投資信託 注文停止日一覧表（２０２１）
１月

２月

日付
2021/1/15

2021/1/18

ファンド名

２月

日付

ファンド名

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

2021/2/1

メキシコ債券オープン（資産成長型）

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

2021/2/10

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2021/2/12

日付

日付

高成長インド・中型株式ファンド

4月
ファンド名

４月

日付

日付

ファンド名

高成長インド・中型株式ファンド

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

2021/3/15

DIAM高格付外債ファンド

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

2021/3/29

高成長インド・中型株式ファンド

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

SMT グローバル株式インデックス・オープン

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

SMT グローバル株式インデックス・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

2021/4/1

ファンド名

2021/3/11

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

高成長インド・中型株式ファンド

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

メキシコ債券オープン（資産成長型）

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

世界のサイフ
2021/4/5

野村インデックスファンド・新興国株式

2021/4/2

DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ
DIAM高格付外債ファンド

メキシコ債券オープン（資産成長型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン

DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

DIAM高格付外債ファンド

DIAM高格付外債ファンド

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）
高成長インド・中型株式ファンド

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

2021/2/15

2021/2/19

３月
ファンド名

ドルマネーファンド

SMT グローバル株式インデックス・オープン

SMT グローバル株式インデックス・オープン

トレンド・アロケーション・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

トレンド・アロケーション・オープン

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｵｾｱﾆｱ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

野村インデックスファンド・外国株式

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

マルチアセット・ストラテジーファンド

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

メキシコ債券オープン（資産成長型）

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

マルチアセット・ストラテジーファンド

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

高成長インド・中型株式ファンド

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

ドルマネーファンド

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

トレンド・アロケーション・オープン

ドルマネーファンド

世界のサイフ

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

トレンド・アロケーション・オープン

世界のサイフ

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

2021/4/6

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
野村インデックスファンド・新興国株式

2021/1/25

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

2021/1/26

DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

高成長インド・中型株式ファンド

野村インデックスファンド・外国株式

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・外国株式

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｵｾｱﾆｱ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・新興国株式

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

マルチアセット・ストラテジーファンド

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

2021/4/28

野村インデックスファンド・新興国株式

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｵｾｱﾆｱ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

2021/4/30

野村インデックスファンド・新興国株式

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

マルチアセット・ストラテジーファンド

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

メキシコ債券オープン（資産成長型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

世界のサイフ

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

1

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2021/4/13

高成長インド・中型株式ファンド
野村インド債券ファンド（毎月分配型）

2021/4/14

高成長インド・中型株式ファンド

2021/4/21

高成長インド・中型株式ファンド

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

投資信託 注文停止日一覧表（２０２１）
５月

５月

日付
2021/5/13

ファンド名

ファンド名

日付

７月
ファンド名

８月

日付

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

2021/6/11

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

野村インデックスファンド・新興国株式

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

2021/5/18

野村インデックスファンド・新興国株式

世界のサイフ

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

2021/5/19

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

野村インデックスファンド・新興国株式

高成長インド・中型株式ファンド

DIAM高格付外債ファンド

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

高成長インド・中型株式ファンド

SMT グローバル株式インデックス・オープン

野村インデックスファンド・新興国株式

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｵｾｱﾆｱ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

SMT グローバル株式インデックス・オープン

2021/6/23

2021/5/31

2021/8/30

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2021/9/6

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン

DIAM高格付外債ファンド

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

SMT グローバル株式インデックス・オープン

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

野村インデックスファンド・新興国株式

SMT グローバル株式インデックス・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

高成長インド・中型株式ファンド

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

トレンド・アロケーション・オープン

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

ドルマネーファンド

高成長インド・中型株式ファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

トレンド・アロケーション・オープン

トレンド・アロケーション・オープン

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

マルチアセット・ストラテジーファンド

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

ドルマネーファンド

メキシコ債券オープン（資産成長型）

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

トレンド・アロケーション・オープン

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

DIAM高格付外債ファンド

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

世界のサイフ

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

SMT グローバル株式インデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

SMT グローバル債券インデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国株式

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

マルチアセット・ストラテジーファンド

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

2021/6/30

2021/7/5

2021/8/19

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

DIAM高格付外債ファンド

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

高成長インド・中型株式ファンド

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

2021/5/28

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2021/7/2

2021/9/3

ファンド名

高成長インド・中型株式ファンド

2021/8/16

DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ

日付

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

野村インデックスファンド・新興国株式

2021/8/2

ファンド名

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

2021/5/26

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

９月

日付

2021/6/3

2021/6/14

2021/7/1

ファンド名

メキシコ債券オープン（資産成長型）

2021/5/24

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

６月

日付

野村インデックスファンド・外国株式
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

マルチアセット・ストラテジーファンド

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

世界のサイフ

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

ドルマネーファンド

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

トレンド・アロケーション・オープン
ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

2021/7/20

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ
野村インデックスファンド・海外５資産バランス

2021/7/21

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

2021/9/10

世界のサイフ

2021/9/16

メキシコ債券オープン（資産成長型）

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

2021/9/21

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

2021/9/22

高成長インド・中型株式ファンド

2021/7/30

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

野村インド債券ファンド（毎月分配型）
マルチアセット・ストラテジーファンド

2

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
野村インデックスファンド・新興国株式

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

野村インデックスファンド・外国株式

高成長インド・中型株式ファンド
野村インド債券ファンド（毎月分配型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
2021/9/30

野村インデックスファンド・新興国株式

投資信託 注文停止日一覧表（２０２１）
１０月
日付
2021/10/1

１１月
ファンド名
SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

１２月

日付
2021/11/1

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ファンド名
高成長インド・中型株式ファンド

日付

ファンド名

日付

SMT グローバル株式インデックス・オープン

ファンド名

2021/12/23 野村インデックスファンド・海外５資産バランス

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

野村インデックスファンド・新興国株式

2021/11/2

メキシコ債券オープン（資産成長型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

2021/11/4

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

2021/12/24 SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

日付

ファンド名
野村インデックスファンド・新興国株式
ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｵｾｱﾆｱ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）
マルチアセット・ストラテジーファンド
メキシコ債券オープン（資産成長型）

2021/10/4

DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ

高成長インド・中型株式ファンド

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

SMT グローバル株式インデックス・オープン

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

2021/10/8

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

高成長インド・中型株式ファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

ドルマネーファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

世界のサイフ

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2021/10/11 SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
SMT グローバル株式インデックス・オープン
SMT グローバル債券インデックス・オープン
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

2021/11/5

2021/11/10 野村インデックスファンド・海外５資産バランス
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2021/11/11 DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

トレンド・アロケーション・オープン

高成長インド・中型株式ファンド

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

2021/12/28 DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ
DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

ドルマネーファンド

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

DIAM高格付外債ファンド

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

トレンド・アロケーション・オープン

DIAM高格付外債ファンド

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

SMT グローバル株式インデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国株式

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

SMT グローバル株式インデックス・オープン

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

SMT グローバル債券インデックス・オープン

トレンド・アロケーション・オープン

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

野村インデックスファンド・外国株式

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

マルチアセット・ストラテジーファンド

野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり
しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ株式ﾌｧﾝﾄﾞ（１年決算型）

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

野村インデックスファンド・新興国株式

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

マルチアセット・ストラテジーファンド

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

世界のサイフ

マルチアセット・ストラテジーファンド

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

ドルマネーファンド

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

トレンド・アロケーション・オープン

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

トレンド・アロケーション・オープン

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ・ｵｾｱﾆｱ・ﾎﾞﾝﾄﾞ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

マルチアセット・ストラテジーファンド

世界のサイフ

メキシコ債券オープン（資産成長型）

2021/10/13 野村インデックスファンド・新興国株式

ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ・毎月分配ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ

2021/10/14 アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

野村インデックスファンド・海外５資産バランス

2021/12/27 DIAMｵｰｽﾄﾗﾘｱﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝ

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（毎月決算ｺｰｽ）

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

マルチアセット・ストラテジーファンド

DIAM高格付外債ファンド

世界のサイフ

2021/10/15 高成長インド・中型株式ファンド
野村インド債券ファンド（毎月分配型）
2021/10/19 高成長インド・中型株式ファンド
野村インド債券ファンド（毎月分配型）

DIAM高格付ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝ（１年決算ｺｰｽ）

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

野村インデックスファンド・新興国株式

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

ﾓﾙｽﾀ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾌﾟﾚﾐｱﾑ株式ｵｰﾌﾟﾝ（為替ﾍｯｼﾞなし）

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

2021/12/29 野村インデックスファンド・新興国株式

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ・ﾏﾙﾁ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ・ﾌｧﾝﾄﾞ１

SMT グローバル株式インデックス・オープン

2021/12/30 野村インデックスファンド・新興国株式

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

SMT グローバル債券インデックス・オープン

世界のサイフ

SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

2021/11/15 メキシコ債券オープン（資産成長型）

アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

2021/11/19 高成長インド・中型株式ファンド

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)

野村インド債券ファンド（毎月分配型）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)為替ﾍｯｼﾞあり

2021/11/24 野村インデックスファンド・海外５資産バランス

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ

ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（年１回決算型）
ﾀﾞｲﾜ高格付ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）

野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

2021/11/25 DIAM高格付外債ファンド

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

SMT グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン

トレンド・アロケーション・オープン
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