金：個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。
※上記はイメージであり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

決算期中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

10,550円
期中収益

（①＋②）50円10,500円 10,500円

＊500円
（③＋④）

＊50円

＊500円
（③＋④）

10,450円 10,400円

＊450円
（③＋④）

配当等収益
① 20円

＊80円
10,300円

＊420円
（③＋④）

前期決算日
＊分配対象額500円

当期決算日分配前
＊50円を取崩し

当期決算日分配後
＊分配対象額450円

前期決算日
＊分配対象額500円

当期決算日分配前
＊80円を取崩し

当期決算日分配後
＊分配対象額420円

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金

受益者の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

受益者の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金支払後
基準価額

（分配金支払後
個別元本）

分配金支払後
基準価額

（分配金支払後
個別元本）

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配
方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

投資信託の純資産

元本払戻金（特別分配金）は
実質的に元本の一部払戻しと
みなされ、その金額だけ個別
元本が減少します。また、元
本払戻金（特別分配金）部分
は非課税扱いとなります。

分配金

 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がります。

 分配金は、決算期中に発生した収益（経費*1控除後の配当等収益*2および有価証券の売買益*3）を超えて支払われる場合があり

ます。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも決算
期中におけるファンドの収益率を示すものではありません。

*1 運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料をいいます。 *2 有価証券の利息・配当金を主とする収益をいいます。 *3 評価益を含みます。

 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま
す。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

分配金
100円

分配金
100円

収益分配金に関する留意事項
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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購 入 時 手 数 料 手数料率は3.85%（税抜3.5%）を上限とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（購入時手数料＝購入価額×購入口数×手数料率（税込））
自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。

信託財産留保額 かかりません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

フ ァ ン ド ファンドの純資産総額に対して年率1.353％（税抜1.23％）がかかり、日々の基準価額に反映されます。

投 資 先
フ ァ ン ド

投資先ファンドの純資産総額に対して以下の費用がかかります。
グローバル・ヘルスケア・ファンド：年率0.50% （注） 消費税等はかかりません。
マネープール・ファンド：年率0.1045%（税抜0.095%）

実質的な負担
（ 概 算 ）

純資産総額に対して年率1.85%程度（税抜1.73%程度）がかかります。
グローバル・ヘルスケア・ファンドに純資産総額の99.9%を投資した場合のものです。投資先ファンドの組入
比率により、実際の負担と異なる場合があります。

そ の 他 の 費 用 ・
手 数 料

「有価証券の取引等にかかる費用*」「外貨建資産の保管費用*」「信託財産に関する租税*」「信託事務の処理に関する諸費
用*」「その他ファンドの運用上必要な費用*」「グローバル・ヘルスケア・ファンドの運用管理費用*」「ファンドに関し委託会社
が行う事務にかかる諸費用*」「グローバル・ヘルスケア・ファンドの事務管理費用（同ファンドの純資産総額に対して上限年
率0.15%）」「ファンド監査費用（純資産総額に対して年率0.022%（税抜0.02％）、上限年額330万円（税抜300万円））」
* 運用状況等により変動し、適切な記載が困難なため、事前に種類ごとの金額、上限額またはその計算方法等の概要な

どを具体的に表示することができないことから、記載していません。

ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。

ご購入の際は、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください

お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社が定める単位とします。ただし、自動けいぞく投資コースにおいて収益分配金を再投資する場合は、1円以上1円単
位とします。

購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額とします。

換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。

換 金 価 額 換金申込日の翌営業日の基準価額とします。換金時に手数料はかかりません。

換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して７営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。

申 込 締 切 時 間 原則として午後3時までとします。ただし、販売会社によっては受付時間が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。

信 託 期 間 2013年7月26日から2028年7月25日（休業日の場合は翌営業日）までです。（設定日は2013年7月26日です。）

決 算 日 1月、4月、7月、10月の各25日（休業日の場合は翌営業日）です。

収 益 分 配 毎年4回の決算時に委託会社が分配額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

課 税 関 係 課税上の取扱いは、「公募株式投資信託」となります。「公募株式投資信託」は税法上、少額投資非課税制度の適用対象で
す。配当控除および益金不算入制度は適用されません。

ファンドの関係法人

委 託 会 社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（ファンドの運用の指図）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第330号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、
一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受 託 会 社 三菱UFJ信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理）

販 売 会 社 委託会社（https://www.jpmorgan.com/jp/am/）までお問い合わせください。（ファンドの購入・換金の取扱い等、投資信託
説明書（交付目論見書）の入手先）
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決算のお知らせ

「投資リスク」「ファンドの費用」「本資料に関する注意事項」を必ずご覧ください。

※1 株式会社 SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。
※2 岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。

本資料で使用している指数について
 MSCI各指数は、MSCI Inc.が発表しております。同指数に関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権は

MSCI Inc.に帰属しております。

本資料に関する注意事項
本資料はJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等に基づいて本資料を作成して
おりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損
害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであり、将来の市場環境の変動や、当該意
見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見通しは将来予告なしに変更されることがあります。本資料は、当社が設定・運用する投資信託
について説明するものであり、その他の有価証券の勧誘を目的とするものではございません。また、当社が当該投資信託の販売会社として直接説明するために作成
したものではありません。
投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するものではありません。投資信
託は預金および保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託を証券会社（第一種金融商品
取引業者を指します。）以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の保護の対象ではありません。投資信託は、金融機関の預金と異なり、元本および利息の保
証はありません。取得のお申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ずお受け取りの
上、内容をご確認ください。最終的な投資判断は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。

※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合
があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

取扱い販売会社について

2022年7月25日現在

株式会社　愛知銀行 東海財務局長(登金)第12号 ○ 　 　 　

株式会社　あおぞら銀行 関東財務局長(登金)第8号 ○ 　 　 ○

株式会社　イオン銀行 関東財務局長(登金)第633号 ○ 　 　 　

エイチ・エス証券株式会社 関東財務局長(金商)第35号 ○ 　 　 　

auカブコム証券株式会社 関東財務局長(金商)第61号 ○ 　 　 ○

株式会社　SMBC信託銀行 関東財務局長(登金)第653号 ○ ○ ○ 　 ※1
株式会社　SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ 　 ○

株式会社　大垣共立銀行 東海財務局長(登金)第3号 ○ 　 　 ○

OKB証券株式会社 東海財務局長（金商）第191号 ○ 　 　 　

岡三証券株式会社 関東財務局長(金商)第53号 ○ ○ ○ ○ ※2
株式会社　沖縄銀行 沖縄総合事務局長(登金)第1号 ○ 　 　 　

株式会社　十六銀行 東海財務局長(登金)第7号 ○ 　 　 ○

株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引

業者 マネックス証券株式会社）
関東財務局長（登金）第10号 ○ 　 　 ○

株式会社　但馬銀行 近畿財務局長(登金)第14号 ○ 　 　 　

株式会社　千葉銀行 関東財務局長(登金)第39号 ○ 　 　 ○

中銀証券株式会社 中国財務局長(金商)第6号 ○ 　 　 　

東海東京証券株式会社 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ 　 ○

株式会社　東京スター銀行 関東財務局長(登金)第579号 ○ 　 　 ○

東洋証券株式会社 関東財務局長（金商）第121号 ○ ○ 　 　

株式会社　西日本シティ銀行 福岡財務支局長(登金)第6号 ○ 　 　 ○

西日本シティTT証券株式会社 福岡財務支局長（金商）第75号 ○ 　 　 　

浜銀TT証券株式会社 関東財務局長(金商)第1977号 ○ 　 　 　

ひろぎん証券株式会社 中国財務局長(金商)第20号 ○ 　 　 　

株式会社　広島銀行 中国財務局長(登金)第5号 ○ 　 　 ○

フィデリティ証券株式会社 関東財務局長(金商)第152号 ○ 　 ○ 　

松井証券株式会社 関東財務局長(金商)第164号 ○ 　 　 ○

マネックス証券株式会社 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○

株式会社　ゆうちょ銀行 関東財務局長(登金)第611号 ○ 　 　 　

楽天証券株式会社 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者等の名称 登録番号
日本証券業

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
日本投資顧問

業協会

一般社団法人
金融先物取引

業協会
その他


Control

						ともに
営業日を入力
↓ エイギョウビ ニュウリョク

				販社データ基準日 ハンシャ キジュンビ		7/8/22				No		作成対象 サクセイ タイショウ		一括作成 イッカツ サクセイ		個別作成 コベツ サクセイ		手動作成 シュドウ サクセイ

				月報基準日 ゲッポウ キジュンビ		6/30/22				1		153000		103000		164000		142000

				追加作成時用 ツイカ サクセイ ジ ヨウ		0708				2				109000		927000		897000

										3				201000		121000

										4				801000		153000

										5				892000		148000

										7				895000		238000																										SaveFile		Folder		File

										8				938000		832000																										File1		J:\Reporting_Fund\販社情報配信管理\販社情報\ファンド別販社シート過去分\2022\		ファンド別販社シート2207.xlsm

										9				133000																												File2		J:\Reporting_Fund\Reporting_DB\		ファンド別販社シート.xlsx

										10				157000																												File3		J:\Reporting_Fund\販社情報配信管理\販社情報\ファンド別販社シート過去分\2022\		ファンド別販社シート220708.xlsm
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【作業手順】

●月末に一括で作成する場合
①  C2、C3に日付を入力
②　一括作成の販社シートを作成
 　　　　　　　　　　　　　　　　　

③  個別作成の販社シートを作成
       個別作成のファンドで、注釈の追加変更があれば、ファンドシート上のM列を変更してから
                           

④　手動作成の販社シートを作成
      手動作成のファンドで、販社と注釈の追加変更があれば、ファンドシート上のI、J、M列を変更してから
                                                                                              ※マクロは日付のみ変更

⑤　販社シートの作成基準日が異なるファンドのみ再作成
⑥　「check」シートで変更内容をチェック 
⑦                                           下記ファイルを全て保存
		販売会社シート作成ファイルNew.xlsm　←このワークファイルを上書き保存
		ファンド別販社シートYYYYMM.xlsm　　 ←来月比較するようのバックアップ
		ファンド別販社シート.xlsx　　　　　　　　　 ←月報を作成する際に参照するファ				　　　　　イル。セルの調整等はこのファイル				　　　　　上で行う。
		
●月中に一部のファンドのみ作成する場合
①　上記の該当する作成方法で販社シートを作成してから
② 　                                       　　 ファンド別販社シートYYYYMMDD.xlsm←ファイル保存
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ファンド別販社シート.xlsxに上書保存

【注意事項】
販売会社シート作成ファイルNew.xlsmの各ファンドのシートは、フォーマットとして使用するため変更しない。
手動でセル幅を変更してしまうと、その幅が固定されるため、次回作成時にセルが適切な幅にならない。
一時的に編集したい場合は、ファンド別販社シート.xlsxに保存したものを変更すること。




一括作成リスト

一括作成実行

個別作成リスト

個別作成実行

手動作成リスト

手動作成実行

提出用に保存

提出用に上書

↓データクリア

注記など入る場合は「個別作成」



check

										販売会社管理表と照合								131

				●管理番号で前回比較チェック カンリ バンゴウ ゼンカイ ヒカク														●ファンドディスクロージャー室データと販社数をチェック シツ ハンシャ スウ

				作成ファンド サクセイ		管理番号 カンリ バンゴウ												ファンドディスクロージャー室のデータと照合 シツ ショウゴウ																																		記載しない理由 キサイ リユウ

				22		販社情報check ジョウホウ		本シート ホン		前回シート

AKIKO TSUTSUMI: 参照元ファイル、前月にしてください。		ファンドcheck

AKIKO TSUTSUMI: 本シートのB列と各シートのG6を確認		販社数変更check ハンシャ シャ カズ ヘンコウ

AKIKO TSUTSUMI: 本シートのD列とE列を照合				照合先 ショウゴウ サキ		本シート ホン		チェック		調整 チョウセイ		月報に記載していない販社
※今後シードマネーの場合は販社として掲載しない ゲッポウ キサイ ハンシャ コンゴ バアイ ハンシャ ケイサイ														月報に記載している販社
（「証券会社別ファンド表.xls」では1販社としてカウントされている） ゲッポウ キサイ ハンシャ												①		ＪＰモルガン・アセット						シードマネー														949

																										証券会社別ファンド表→●														証券会社別ファンド表→▲ ショウケン カイシャ ベツ ヒョウ								証券会社別ファンド表→×（なし）						ＪＰモルガン証券 ショウケン

				103000				12123311		12123311		ok		ok				12		12		ok		0																												②		中央三井信託 チュウオウ ミツイ シンタク						SMA取扱 トリアツカイ														851・873

				109000				14143310		14143310		ok		ok				14		14		ok		3		香川銀行 カガワ ギンコウ		長崎銀行▲ ナガサキ ギンコウ		横浜銀行▲ ヨコハマ ギンコウ																						③		京葉銀行 ケイヨウ ギンコウ						窓口での新規販売は停止、インターネットによる積立買付のみ受付														938

				801000				44324		44324		ok		ok				4		4		ok		0

				832000		変更		3939131026		3838111024		ok		1		三井住友信託（月報に記載あり、1個分相違） ミツイ スミトモ シンタク ゲッポウ キサイ コブン ソウイ		42		39		3		7		日本興亜		④野村證券 ノムラ ショウケン		広島銀行 ヒロシマ ギンコウ		第一生命 ダイイチ セイメイ		⑤損保ジャパンDC証券		大和証券		三菱UFJモルガンスタンレー証券が合併後も重複 ミツビシ ショウケン ガッペイゴ ジュウフク														⑤		第一生命保険 ダイイチ セイメイ ホケン						DC取扱 トリアツカイ														832

				892000				12123310		12123310		ok		ok				11		12		-1		0																▲HSBC												証券会社別ファンド表から ショウケン カイシャ ベツ ヒョウ

				895000				12125411		12125411		ok		ok		三井住友信託（月報に記載あり、1個分相違） ミツイ スミトモ シンタク ゲッポウ キサイ コブン ソウイ		13		12		1		3		④野村證券 ノムラ ショウケン		⑤スルガ銀行 ギンコウ		⑤岡三証券 オカサン ショウケン																						▲・・・新規募集をしていない

				897000				48479828		48479828		ok		ok				48		48		ok		1		（髙木）東海東京証券 タカギ トウカイ トウキョウ ショウケン																										○・・・実際には新規募集をしていないものの、届出書上では新規募集をしている記載をしている（販社依頼による）

				927000				55434		55434		ok		ok				5		5		ok		0

				938000				14148612		14148612		ok		ok				13		14		-1		1		③京葉銀行 ケイヨウ ギンコウ		十六銀行 １６ ギンコウ												▲香川銀行 カガワ ギンコウ								三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）

				121000				1919339		1919339		ok		ok				19		19		ok		1		阿波銀行（野村證券提携分） アワ ギンコウ ノムラ ショウケン テイケイ ブン

				142000				20204410		20204410		ok		ok		４ファンド合冊にしたため、相違（11個分相違） ガッサツ ソウイ		9		20		-11		1		親和十八銀行が合併後も重複 シンワ ジュウハチギンコウ ガッペイゴ チョウフク

				153000				29297515		29297515		ok		ok				30		29		1		2		（髙木）東海東京証券 タカギ トウカイ トウキョウ ショウケン		阿波銀行（野村證券提携分）

				148000				44324		44324		ok		ok				4		4		ok		0

				157000				33323		33323		ok		ok				3		3		ok		0

				163000				13134411		13134411		ok		ok				13		13		ok		2		中銀証券 チュウギン ショウケン		三菱UFJモルガンスタンレーPB証券

				164000				3737131023		3737131023		ok		ok				36		37		-1		-1																								株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）

				185000				22111		22111		ok		ok				2		2		ok		1		JPモルガン証券 ショウケン

				193000				11111		11111		ok		ok				1		1		ok		0

				201000				33223		33223		ok		ok				3		3		ok		0

				211000				11011		11011		ok		ok				1		1		ok		0

				221000				22212		22212		ok		ok				2		2		ok		1		三菱ＵＦＪ信託銀行

				238000				44014		44014		ok		ok				4		4		ok		0



&Z&F&A


「証券会社別ファンド表」のシートに参照先のデータを貼付してください。



証券会社別ファンド表

										→Securities																																																																																																																→Bank

										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126

		コード						JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｱｾｯﾄ		ＪＰモルガン証券㈱		アイザワ証券㈱ ショウケン		安藤証券㈱ ショウケン		池田泉州ＴＴ証券㈱ イケダ センシュウ ショウケン		今村証券㈱ イマムラ ショウケン		ａｕカブコム証券㈱ ショウケン		㈱ＳＢＩ証券 ショウケン		いちよし証券㈱ ショウケン		四国アライアンス証券㈱ シコク ショウケン		岩井コスモ証券㈱ ショウケン		ひろぎん証券㈱ ショウケン		エイチ・エス証券㈱ ショウケン		（エース)東海東京証券㈱ トウカイ トウキョウ ショウケン		岡三証券㈱ ショウケン		ＯＫＢ証券㈱ ショウケン		ばんせい証券㈱ ショウケン		九州ＦＧ証券㈱ キュウシュウ ショウケン		極東証券㈱ キョクトウ ショウケン		クレディ・スイス証券㈱ ショウケン		ぐんぎん証券㈱ ショウケン		リーディング証券㈱ ショウケン		静銀ティーエム証券㈱ ショウケン		七十七証券㈱ シチジュウシチ ショウケン		十六ＴＴ証券㈱ ジュウロク ショウケン		めぶき証券㈱ ショウケン		大和証券㈱ ショウケン		（高木）東海東京証券㈱ トウカイトウキョウショウケン		ちばぎん証券㈱ ショウケン		中銀証券㈱ チュウギン ショウケン		楽天証券㈱ ラクテン ショウケン		東海東京証券㈱ ショウケン		東洋証券㈱ トウヨウ ショウケン		内藤証券㈱ ナイトウ ショウケン		西日本シティＴＴ証券㈱ ニシ ニホン ショウケン		ＳＭＢＣ日興証券㈱ ニッコウ ショウケン		マネックス証券㈱ ショウケン		野村證券㈱ ショウケン		キャピタル・パートナーズ証券㈱ ショウケン		八十二証券㈱ ハチジュウニ ショウケン		浜銀ＴＴ証券㈱ ハマ ギン ショウケン		百五証券㈱ ヒャクゴ ショウケン		フィデリティ証券㈱ ショウケン		ＦＦＧ証券㈱ ショウケン		ほくほくＴＴ証券㈱ ショウケン		松井証券㈱ マツイ ショウケン		丸三証券㈱ ショウケン		みずほ証券㈱ ショウケン		三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ ミツビシ ショウケン		水戸証券㈱ ショウケン		（PB）三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ ショウケン		損保ジャパンDC証券㈱ ソンポ ショウケン		山和証券㈱ ショウケン		リテラ・クレア証券㈱ ショウケン		立花証券㈱ タチバナ ショウケン		ＰＷＭ日本証券㈱ ニホン ショウケン		ワイエム証券㈱ ショウケン		㈱三菱UFJ銀行 ミツビシ ギンコウ		㈱みずほ銀行 ギンコウ		㈱三井住友銀行		㈱りそな銀行 ギンコウ		㈱愛知銀行		㈱あおぞら銀行		㈱足利銀行 アシカガ ギンコウ		㈱イオン銀行 ギンコウ		㈱伊予銀行		㈱大垣共立銀行 オオ		㈱沖縄銀行		㈱大分銀行 オオイタ		㈱鹿児島銀行		㈱香川銀行		㈱関西みらい銀行 カンサイ		㈱筑波銀行 ツクバ		㈱京葉銀行 ケイヨウ ギンコウ		㈱京都銀行 キョウト ギンコウ		京都信用金庫 キョウト シンヨウ キンコ		㈱きらぼし銀行 ギンコウ		㈱熊本銀行 クマモト ギンコウ		㈱群馬銀行 グンマ		㈱滋賀銀行 シガ		㈱静岡銀行		（十八）㈱十八親和銀行 ジュウハチ ジュウハチ シンワ ギンコウ		㈱十六銀行 ジュウロク ギンコウ		㈱荘内銀行		㈱常陽銀行 ジョウヨウ ギンコウ		（届出書への記載不要）㈱新生銀行 トドケデ ショ キサイ フヨウ シンセイ ギンコウ		（新和）㈱十八親和銀行 シンワ ジュウハチ シンワ ギンコウ		スルガ銀行㈱		㈱池田泉州銀行 イケダ センシュウ ギンコウ		ソニー銀行㈱ ギンコウ		㈱但馬銀行 タジマ ギンコウ		㈱千葉銀行		㈱中京銀行 チュウキョウ		㈱中国銀行 チュウゴク		㈱徳島大正銀行 トクシマ タイショウ ギンコウ		㈱鳥取銀行 トットリ ギンコウ		㈱長崎銀行 ナガサキ ギンコウ		㈱南都銀行 ナント ギンコウ		㈱福岡銀行 フクオカ ギンコウ		㈱東京スター銀行 トウキョウ ギンコウ		㈱西日本シティ銀行		㈱七十七銀行 ７７ ギンコウ		㈱八十二銀行 ８２ ギンコウ		㈱百五銀行 ヒャクゴギンコウ ギンコウ		㈱百十四銀行 １１４ ギンコウ		㈱広島銀行		ＰａｙＰａｙ銀行㈱ ギンコウ		㈱豊和銀行 ホウワ		㈱北都銀行		㈱北海道銀行 ホク		㈱北國銀行		㈱ゆうちょ銀行 ギンコウ		㈱横浜銀行		㈱琉球銀行		㈱みちのく銀行 ギンコウ		㈱みなと銀行 ギンコウ		㈱宮崎銀行 ミヤザキ ギンコウ		㈱埼玉りそな銀行 サイタマ ギンコウ		㈱ＳＭＢＣ信託銀行 シンタク		（旧住友）三井住友信託銀行㈱ キュウ ミツイ スミトモ		（旧中央三井）三井住友信託銀行㈱ キュウ ミツイ スミトモ		みずほ信託銀行㈱ ミズ		三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ ミツビシ シンタク ギンコウ		野村信託銀行㈱ ノムラ シンタク ギンコウ		日本生命保険(相) ニホン セイメイ ホケン ソウ		第一生命保険㈱ ダイ イチ セイメイ ホケン		損害保険ジャパン㈱ ソンガイ ホケン		社数・直販を除く・

		801		ＪＰＭアジア・成長株・ファンド		JF Asia High Growth Fund																●																																														●														●																●																																																																																																																																																																				4

		812		ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン'95		JPM Global CB Open '95								●		●				●		●						●		●				●		●				●																●						●						●		●								●		●		▲						●												●				●		●														●																														▲																																																																																																																22

		817		ＪＰＭ中小型株オープン		JF Mid-Smaller Co. Open																																																																												●																																																																																																																																																																																				1

		825		ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン		JF Japan Active Open 														●		●												●						●										●		●																●		●								●		●		▲		●																		▲												●		▲						●		●						▲																		▲																				●																																																								●				▲																		●		●														24

		832		ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		JF Asian Equity Active Open 						●								●		●				●								●		●						●								●		●		●						●		●						●		●								●		●		▲		●				●				●						●				▲		●				●		●				●		▲		●				●				●						▲						●								●																												●		●		●				●								●																		●		●								▲								●						●		●												▲		▲				●						●		●		49

		846		ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン		JF Mid-Small Cap Active Open														●		●						●						●		●				●										●														●				●		●				▲				●		●				●														●														●		●		▲														▲						●						●										●																														●																																												●																				●										●						26

		843		ＪＰＭ・E-フロンティア・オープン		JF E - Frontier Open																														●																																																																●																																																																																																																																																								●										3

		844		ＪＰＭザ・ジャパン		JF The Japan						●								●		●										●										●				●												●				●						●		●						●		●		●		●						●		●		●						●				▲		●														●				●																						●		●																●								●								●		●				●				●														●		●												●		●		●																										●		●				●										38

		847		ＪＰＭ日本中小型株ファンド		YKCS JF Mid-Small Cap Active Open																																																																																																								●																																																																																																																																																								1

		849		ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン		JPM World CB Open						●						●		●		●												●				●				▲				●		●																				●		●								●		●		●						●		●		●		●		●		●				▲		●																		●				●						●				●				●						●		●														●								●								●						●						●		●										●		●				●						●				▲								●																		●		●						●										44

		851		ＪＰＭ日本株・オープン		JPM Japan Equity Open 																●																																														●										●		●		▲																																																																																																																																																																				●		●		▲												8

		868		ＪＰＭジャパン・ディスカバリー・ファンド		JF Japan Discovery Fund																●												▲																																		●		●								●																																																																																																																																																																																								5

		878		ＪＰＭグローバルＣＢプラス		JPM Global CB Plus																●								▲				●		●						●																										●		●								●				●										●												●																																										●				▲								▲		●																						●																																																																																16

		892		ＪＰＭ新興国ソブリン・オープン		JPM Emerging Sovereign Open 								●								●																																														●										●																																				●		▲																																								●																																●																		▲		●																																								▲														11

		895		ＪＰＭインド株アクティブ・オープン		JF India Equity Active Open								●								●												●		●																										●						●		●								●		●		▲																●																																																				●										●																						●																																																																●		●														16

		897		ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド		JPM BRICS5 Fund										●				●		●						●				●		●		●						●														●						●						●		●				▲		●		●		●		●						●				●				●		●				●												●		▲				●												▲		●										●		●								●		●						●		●						●								●				●		●				●						●								●		●		▲						●						▲		●						●						●				●																●										49

		915		ＪＰＭ中小型株オープン（野村ＳＭＡ向け）																																																																														●																																																																																																																																																																																				1

		927		ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）																●		●																																														●										●																																																																																																																																																																						●																		5

		938		ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） 										●								●																																														●										●		●																						▲		●																												●																▲						▲																		▲														●																																														●														●																14

		941		ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ５・ファンド																																																								●																																																																																																																																																																																																										1

		986		ＪＰＭ新興国好利回り債投信																																																																														●																																																																																																																																																																																				1

		996		ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド																		●														●																																●												●																																						●										●																						●																																																																																												●																				8

		103		ＪＰＭ日本債券アルファ ニホン サイケン																●		●																																														●												●																																																●																				●		●						▲																						●						●										●																																																●																				12

		109		ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド シンコウコク マイツキ ケッサン																		●				●																●																										●										●																																																												●								●		▲		▲						▲								●																										●												●						●												●												▲																				●										17

		121		ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド										●						●		●																										●																				●														▲								●		●						●																																▲						●						●																				●								●																				●														●								●		●						●																								●																		20

		133		ＪＰＭインドネシア債券ファンド（毎月決算型） マイツキ ケッサン ガタ																●		●																																														●												●																								●																		●														●																																																																▲								●								▲																																				●										11

		142		ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）																●		●						●								●																																●																								●						●		●																																				●						●																																																																																																																								10

		143		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）																		●						●								●																																●																								●						●		●																																				●																																																																																																																														8

		144		ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）																●		●						●								●																										●						●		●																						●								●																																				●						●		●				●														●								●		●								●												●				●								●																																																●										21

		145		ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型）																		●						●																																		●						●		●																						●								●																																				●								▲																		●								●		●								●												●												●																																																										15

		148		日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド １４８																		●																																														●										●																				●																																																																																																																																																																				4

		152		ＪＰＭジャパンマイスター																●		●						●										●				●										●				●		●				●				▲		●		●		●				●		●		●		▲						●		●		●		●				●						●																		●										●		●		●				●				●		●				●												●				●				●								●		●				●		●		●		●		●								●		●		●		▲		●				●		●		●						●				●														●				●								●										54

		153		ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド イリョウカンレンカブシキ																●		●								●		●		●		●		●																								●				●		●		●		●				●				●		▲						●				●						●																																●		●				●				●		●																														●						●										●		●																●		●										●												●														●																		32

		157		日興ＪＰＭグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド																		●																																														●										●																																																																																																																																																																																								3

		160		日興ＪＰＭ日本ディスカバリー・ファンド ニッコウ ニホン		Nomura WCB Fund																●																																														●										●																																																																																																																																																																																								3

		163		ＪＰＭグローバルマイスター																●		●																																												▲		●												●																								●				●																				●																●						●																												●						●						●		●																																																		●																				15

		164		ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型） ネン カイ ケッサン ガタ								●								●		●		●										●										●		●		●						●														●		●										●		●								●		●		●										●				●										●				●				●		●						●																●																												●						●				●		●		●										●				●								●																		●										●										●										35

		165		ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型） マイツキ ケッサン ガタ								●								●		●												●										●		●		●						●														●		●										●		●								●		●		●				●						●				●										●				●				●		●						●		●														●																				●								●		●				●				●		●		●										●				●								●																		●										●										●										38

		168		ＪＰＭ中小型株オープン（野村SMA･EW向け）																																																																														●																																																																																																																																																																																				1

		178		日興ＪＰＭ環太平洋ディスカバリー・ファンド（年４回決算型）																		●																																														●										●																																																																																																																																																																																								3

		185		ＪＰＭ日本ＣＢファンド ニホン						●																										●																																																																●																																																																																																																																																																		3

		186		ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型） ニホン ベイ トウシガタ						●																										●																																																																●																																																																																																																																																																		3

		193		ＪＰＭ新興国小型株式ファンド																																																																																																		●																																																																																																																																																																1

		195		ＪＰＭザ・ジャパン（年４回決算型）								●										●																																								●						●		●						●		●				●																●																																																																																																														●																																																						10

		201		ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド ２０１																		●																																														●																																																																																																																																																																																								●										3

		202		ＪＰＭザ・ジャパン・ベストアイディア																																																																														●																																																																																																																																						●																																														2

		211		ＪＰＭ　ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）																																																																																																																																																																																																																																																								●										1

		212		ＪＰＭ　ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）																																																																																																																																																																																																																																																								●										1

		213		ＪＰＭ　ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）																																																																																																																																																																																																																																																								●										1

		214		ＪＰＭ　ＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジあり、隔月決算型）																																																																																																																																																																																																																																																								●										1

		221		ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）																		●																																														●																																																																																																																																																																																								●										3

		222		ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）																		●																																														●																																																																																																																																																																																								●										3

		223		ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）																		●																																														●																																																																																																																																																																																								●										3

		224		ＪＰＭ債券インカム・ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）																		●																																														●																																																																																																																																																																																								●										3

		234		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型）２０２０－０６																																																																																																				●				●																																																																																																																																																										2

		238		ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）																																																																																																																												●																						●																																																																																								●				●																				4

		239		ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型																																																																																																																												●																						●																																																																																												●																				3

		240		ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、年１回決算型）																																																																																																																												●																						●																																																																																								●				●																				4

		241		ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型																																																																																																																												●																						●																																																																																												●																				3

		262		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジなし、限定追加型）２０２２－０８																																●																																																																				●				●																																																																																																																																																										3

		263		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（為替ヘッジあり、限定追加型）２０２２－０８																																●																																																																				●				●																																																																																																																																																										3
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				・表の○印は追加型でも継続募集していないファンド																																																																																																		　

				・表の▲印の販売会社は新規募集をしていない

				・表の●印の販売会社は実際には新規募集をしていないものの、届出書上では新規募集をしている記載をしている（販社依頼による） ジッサイ トドケデショ ジョウ シンキ ボシュウ キサイ ハンシャ イライ







				チェースビスタ・ストラテジック・インカム・ファンド		JPMorgan Strategic Income Fund (M class)								●																																																																																																																																																																																																																																																								1

		offshore		T． Rowe Price ライフプラン・インカム・ファンド																																				●																																																																																						●																																																																																																																																								2

				フレミング・ファンド・シリーズ フレミング・ユーロ・ボンド・ファンド		Fleming Fund Series-Fleming Euro Bond Fund								●								●														●				●																																																												●		●		●																																																																																																																																																														7

				チェースビスタ・ショートターム・ボンド・ファンド		JPMorgan Short Term Bond Fund II (M class)																																																																																																																								●																																																																																																																																								1

		804		ＪＦアジア・ダイナミック・オープン'93				●		●		●								▲		●		●				●		●				●		●																								●		●								●																								●						●		●		●		●												●		●																																																																																																																																														19

		814		ＪＦアジア・ＣＢ・オープン																																																																														●																																																																																																																																																																																				1

		816		ＪＦｵｰﾙｽﾀｰ･ｱｼﾞｱ･ｵｰﾌﾟﾝ 																																																								●																																																																																																																																																																																																										1

		822		ＪＦｱｼﾞｱﾌｧﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ(JFｱｾｱﾝ)																																																																														○																																																																																																																																																																																				1

		961		ＪＦワールド・ＣＢ・ファンド’98－06																																																																																																																																																																																																																																																																		0

		818		ＪＦ世界資源株ｵｰﾌﾟﾝ Aｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞなし)																																																																										○																																																																																																																																																																																								1

		819		ＪＦ世界資源株ｵｰﾌﾟﾝ　Bｺｰｽ(為替ﾍｯｼﾞあり)																																																																										○																																																																																																																																																																																								1

		820		ＪＦｱｼﾞｱﾌｧﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ(JFｱｼﾞｱ小型成長株)		JF Asia Fund Series-JF Asia Smaller Companies Open																																																																												●																																																																																																																																																																																				1

		823		ＪＦｱｼﾞｱﾌｧﾝﾄﾞｼﾘｰｽﾞ(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ)		JF Asia Fund Series-Money Pool Fund																																																																												●																																																																																																																																																																																				1

		842		ＪＦアジア .com ｵｰﾌﾟﾝ 		JF Asia .com Open																																																																								●																																																																																																																																																																																								1

		834		ＪＦ成長株・オープン		JF Growth Open																		●																																																																																																																																																																																																																																														1

		972		ＪＰＭターゲット・イヤー 2015						●																																																										●										●																																																																																																																																●																																																								4

		973		ＪＰＭターゲット・イヤー 2020						●																																																										●										●																																																																																																																																●																																																								4

		974		ＪＰＭターゲット・イヤー 2025						●																																																										●										●																																																																																																																																●																																																								4

		975		ＪＰＭターゲット・イヤー 2030						●																																																										●										●																																																																																																																																●																																																								4

		976		ＪＰＭターゲット・イヤー 2035						●																																																										●										●																																																																																																																																●																																																								4

		977		ＪＰＭターゲット・イヤー 2040						●																																																										●										●																																																																																																																																●																																																								4

		988		ＪＰＭジャパン・グロース						●																																																																																																																																																																																																																																																												1

		101		日興ＪＰＭ世界利回りＣＢファンド09-03（早期償還条項付）																																																																										●																																																																																																																																																																																								1

		934		ＪＦアジア株・アクティブ・オープン（ＳＭＡ専用）						●																																																																																																																																																																																																																																												●																2

		883		ＪＦインド株ファンド		JF India Equity Fund																																																																												●																																																																																																																																																																																				1

		802		ＪＦ平成・ジャパン・ファンド		JF Heisei Japan Fund		●																																																						●																●		●																																																																																																																																																																																						3

		841		ＪＦジャパン・オープン		JF Japan Open																																																												○																																																																																																																																																																																																				1

		110		日興ＪＰＭグローバル不動産関連ファンド																																																																										●																																																																																																																																																																																								1

		989		ＪＰＭジャパン・バリュー						●																																																																																																																																																																																																																																																												1

		854		住信・ＪＰＭ米国投資適格短期公社債ファンド		STB JPM US Investment Grade Short Term Bond Fund 																																																																																																																																																																																																																																																●																1

		824		ＪＦジャパン小型株オープン		JF Japan Small Stock Open																																																																								●																										●				●																																																																																																																																																										3

		840		ＮＳＰＢ・ピュア・オープン		NSPB Pure Open																																																																								●																																																																																																																																																																																								1

		108		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド																																																																																																				●																																																																																																																																																														1

		990		りそな・ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）						●																																																																																																																						●																																																																																																																		●																				3

		860		ＪＰＭユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)		JPMF Euro Aozora Fund																●																																														●										●																																																						●																																																																																																																																		4

		861		ＪＰＭユーロ公社債ファンド（隔月決算型）		JPMF Euro Hiroshima Fund																●																																														●										●																																																																●																																																																												●																																												5

		155		ＪＰＭトルコ債券ファンド（毎月決算型） サイケン マイツキ ケッサン ガタ						●																																																																																																																																																																																																																																																												1

		156		ＪＰＭメキシコ債券ファンド（毎月決算型） サイケン マイツキ ケッサン ガタ						●																																																																																																																																																																																																																																																												1

		876		ＪＰＭグレーター・チャイナ・アクティブ・オープン		JF MTB Greater China Open																●														●																																●										●														●																														●																																								▲																		▲																								▲																																																●										10

		992		ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド（３ヶ月決算型）																		●				●																																										●																								●																																								●						▲																																																																																																														▲		▲												8

		301		ＪＰＭ日本国債ファンド（日々決算型）						▲																																																																																																																																																																																																																																																												1

		124		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド 2011-12																																																																																																				●																																																																																																																																																														1

		125		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド 2012-01																																																																																																				●																																																																																																																																																														1

		126		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド 2012-02																																																																																																				●																																																																																																																																																														1

		985		ＪＰＭ中東アフリカ株式ファンド																		●																																														●																								●																																●																																																		●								●																																																																																6

		135		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド 2012-08																																																																																																				●																																																																																																																																																														1

		891		ＪＰＭロシア・東欧株ファンド		JPM Russia and Eastern Europe  Fund																																																						●																																																																																																																																																																																																										1

		815		ＪＰＭ店頭株オープン'96		JF OTC Open '96 		●				●								●		●		●						▲		●																		●												●						●		●				▲						●								●												●		▲		●		●																																																																																																																																																												17

		300		ＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディティ・ファンド						●																										●																																		●												●		●				●																																																																																																																																																																														6

		916		ＪＰＭブリックスＦＩＶＥポートフォリオ（みずほＳＭＡ専用）																																																																																																		●																																																																																																																																																																1

		117		ＪＰＭ資源国債券ファンド																		●																																														●								●				●																																																●																												●																																																																●																						●																				8

		862		ＪＰＭチャイナ・ファンド		JF China Fund																●												●																												●						●										●																																																																																																																																																																																								5

		127		ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）																		●																																				●										●												●						●								●																																						▲																																								●																		●																																																																								9

		128		ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）																		●																																				●										●												●						●								●																																						▲																																								●																		●																																																																								9

		984		ＪＰＭ新興国インフラ株式ファンド																		●																																														●																																				●																																																																																																																																																														3

		811		ＪＰＭ新成長株オープン		JF New Growth Stock Open																																																																																														●																																																																																																																																																																		1

		845		ＪＰＭヨーロッパ小型株ファンド		JF Europe .com Open																						●																																																		●																																																																																																																																																																																								2

		885		ＪＰＭ中小型株・アクティブ・ポートフォリオ		JF Mid-Small Cap Active Portfolio																																																																								●																																																																																																																																																																																								1

		886		ＪＰＭアジア株・アクティブ・ポートフォリオ		JF Asian Equity Active Portfolio																																																																								●																																																																																																																																																																																								1

		111		ＪＰＭ世界鉄道関連株投信																		●																										●														●						●														●																																																																																																																																																																																				5

		112		ＪＰＭ世界鉄道関連株投信　マネープール・ファンド																																																																														●																																																																																																																																																																																				1

		873		ＪＰＭチャイナ・アクティブ・オープン		JF China Active Open																●														●																																●										●		●												●						●						●																												●																																								●														●																																																										●				●														13

		882		ＪＰＭ日本株・アクティブ・オープン（分配型）		JF Japan Active Open (Dividend Distribution Type)																																																														●										●																								▲																																																																																																																																																																3

		835		ＪＰＭジャパン・テクノロジー・ファンド		JF Japan .com Open																						▲																																		●																▲																																																																																																																																																																																								3

		870		ＪＰＭ  ＵＳトレジャリ－・インカム・ファンド（３ヶ月決算型）		JPM US Treasury Income Fund								●								●																																														●										●																																																																																																																																																																								▲						●										6

		884		ＪＰＭ　ＵＳトレジャリ－・インカム・ファンド（毎月決算型）		JPM US Treasury Income Fund(Monthly Distribution)  																●																																														●										●																																																																																																																																																																								▲																4

		935		ＪＰＭ　ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（ＳＭＡ専用）																																																																																																																																																																																																																																																		●																1

		169		ＪＰＭジャパンプライム																																																																																																																																																																																																																																		●																																1

		170		ＪＰＭ北米高配当株プライム ホクベイ コウハイトウ カブ																																																																																																																																																																																																																																		●																																1

		187		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０３														●								●																																				●								●																																																																																●																																		●																																●																																														7

		179		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１６－０４																																								●																		●				●				●								●										●																				●																																										●																												●																																																																																				9

		194		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１７－０８																		●														●																										●				●				●										▲										●																														●																														●																												●						●																																																																														11

		198		ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還条項付）２０１８－０２																		●																																																										▲		▲																																						●																														●																												●						●																		●														●																																														9

		184		グローバルＣＢファンド（繰上償還条項付/下値目安設定型）																																																																														●																																																																																																																																																																																				1

		130		ＪＰＭ新興国高配当・成長株ファンド（毎月決算型）																		●																																														●																																●																																																																																																																																																																		3

		131		ＪＰＭ新興国高配当・成長株ファンド（年２回決算型）																		●																																														●																																●																																																																																																																																																																		3

		132		日興ＪＰＭアジア・ディスカバリー・ファンド																		●																																														●										●																				●																																																																																																																																																																				4

		177		ＪＰＭワールド・トレイン・株式ファンド																																																																																																																																																																																																																																																		●																1

		821		ＪＰＭグレーター・チャイナ・オープン		JF Asia Fund Series-JF Greater China Open																																																																												●																																																																																																																																																																																				1

		939		ＪＰＭアセアン成長株オープン																		●																								●		●																		▲		●										●		●		▲										●						●						●																		●														●																												●		▲																				●		●																▲												●		●																										●								●										22
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検索用

		832000		ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		42		44750.0		832

		販社名（商号）		みなし登録番号		日本証券業協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他		正式名称		簡易カナ

		アイザワ証券株式会社		関東財務局長(金商)第3283号		1		0		1		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		アイザワショウケン

		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		アオゾラギンコウ

		株式会社　伊予銀行		四国財務局長(登金)第2号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		イヨギンコウ

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		エーユーカブコムショウケン

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		1		1		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		エスエムビーシニッコウショウケン

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		1		1		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		エスビーアイショウケン

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		1		1		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		オカサンショウケン

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		カゴシマギンコウ

		キャピタル・パートナーズ証券株式会社　		関東財務局長(金商)第62号		1		1		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		キャピタルパートナーズショウケン

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		キュウシュウエフジーショウケン

		四国アライアンス証券株式会社		四国財務局長(金商)第21号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		シコクアライアンスショウケン

		静銀ティーエム証券株式会社		東海財務局長(金商)第10号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		シズギンティーエムショウケン

		株式会社　七十七銀行		東北財務局長(登金)第5号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		シチジュウシチギンコウ

		七十七証券株式会社		東北財務局長(金商)第37号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		シチジュウシチショウケン

		株式会社　荘内銀行		東北財務局長(登金)第6号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ショウナイギンコウ

		株式会社　常陽銀行		関東財務局長（登金）第45号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ジョウヨウギンコウ

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		シンセイマネックス

		スルガ銀行株式会社		東海財務局長(登金)第8号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		スルガギンコウ

		立花証券株式会社		関東財務局長(金商)第110号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		タチバナショウケン

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		チバギンコウ

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		1		1		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		トウカイカイジョウショウケン

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ニシニホンシティギンコウ

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ハマギンティーティーショウケン

		PWM日本証券株式会社		関東財務局長(金商)第50号		1		1		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ピーダブリューエムニホンショウケン

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		1		0		1		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		フィデリティショウケン

		株式会社　北海道銀行		北海道財務局長(登金)第1号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ホッカイドウギンコウ

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		マツイショウケン

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		1		1		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		マネックスショウケン

		みずほ証券株式会社		関東財務局長(金商)第94号		1		1		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミズホショウケン

		株式会社　三井住友銀行		関東財務局長(登金)第54号		1		1		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミツイスミトモギンコウ

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		1		0		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミツイスミトモシンタクギンコウ

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		1		0		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミツビシユーエフジェｘ－シンタクギンコウ

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （インターネット専用）		関東財務局長(登金)第5号		1		1		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミツビシユーエフジェー

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）		関東財務局長(登金)第5号		1		1		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミツビシユーエフジェーギンコウ（ミツビシユーエフジェーモルガン・スタンレー）インターネット

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		1		1		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ミツビシユーエフジェーモルガン

		株式会社　横浜銀行		関東財務局長(登金)第36号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ヨコハマギンコウ

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		1		1		1		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		ラクテンショウケン

		リテラ・クレア証券株式会社		関東財務局長（金商）第199号		1		0		0		1				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		リテラクレアショウケン

		株式会社　琉球銀行		沖縄総合事務局長(登金)第2号		1		0		0		0				ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン		リュウキュウギンコウ





hansha











														221000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												22212

												44750.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&K03+000_________________________________________________________________________________________________&K000000
&"+,標準"&9&K02+000
&"Arial,標準"&8&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。
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※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。



シート検索

				選択したいシートに移動できます。 センタク イドウ



				①		検索したいシート名を入力 ケンサク メイ ニュウリョク

						153





				②		下記ボタンでシートへ移動 カキ イドウ



シートへ



142











												142		142000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												20204410

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○				　		○		注3

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　

		岩井コスモ証券株式会社		近畿財務局長(金商)第15号		○		　		　		○

		株式会社　大分銀行		九州財務局長(登金)第1号		○		　		　		　		注1

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○		注5 ※

		株式会社　沖縄銀行		沖縄総合事務局長(登金)第1号		○		　		　		　		注3

		株式会社　香川銀行　　　　　　　　　　　		四国財務局長(登金)第7号		○		　		　		　		注1 チュウ

		株式会社　熊本銀行		九州財務局長(登金)第6号		○		　		　		　		注2

		株式会社　十八親和銀行 シンワ		福岡財務支局長(登金)第3号		○		　		　		　		注2

		株式会社　十六銀行		東海財務局長(登金)第7号		○		　		　		○		注2 チュウ

		株式会社　中京銀行		東海財務局長（登金）第17号		○								注2 チュウ

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(登金)第140号		○		○		　		○		注2 チュウ

		株式会社　徳島大正銀行 タイショウ		四国財務局長（登金）第10号		○								注1 チュウ

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　

		株式会社　福岡銀行		福岡財務支局長(登金)第7号		○		　		　		○		注2

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○		注4

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○		注1 チュウ

		丸三証券株式会社		関東財務局長(金商)第167号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		注1：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）のみのお取り扱いとなります。 ト アツカ

		注2：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）／（米ドル対円ヘッジあり、年２回決算型）のみのお取り扱いとなります。

		注3：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、年２回決算型）／（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）のみのお取り扱いとなります。 ト アツカ

		注4：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）／（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）のみのお取り扱いとなります。

		注5：ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）／（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）／（為替ヘッジなし、年２回決算型）のみのお取り扱いとなります。

		※岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。
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&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM北米高配当・成長株ファンド
（為替ヘッジなし、3ヵ月決算型）／（米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型）
（為替ヘッジなし、年2回決算型）／（米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型）



897











												897000		897000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												48479828

																				２ページにまたがる販社一覧表は注釈を自動で入れられないため手動更新になっている。 ハンシャ イチラン ヒョウ チュウシャク イ ジドウ シュドウ コウシン

																				注：日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。 チュウ ニッコウ カンタイヘイヨウ ト アツカ

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		○		　		　		○						株式会社　あおぞら銀行								※岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。

		株式会社　足利銀行		関東財務局長(登金)第43号		○		　		　		○						株式会社　足利銀行		

		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○						株式会社  池田泉州銀行		

		池田泉州TT証券株式会社		近畿財務局長（金商）第370号		○		　		　		　						池田泉州TT証券株式会社		

		岩井コスモ証券株式会社		近畿財務局長(金商)第15号		○		　		　		○						岩井コスモ証券株式会社		

		エイチ・エス証券株式会社		関東財務局長(金商)第35号		○		　		　		　						エイチ・エス証券株式会社		

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○						auカブコム証券株式会社		

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○						SMBC日興証券株式会社		

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		株式会社　大分銀行		九州財務局長(登金)第1号		○		　		　		　						株式会社　大分銀行		

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○		※				岡三証券株式会社		※

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		○		　		　		　						株式会社　鹿児島銀行		

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		○		　		　		　						九州FG証券株式会社		

		株式会社　京都銀行		近畿財務局長(登金)第10号		○		　		　		○						株式会社　京都銀行		

		株式会社　熊本銀行		九州財務局長(登金)第6号		○		　		　		　						株式会社　熊本銀行		

		株式会社　群馬銀行		関東財務局長(登金)第46号		○		　		　		○						株式会社　群馬銀行		

		株式会社　京葉銀行		関東財務局長(登金)第56号		○		　		　		　						株式会社　京葉銀行		

		株式会社　十八親和銀行		福岡財務支局長(登金)第3号		○		　		　		　						株式会社　十八親和銀行		

		十六TT証券株式会社		東海財務局長(金商)第188号		○		　		　		　						十六TT証券株式会社		

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		

		スルガ銀行株式会社		東海財務局長(登金)第8号		○		　		　		　						スルガ銀行株式会社		

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　						株式会社　但馬銀行		

		立花証券株式会社		関東財務局長(金商)第110号		○		　		　		○						立花証券株式会社		

		株式会社　中国銀行		中国財務局長(登金)第2号		○		　		　		○						株式会社　中国銀行		

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○						東海東京証券株式会社		

		株式会社　東京スター銀行		関東財務局長(登金)第579号		○		　		　		○						株式会社　東京スター銀行		

		内藤証券株式会社		近畿財務局長(金商)第24号		○		○		　		　						内藤証券株式会社		

		株式会社　南都銀行		近畿財務局長(登金)第15号		○		　		　		　						株式会社　南都銀行		

		西日本シティTT証券株式会社		福岡財務支局長（金商）第75号		○		　		　		　						西日本シティTT証券株式会社		

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○						野村證券株式会社		

		株式会社　八十二銀行		関東財務局長(登金)第49号		○		　		　		○						株式会社　八十二銀行		

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		○		　		　		　						浜銀TT証券株式会社		

		株式会社　広島銀行		中国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○						株式会社　広島銀行		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		株式会社　福岡銀行		福岡財務支局長(登金)第7号		○		　		　		○						株式会社　福岡銀行		

		PayPay銀行株式会社		関東財務局長(登金)第624号		○		　		　		○						PayPay銀行株式会社		

		ほくほくTT証券株式会社		北陸財務局長(金商)第24号		○		　		　		　						ほくほくTT証券株式会社		

		株式会社　北海道銀行		北海道財務局長(登金)第1号		○		　		　		○						株式会社　北海道銀行		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○						松井証券株式会社		

		※岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。



















												897		897000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												48489828



												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		みずほ証券株式会社		関東財務局長(金商)第94号		○		○		○		○

		株式会社　みちのく銀行		東北財務局長(登金)第11号		○		　		　		　

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○

		株式会社　横浜銀行		関東財務局長(登金)第36号		○		　		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		リテラ・クレア証券株式会社		関東財務局長（金商）第199号		○		　		　		○

		ワイエム証券株式会社		中国財務局長(金商)第8号		○		　		　		　

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM・BRICS5・ファンド

※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM・BRICS5・ファンド



121











												121		121000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												1919339

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		株式会社　愛知銀行		東海財務局長(登金)第12号		○		　		　		　						株式会社　愛知銀行								※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。

		安藤証券株式会社		東海財務局長(金商)第1号		○		　		　		　						安藤証券株式会社		

		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　						株式会社　イオン銀行		

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○						auカブコム証券株式会社		

		株式会社　SMBC信託銀行		関東財務局長(登金)第653号		○		○		○		　		※				株式会社　SMBC信託銀行		※

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		株式会社　沖縄銀行		沖縄総合事務局長(登金)第1号		○		　		　		　						株式会社　沖縄銀行		

		株式会社　熊本銀行		九州財務局長(登金)第6号		○		　		　		　						株式会社　熊本銀行		

		ぐんぎん証券株式会社		関東財務局長(金商)第2938号		○		　		　		　						ぐんぎん証券株式会社		

		株式会社　十八親和銀行		福岡財務支局長(登金)第3号		○		　		　		　						株式会社　十八親和銀行		

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○						株式会社　千葉銀行		

		株式会社　八十二銀行		関東財務局長(登金)第49号		○		　		　		○						株式会社　八十二銀行		

		株式会社　百五銀行		東海財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　百五銀行		

		百五証券株式会社		東海財務局長(金商)第134号		○		　		　		　						百五証券株式会社		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		株式会社　福岡銀行		福岡財務支局長(登金)第7号		○		　		　		○						株式会社　福岡銀行		

		PayPay銀行株式会社		関東財務局長(登金)第624号		○		　		　		○						PayPay銀行株式会社		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○						松井証券株式会社		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。																※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド（愛称：アジアの風）




148











												148		148000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												44324

																				=IF(A13="","",IF(A13="株式会社　SBI証券","注",IF(A13="楽天証券株式会社","注","")))

																				注：日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。 チュウ ニッコウ カンタイヘイヨウ ト アツカ

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○						SMBC日興証券株式会社								※日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。 ニッコウ カンタイヘイヨウ ト アツカ

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○		※				松井証券株式会社		※

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		※日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。 ニッコウ カンタイヘイヨウ ト アツカ																※日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド　
日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド（年４回決算型）　



153











												153		153000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												29297515













												44767.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		株式会社　愛知銀行		東海財務局長(登金)第12号		○		　		　		　						株式会社　愛知銀行								※1 株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。

		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		○		　		　		○						株式会社　あおぞら銀行								※2 岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。

		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　						株式会社　イオン銀行		

		エイチ・エス証券株式会社		関東財務局長(金商)第35号		○		　		　		　						エイチ・エス証券株式会社		

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○						auカブコム証券株式会社		

		株式会社　SMBC信託銀行		関東財務局長(登金)第653号		○		○		○		　		※1				株式会社　SMBC信託銀行		※1

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		株式会社　大垣共立銀行		東海財務局長(登金)第3号		○		　		　		○						株式会社　大垣共立銀行		

		OKB証券株式会社		東海財務局長（金商）第191号		○		　		　		　						OKB証券株式会社		

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○		※2				岡三証券株式会社		※2

		株式会社　沖縄銀行		沖縄総合事務局長(登金)第1号		○		　		　		　						株式会社　沖縄銀行		

		株式会社　十六銀行		東海財務局長(登金)第7号		○		　		　		○						株式会社　十六銀行		

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　						株式会社　但馬銀行		

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○						株式会社　千葉銀行		

		中銀証券株式会社		中国財務局長(金商)第6号		○		　		　		　						中銀証券株式会社		

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○						東海東京証券株式会社		

		株式会社　東京スター銀行		関東財務局長(登金)第579号		○		　		　		○						株式会社　東京スター銀行		

		東洋証券株式会社		関東財務局長（金商）第121号		○		○		　		　						東洋証券株式会社		

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○						株式会社　西日本シティ銀行		

		西日本シティTT証券株式会社		福岡財務支局長（金商）第75号		○		　		　		　						西日本シティTT証券株式会社		

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		○		　		　		　						浜銀TT証券株式会社		

		ひろぎん証券株式会社		中国財務局長(金商)第20号		○		　		　		　						ひろぎん証券株式会社		

		株式会社　広島銀行		中国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○						株式会社　広島銀行		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○						松井証券株式会社		

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○						マネックス証券株式会社		

		株式会社　ゆうちょ銀行		関東財務局長(登金)第611号		○		　		　		　						株式会社　ゆうちょ銀行		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		※1 株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。																※1 株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。		

		※2 岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。																※2 岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル医療関連株式ファンド



164











												164		164000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												3737131023

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		アイザワ証券株式会社		関東財務局長(金商)第3283号		○		　		○		　						アイザワ証券株式会社								注1：いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」にて、ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）のみのお取り扱いとなります。 チュウ

		株式会社　足利銀行		関東財務局長(登金)第43号		○		　		　		○						株式会社　足利銀行								注2：ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）のみのお取り扱いとなります。 チュウ マイツキ ト アツカ

		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　		注2				株式会社　イオン銀行		注2

		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○						株式会社  池田泉州銀行		

		いちよし証券株式会社		関東財務局長(金商)第24号		○		　		○		　		注1				いちよし証券株式会社		注1

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○						auカブコム証券株式会社		

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		FFG証券株式会社		福岡財務支局長(金商)第5号		○		○		　		　						FFG証券株式会社		

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○						株式会社　関西みらい銀行		

		極東証券株式会社		関東財務局長（金商）第65号		○		○		　		　						極東証券株式会社		

		クレディ・スイス証券株式会社		関東財務局長(金商)第66号		○		○		○		○						クレディ・スイス証券株式会社		

		ぐんぎん証券株式会社		関東財務局長(金商)第2938号		○		　		　		　						ぐんぎん証券株式会社		

		株式会社　埼玉りそな銀行		関東財務局長(登金)第593号		○		　		　		○						株式会社　埼玉りそな銀行		

		七十七証券株式会社		東北財務局長(金商)第37号		○		　		　		　						七十七証券株式会社		

		株式会社　十八親和銀行		福岡財務支局長(登金)第3号		○		　		　		　		注2				株式会社　十八親和銀行		注2

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　						株式会社　但馬銀行		

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○						株式会社　千葉銀行		

		株式会社　中京銀行		東海財務局長（登金）第17号		○		　		　		　						株式会社　中京銀行		

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○						東海東京証券株式会社		

		株式会社　東京スター銀行		関東財務局長(登金)第579号		○		　		　		○						株式会社　東京スター銀行		

		株式会社　南都銀行		近畿財務局長(登金)第15号		○		　		　		　						株式会社　南都銀行		

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○						野村證券株式会社		

		PWM日本証券株式会社		関東財務局長(金商)第50号		○		○		　		　						PWM日本証券株式会社		

		株式会社　百五銀行		東海財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　百五銀行		

		百五証券株式会社		東海財務局長(金商)第134号		○		　		　		　						百五証券株式会社		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○		注2				松井証券株式会社		注2

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○						マネックス証券株式会社		

		株式会社　三井住友銀行		関東財務局長(登金)第54号		○		○		　		○						株式会社　三井住友銀行		

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○						三菱UFJ信託銀行株式会社		

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○						株式会社　三菱ＵＦＪ銀行		

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○						株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○						三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		

		株式会社　横浜銀行		関東財務局長(登金)第36号		○		　		　		○						株式会社　横浜銀行		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		株式会社　りそな銀行		近畿財務局長(登金)第3号		○		　		○		○						株式会社　りそな銀行		

		注1：いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」にて、ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）のみのお取り扱いとなります。 チュウ																注1：いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション」にて、ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）のみのお取り扱いとなります。		

		注2：ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）のみのお取り扱いとなります。 チュウ マイツキ ト アツカ																注2：ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）のみのお取り扱いとなります。		

																				

																				

																				

																				





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMベスト・インカム（年1回決算型）／（毎月決算型）



238











												148		238000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												44014

																				=IF(A13="","",IF(A13="株式会社　SBI証券","注",IF(A13="楽天証券株式会社","注","")))

																				注：日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。 チュウ ニッコウ カンタイヘイヨウ ト アツカ

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○						株式会社　関西みらい銀行								※JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年1回決算型）、（為替ヘッジあり、年1回決算型）のみのお取り扱いとなります。 セイチョウカブ カワセ ト アツカ

		株式会社　埼玉りそな銀行		関東財務局長(登金)第593号		○		　		　		○						株式会社　埼玉りそな銀行		

		株式会社　みなと銀行		近畿財務局長（登金）第22号		○		　		　		○		※				株式会社　みなと銀行		※

		株式会社　りそな銀行		近畿財務局長(登金)第3号		○		　		○		○						株式会社　りそな銀行		

		※JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年1回決算型）、（為替ヘッジあり、年1回決算型）のみのお取り扱いとなります。 セイチョウカブ カワセ ト アツカ																※JPモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年1回決算型）、（為替ヘッジあり、年1回決算型）のみのお取り扱いとなります。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPモルガン・アメリカ成長株ファンド
（為替ヘッジなし、年1回決算型）／（為替ヘッジなし、毎月決算型）予想分配金提示型
（為替ヘッジあり、年1回決算型）／（為替ヘッジあり、毎月決算型）予想分配金提示型




832











												832		832000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												3939131026

												44750.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		アイザワ証券株式会社		関東財務局長(金商)第3283号		○		　		○		　						アイザワ証券株式会社								※岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。

		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		○		　		　		○						株式会社　あおぞら銀行		

		株式会社　伊予銀行		四国財務局長(登金)第2号		○		　		　		○						株式会社　伊予銀行		

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○						auカブコム証券株式会社		

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○						SMBC日興証券株式会社		

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○		※				岡三証券株式会社		※

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		○		　		　		　						株式会社　鹿児島銀行		

		キャピタル・パートナーズ証券株式会社　		関東財務局長(金商)第62号		○		○		　		　						キャピタル・パートナーズ証券株式会社　		

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		○		　		　		　						九州FG証券株式会社		

		四国アライアンス証券株式会社		四国財務局長(金商)第21号		○		　		　		　						四国アライアンス証券株式会社		

		静銀ティーエム証券株式会社		東海財務局長(金商)第10号		○		　		　		　						静銀ティーエム証券株式会社		

		株式会社　七十七銀行		東北財務局長(登金)第5号		○		　		　		○						株式会社　七十七銀行		

		七十七証券株式会社		東北財務局長(金商)第37号		○		　		　		　						七十七証券株式会社		

		株式会社　荘内銀行		東北財務局長(登金)第6号		○		　		　		　						株式会社　荘内銀行		

		株式会社　常陽銀行		関東財務局長（登金）第45号		○		　		　		○						株式会社　常陽銀行		

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		

		スルガ銀行株式会社		東海財務局長(登金)第8号		○		　		　		　						スルガ銀行株式会社		

		立花証券株式会社		関東財務局長(金商)第110号		○		　		　		○						立花証券株式会社		

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○						株式会社　千葉銀行		

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○						東海東京証券株式会社		

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○						株式会社　西日本シティ銀行		

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		○		　		　		　						浜銀TT証券株式会社		

		PWM日本証券株式会社		関東財務局長(金商)第50号		○		○		　		　						PWM日本証券株式会社		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		株式会社　北海道銀行		北海道財務局長(登金)第1号		○		　		　		○						株式会社　北海道銀行		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○						松井証券株式会社		

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○						マネックス証券株式会社		

		みずほ証券株式会社		関東財務局長(金商)第94号		○		○		○		○						みずほ証券株式会社		

		株式会社　三井住友銀行		関東財務局長(登金)第54号		○		○		　		○						株式会社　三井住友銀行		

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○						三井住友信託銀行株式会社		

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○						三菱UFJ信託銀行株式会社		

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （インターネット専用）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○						株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （インターネット専用）		

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○						株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）		

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○						三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		

		株式会社　横浜銀行		関東財務局長(登金)第36号		○		　		　		○						株式会社　横浜銀行		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		リテラ・クレア証券株式会社		関東財務局長（金商）第199号		○		　		　		○						リテラ・クレア証券株式会社		

		株式会社　琉球銀行		沖縄総合事務局長(登金)第2号		○		　		　		　						株式会社　琉球銀行		

		※岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。																※岡三証券株式会社は上記の他に⼀般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しています。		



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMアジア株・アクティブ・オープン



927











												927		927000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												55434

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○						auカブコム証券株式会社								※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。

		株式会社　SMBC信託銀行		関東財務局長(登金)第653号		○		○		○		　		※				株式会社　SMBC信託銀行		※

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○						SMBC日興証券株式会社		

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。																※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）



103











														103000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												12123311

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　香川銀行　　　　　　　　　　　		四国財務局長(登金)第7号		○		　		　		　

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		株式会社　京都銀行		近畿財務局長(登金)第10号		○		　		　		○

		株式会社　埼玉りそな銀行		関東財務局長(登金)第593号		○		　		　		○

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		株式会社　中国銀行		中国財務局長(登金)第2号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		株式会社　りそな銀行		近畿財務局長(登金)第3号		○		　		○		○













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM日本債券アルファ（愛称　日本の一九）



109











												109		109000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												14143310

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　伊予銀行		四国財務局長(登金)第2号		○		　		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		○		　		　		　

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		○		　		　		　

		株式会社　京都銀行		近畿財務局長(登金)第10号		○		　		　		○

		株式会社　群馬銀行		関東財務局長(登金)第46号		○		　		　		○

		四国アライアンス証券株式会社		四国財務局長(金商)第21号		○		　		　		　

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○

		株式会社　南都銀行		近畿財務局長(登金)第15号		○		　		　		　

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○

		PayPay銀行株式会社		関東財務局長(登金)第624号		○		　		　		○

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM新興国毎月決算ファンド（愛称：あいのり）



201











														201000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												33223

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM新興国年１回決算ファンド（愛称：あいのり年１）



157











												157		157000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												33323

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

日興JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・ファンド



163











												163		163000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												13134411

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　大分銀行		九州財務局長(登金)第1号		○		　		　		　

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		株式会社　埼玉りそな銀行		関東財務局長(登金)第593号		○		　		　		○

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○

		株式会社　中京銀行		東海財務局長（登金）第17号		○		　		　		　

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		株式会社　りそな銀行		近畿財務局長(登金)第3号		○		　		○		○











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバルマイスター



185











														185000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												22111

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○

		丸三証券株式会社		関東財務局長(金商)第167号		○		　		　		　





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"&8&K02+000&P/&N&K000000  &"ＭＳ Ｐゴシック,太字" &K03+000  |  本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


ＪＰＭ日本ＣＢファンド／ＪＰＭ日本ＣＢファンド（米ドル投資型）

※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。



193











														193000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												11111
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協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他
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※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

ＪＰＭ新興国小型株式ファンド（愛称：エマージング・フューチャー）



211











												148		211000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												11011

																				=IF(A13="","",IF(A13="株式会社　SBI証券","注",IF(A13="楽天証券株式会社","注","")))

																				注：日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドのみのお取り扱いとなります。 チュウ ニッコウ カンタイヘイヨウ ト アツカ

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○						三菱UFJ信託銀行株式会社
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※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM USコア債券ファンド
（為替ヘッジなし、年1回決算型）／（為替ヘッジなし、隔月決算型）
（為替ヘッジあり、年1回決算型）／（為替ヘッジあり、隔月決算型）



221
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		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○
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&"+,標準"&9&K02+000
&"Arial,標準"&8&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM債券インカム・ファンド
（為替ヘッジなし、年1回決算型）／（為替ヘッジなし、毎月決算型）
（為替ヘッジあり、年1回決算型）／（為替ヘッジあり、毎月決算型）



801











														801000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												44324

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMアジア・成長株・ファンド



892











												892		892000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												12123310

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		安藤証券株式会社		東海財務局長(金商)第1号		○		　		　		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　京都銀行		近畿財務局長(登金)第10号		○		　		　		○

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　

		立花証券株式会社		関東財務局長(金商)第110号		○		　		　		○

		株式会社　東京スター銀行		関東財務局長(登金)第579号		○		　		　		○

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○

		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港上海銀行）		関東財務局長(登金)第105号		○		　		　		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		リテラ・クレア証券株式会社		関東財務局長（金商）第199号		○		　		　		○













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM新興国ソブリン・オープン



895











												895		895000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												12125411

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		安藤証券株式会社		東海財務局長(金商)第1号		○		　		　		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		株式会社　きらぼし銀行		関東財務局長(登金)第53号		○		　		　		○

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港上海銀行）		関東財務局長(登金)第105号		○		　		　		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMインド株アクティブ・オープン



938











												938		938000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												14148612

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		○		　		　		○

		安藤証券株式会社		東海財務局長(金商)第1号		○		　		　		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　香川銀行　　　　　　　　　　　		四国財務局長(登金)第7号		○		　		　		　

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		ソニー銀行株式会社		関東財務局長(登金)第578号		○		○		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		みずほ証券株式会社		関東財務局長(金商)第94号		○		○		○		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		株式会社　横浜銀行		関東財務局長(登金)第36号		○		　		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）




x133











												133		133000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												11116410

												44743.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMインドネシア債券ファンド（毎月決算型）



x130











												130		130000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												33212

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		丸三証券株式会社		関東財務局長(金商)第167号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM新興国高配当・成長株ファンド（毎月決算型）／（年2回決算型）



x132











												132		132000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												44324

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド



x187











														187000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												66104

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		今村証券株式会社		北陸財務局長（金商）第3号		○		　		　

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		四国アライアンス証券株式会社		四国財務局長(金商)第21号		○		　		　

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		株式会社　百十四銀行		四国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル高利回りCBファンド（限定追加型・早期償還条項付）2017-03



x194











														194000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												11001

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○		

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○		※

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		中銀証券株式会社		中国財務局長(金商)第6号		○		　		　		　		

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		百五証券株式会社		東海財務局長(金商)第134号		○		　		　		　		

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○		

		ワイエム証券株式会社		中国財務局長(金商)第8号		○		　		　		　



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル高利回りCBファンド（限定追加型・早期償還条項付）2017-08



x198











														198000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												11001

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○		

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		株式会社　南都銀行		近畿財務局長(登金)第15号		○		　		　		　		

		株式会社　百十四銀行		四国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○		

		ワイエム証券株式会社		中国財務局長(金商)第8号		○		　		　		　



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル高利回りCBファンド（限定追加型・早期償還条項付）2018-02



x812











												812		812000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												22229712

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		安藤証券株式会社		東海財務局長(金商)第1号		○		　		　		　

		池田泉州TT証券株式会社		近畿財務局長（金商）第370号		○		　		　		　

		岩井コスモ証券株式会社		近畿財務局長(金商)第15号		○		　		　		○

		auカブコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		エース証券株式会社		近畿財務局長(金商)第6号		○		　		　		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○

		十六TT証券株式会社		東海財務局長(金商)第188号		○		　		　		　

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		○		　		　		　

		ばんせい証券株式会社		関東財務局長(金商)第148号		○		　		○		　

		ひろぎん証券株式会社		中国財務局長(金商)第20号		○		　		　		　

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○

		丸三証券株式会社		関東財務局長(金商)第167号		○		　		　		　

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		水戸証券株式会社		関東財務局長(金商)第181号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		ワイエム証券株式会社		中国財務局長(金商)第8号		○		　		　		　

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル･CB･オープン '95



x870











												870		870000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												66345

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		安藤証券株式会社		東海財務局長(金商)第1号		○		　		　		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド（３ヶ月決算型）
（愛称：US・セレクト３M）       



x878











												878		878000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												1414667

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		エース証券株式会社		近畿財務局長(金商)第6号		○		　		　		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		○

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		○		　		　		　

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		○		　		　		　

		京都信用金庫		近畿財務局長(登金)第52号		○		　		　		　

		株式会社　きらぼし銀行		関東財務局長(登金)第53号		○		　		　		○

		スルガ銀行株式会社		東海財務局長(登金)第8号		○		　		　		　

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		ひろぎん証券株式会社		中国財務局長(金商)第20号		○		　		　		　

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバルCBプラス



x884











												884		884000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												44334

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM USトレジャリー・インカム・ファンド（毎月決算型）
（愛称：US・セレクト）       



x111











												111		111000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												55424

												44287.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		ぐんぎん証券株式会社		関東財務局長(金商)第2938号		○		　		　		　

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM世界鉄道関連株投信



x152



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												152		152000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												545410528

												43619.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		FFG証券株式会社		福岡財務支局長(金商)第5号		○		　		　		　

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		株式会社　SMBC信託銀行		関東財務局長(登金)第653号		○		○		○		　

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		○		　		　		○

		株式会社　足利銀行		関東財務局長(登金)第43号		○		　		　		○

		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　

		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		岩井コスモ証券株式会社		近畿財務局長(金商)第15号		○		　		　		○

		株式会社　大分銀行		九州財務局長(登金)第1号		○		　		　		　

		株式会社　大垣共立銀行		東海財務局長(登金)第3号		○		　		　		○

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		○		　		　		　

		カブドットコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		○		　		　		　

		株式会社　熊本銀行		九州財務局長(登金)第6号		○		　		　		　

		ごうぎん証券株式会社		中国財務局長(金商)第43号		○		　		　		　

		株式会社　山陰合同銀行		中国財務局長(登金)第1号		○		　		　		　

		株式会社　滋賀銀行		近畿財務局長(登金)第11号		○		　		　		○

		静銀ティーエム証券株式会社		東海財務局長(金商)第10号		○		　		　		　

		十六TT証券株式会社		東海財務局長(金商)第188号		○		　		　		　

		株式会社　新生銀行		関東財務局長(登金)第10号		○		　		　		○

		株式会社　親和銀行		福岡財務支局長(登金)第3号		○		　		　		　

		ソニー銀行株式会社		関東財務局長(登金)第578号		○		○		　		○

		髙木証券株式会社		近畿財務局長(金商)第20号		○		　		　		　

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　

		株式会社　千葉銀行		関東財務局長(登金)第39号		○		　		　		○

		株式会社　中京銀行		東海財務局長（登金）第17号		○		　		　		　

		中銀証券株式会社		中国財務局長(金商)第6号		○		　		　		　

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		株式会社　東京スター銀行		関東財務局長(登金)第579号		○		　		　		○

		東洋証券株式会社		関東財務局長（金商）第121号		○		○		　		　

		株式会社　長崎銀行		福岡財務支局長（登金）第11号		○		　		　		　

		株式会社　南都銀行		近畿財務局長(登金)第15号		○		　		　		　

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○

		西日本シティTT証券株式会社		福岡財務支局長（金商）第75号		○		　		　		　

		株式会社　八十二銀行		関東財務局長(登金)第49号		○		　		　		○

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		○		　		　		　

		株式会社　百五銀行		東海財務局長（登金）第10号		○		　		　		○

		百五証券株式会社		東海財務局長(金商)第134号		○		　		　		　













														月報 | 基準日：2019年4月26日







												152		152000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												545410528



												43619.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　百十四銀行		四国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		　		　

		株式会社　福岡銀行		福岡財務支局長(登金)第7号		○		　		　		○

		株式会社　豊和銀行		九州財務局長（登金）第7号		○		　		　		　

		株式会社　北海道銀行		北海道財務局長(登金)第1号		○		　		　		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		　		○		○

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		　		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		株式会社　宮崎銀行		九州財務局長（登金）第5号		○		　		　		　

		めぶき証券株式会社		関東財務局長(金商)第1771号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMジャパンマイスター

※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMジャパンマイスター



x160



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												160		160000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												33323

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

日興JPM日本ディスカバリー・ファンド



x179











												179		179000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												88425

												44287.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		極東証券株式会社		関東財務局長（金商）第65号		○		○		　		　

		株式会社　新生銀行		関東財務局長(登金)第10号		○		　		　		○

		中銀証券株式会社		中国財務局長(金商)第6号		○		　		　		　

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		浜銀TT証券株式会社		関東財務局長(金商)第1977号		○		　		　		　

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMグローバル高利回りCBファンド（限定追加型・早期償還条項付）2016-04



x195



														月報 | 基準日：2019年4月26日







														195000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												88436

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		髙木証券株式会社		近畿財務局長(金商)第20号		○		　		　		　

		株式会社　西日本シティ銀行		福岡財務支局長(登金)第6号		○		　		　		○

		西日本シティTT証券株式会社		福岡財務支局長（金商）第75号		○		　		　		　

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMザ・ジャパン（年４回決算型） 



x202



														月報 | 基準日：2019年4月26日







														202000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												22112

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		株式会社　百十四銀行		四国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMザ・ジャパン・ベストアイディア



x825



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												825		825000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												20205510

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　愛知銀行		東海財務局長(登金)第12号		○		　		　		　

		エース証券株式会社		近畿財務局長(金商)第6号		○		　		　		　

		岡安証券株式会社		近畿財務局長(金商)第8号		○		　		　		　

		株式会社　香川銀行　　　　　　　　　　　		四国財務局長(登金)第7号		○		　		　		　

		カブドットコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		株式会社　北國銀行		北陸財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

		キャピタル・パートナーズ証券株式会社　		関東財務局長(金商)第62号		○		○		　		　

		株式会社　静岡銀行		東海財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

		静銀ティーエム証券株式会社		東海財務局長(金商)第10号		○		　		　		　

		立花証券株式会社		関東財務局長(金商)第110号		○		　		　		○

		ばんせい証券株式会社		関東財務局長(金商)第148号		○		　		○		　

		株式会社　北都銀行		東北財務局長(登金)第10号		○		　		　		　

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		　		○		○

		みずほ証券株式会社		関東財務局長(金商)第94号		○		○		○		○

		明和證券株式会社		関東財務局長(金商)第185号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		リーディング証券株式会社		関東財務局長(金商)第78号		○		　		　		　

		リテラ・クレア証券株式会社		関東財務局長（金商）第199号		○		　		　		○





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM日本株・アクティブ・オープン



x843



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												843		843000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												11000

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		丸三証券株式会社		関東財務局長(金商)第167号		○		　		　		　



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM・E-フロンティア・オープン



x844



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												844		844000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												34349720

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		PWM日本証券株式会社		関東財務局長(金商)第50号		○		○		　		　

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		SMBC日興証券株式会社 （ダイレクトコース専用）		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社  池田泉州銀行		近畿財務局長(登金)第6号		○		　		　		○

		エイチ・エス証券株式会社		関東財務局長(金商)第35号		○		　		　		　

		株式会社　大分銀行		九州財務局長(登金)第1号		○		　		　		　

		株式会社　鹿児島銀行		九州財務局長(登金)第2号		○		　		　		　

		カブドットコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		九州FG証券株式会社		九州財務局長(金商)第18号		○		　		　		　

		株式会社　熊本銀行		九州財務局長(登金)第6号		○		　		　		　

		クレディ・スイス証券株式会社		関東財務局長(金商)第66号		○		○		○		○

		株式会社　ジャパンネット銀行		関東財務局長(登金)第624号		○		　		　		○

		株式会社　常陽銀行 （委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社）		関東財務局長（登金）第45号		○		　		　		○

		株式会社　新生銀行		関東財務局長(登金)第10号		○		　		　		○

		株式会社　親和銀行		福岡財務支局長(登金)第3号		○		　		　		　

		髙木証券株式会社		近畿財務局長(金商)第20号		○		　		　		　

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　

		東海東京証券株式会社		東海財務局長(金商)第140号		○		○		　		○

		株式会社　南都銀行		近畿財務局長(登金)第15号		○		　		　		　

		西日本シティTT証券株式会社		福岡財務支局長（金商）第75号		○		　		　		　

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○

		百五証券株式会社		東海財務局長(金商)第134号		○		　		　		　

		株式会社　百十四銀行		四国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

		株式会社　広島銀行		中国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		　		　

		株式会社　福岡銀行		福岡財務支局長(登金)第7号		○		　		　		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		　		○		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （インターネットバンキング専用）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		　		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		めぶき証券株式会社		関東財務局長(金商)第1771号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMザ・ジャパン



x845











												845		845000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												22112

												44287.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		岩井コスモ証券株式会社		近畿財務局長(金商)第15号		○		　		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMヨーロッパ小型株ファンド



x846



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												846		846000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												26266611

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		株式会社　愛知銀行		東海財務局長(登金)第12号		○		　		　		　

		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　

		岩井コスモ証券株式会社		近畿財務局長(金商)第15号		○		　		　		○

		エース証券株式会社		近畿財務局長(金商)第6号		○		　		　		　

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		　

		岡安証券株式会社		近畿財務局長(金商)第8号		○		　		　		　

		株式会社　沖縄銀行		沖縄総合事務局長(登金)第1号		○		　		　		　

		カブドットコム証券株式会社		関東財務局長(金商)第61号		○		　		　		○

		キャピタル・パートナーズ証券株式会社　		関東財務局長(金商)第62号		○		○		　		　

		スルガ銀行株式会社		東海財務局長(登金)第8号		○		　		　		　

		髙木証券株式会社		近畿財務局長(金商)第20号		○		　		　		　

		立花証券株式会社		関東財務局長(金商)第110号		○		　		　		○

		ちばぎん証券株式会社		関東財務局長(金商)第114号		○		　		　		　

		株式会社　筑波銀行		関東財務局長(登金)第44号		○		　		　		　

		内藤証券株式会社		近畿財務局長(金商)第24号		○		○		　		　

		ばんせい証券株式会社		関東財務局長(金商)第148号		○		　		○		　

		株式会社　北海道銀行		北海道財務局長(登金)第1号		○		　		　		○

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		　		○		○

		三井住友信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第649号		○		　		○		○

		山和証券株式会社		関東財務局長(金商)第190号		○		　		　		　

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		リーディング証券株式会社		関東財務局長(金商)第78号		○		　		　		　

		リテラ・クレア証券株式会社		関東財務局長（金商）第199号		○		　		　		○

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
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※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
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※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。
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※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。
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&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM日本株・オープン



x868



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												868		868000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												33323

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド



x873











												873		873000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												13138710

												44287.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		株式会社　あおぞら銀行		関東財務局長(登金)第8号		○		　		　		○						株式会社　あおぞら銀行								※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。

		株式会社　SMBC信託銀行		関東財務局長(登金)第653号		○		○		○		　		※				株式会社　SMBC信託銀行		※

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○						SMBC日興証券株式会社		

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		　						岡三証券株式会社		

		株式会社　十六銀行		東海財務局長(登金)第7号		○		　		　		○						株式会社　十六銀行		

		ソニー銀行株式会社		関東財務局長(登金)第578号		○		○		　		○						ソニー銀行株式会社		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港上海銀行）		関東財務局長(登金)第105号		○		　		　		○						ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド（香港上海銀行）		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○						松井証券株式会社		

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○						マネックス証券株式会社		

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○						三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。																※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMチャイナ・アクティブ・オープン



x939











												939		939000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												212111916

												44652.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他				金融商品取引業者等の名称		その他						注釈 チュウシャク





		株式会社　イオン銀行		関東財務局長(登金)第633号		○		　		　		　						株式会社　イオン銀行								※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。

		株式会社　SMBC信託銀行		関東財務局長(登金)第653号		○		○		○		　		※				株式会社　SMBC信託銀行		※

		SMBC日興証券株式会社		関東財務局長(金商)第2251号		○		○		○		○						SMBC日興証券株式会社		

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○						株式会社　SBI証券		

		クレディ・スイス証券株式会社		関東財務局長(金商)第66号		○		○		○		○						クレディ・スイス証券株式会社		

		ぐんぎん証券株式会社		関東財務局長(金商)第2938号		○		　		　		　						ぐんぎん証券株式会社		

		株式会社　群馬銀行		関東財務局長(登金)第46号		○		　		　		○						株式会社　群馬銀行		

		株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		関東財務局長（登金）第10号		○		　		　		○						株式会社　新生銀行 （委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社）		

		ソニー銀行株式会社		関東財務局長(登金)第578号		○		○		　		○						ソニー銀行株式会社		

		株式会社　但馬銀行		近畿財務局長(登金)第14号		○		　		　		　						株式会社　但馬銀行		

		野村證券株式会社		関東財務局長(金商)第142号		○		○		○		○						野村證券株式会社		

		株式会社　百十四銀行		四国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○						株式会社　百十四銀行		

		株式会社　広島銀行		中国財務局長(登金)第5号		○		　		　		○						株式会社　広島銀行		

		フィデリティ証券株式会社		関東財務局長(金商)第152号		○		　		○		　						フィデリティ証券株式会社		

		松井証券株式会社		関東財務局長(金商)第164号		○		　		　		○						松井証券株式会社		

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		○		○		○						マネックス証券株式会社		

		三菱UFJ信託銀行株式会社		関東財務局長(登金)第33号		○		　		○		○						三菱UFJ信託銀行株式会社		

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○						株式会社　三菱ＵＦＪ銀行		

		株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		関東財務局長(登金)第5号		○		○		　		○						株式会社　三菱ＵＦＪ銀行 （委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）		

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○						三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○						楽天証券株式会社		

		※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。																※株式会社　SMBC信託銀行は上記の他に一般社団法人投資信託協会にも加入しています。		

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				

																				





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMアセアン成長株オープン



x996



														月報 | 基準日：2019年4月26日







												996		996000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												88436

												43592.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		PWM日本証券株式会社		関東財務局長(金商)第50号		○		○		　		　

		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		岡三証券株式会社		関東財務局長(金商)第53号		○		○		○		　

		株式会社　関西みらい銀行		近畿財務局長(登金)第7号		○		　		　		○

		株式会社　埼玉りそな銀行		関東財務局長(登金)第593号		○		　		　		○

		マネックス証券株式会社		関東財務局長(金商)第165号		○		　		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○

		株式会社　りそな銀行		近畿財務局長(登金)第3号		○		　		　		○





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPMジャパン・フォーカス・ファンド



x984











												984		984000

		取扱い販売会社について トリアツカ ハンバイ ガイシャ												33323

												44287.0

		金融商品取引業者等の名称		登録番号		日本証券業
協会		一般社団法人第二種金融商品取引業協会		一般社団法人日本投資顧問業協会		一般社団法人金融先物取引業協会		その他





		株式会社　SBI証券		関東財務局長(金商)第44号		○		○		　		○

		三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社		関東財務局長(金商)第2336号		○		○		○		○

		楽天証券株式会社		関東財務局長(金商)第195号		○		○		○		○































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&8&K02+000&P/&N&K03+000 &9 &8 &"+,太字" &"Arial,太字" | &"+,太字" 本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。		


※投資信託説明書（交付目論見書）は下記の販売会社で入手することができます。
※登録番号に「金商」が含まれているものは金融商品取引業者、「登金」が含まれているものは登録金融機関です。
※株式会社を除いた正式名称を昇順にして表示しています。
※下記には募集の取扱いを行っていない販売会社が含まれていることがあります。また、下記以外の販売会社が募集の取扱いを行っている場合があります。
※下記登録金融機関（登金）は、日本証券業協会の特別会員です。

JPM新興国インフラ株式ファンド
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