
消費税込み (税抜き)

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

1千万円未満 3.30% （3.0％）

1千万円以上５千万円未満 2.75% （2.5％）

５千万円以上 2.20% （2.0％）

1千万円未満 3.30% （3.0％）

1千万円以上５千万円未満 2.75% （2.5％）

５千万円以上 2.20% （2.0％）

2.75% （2.5％） ×

2.75% （2.5％） ○

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

1億円未満 3.30% （3.0％）

1億円以上 1.10% （1.0％）

3.30% （3.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

1.65% （1.5％） ×

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ×

2.20% （2.0％） ×

1億円未満 1.65% （1.5％）

1億円以上 1.10% （1.0％）

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ×

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

1.10% （1.0％） ○

1.10% （1.0％） ○

1.10% （1.0％） ×

1.10% （1.0％） ○

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ○

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ○

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ○

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ○

※申込金額＝(基準価額÷10000×申込口数)＋販売手数料＋手数料に係る消費税額

この他、上記ファンドを保有されるにあたって必要となる費用の種類とその詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)にてご確認下さい。

野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース【愛称：先見の明】

 ＬＭ･オーストラリア毎月分配型ファンド

 ＬＭ･オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)

 ＬＭ･オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

 ＬＭ･オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)

フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジ無し
【愛称：素晴らしき人生のロードマップ】
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジ無し
【愛称：素晴らしき人生のロードマップ】
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【愛称：素晴らしき人生のロードマップ】
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジあり
【愛称：素晴らしき人生のロードマップ】

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

 ＬＭ･グローバル・プラス(毎月分配型)

コア投資戦略ファンド(安定型)

コア投資戦略ファンド(成長型)

のむラップ・ファンド(保守型)

のむラップ・ファンド(普通型)

(年3%目標払出）のむラップ・ファンド(普通型)

のむラップ・ファンド(積極型)

 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) ×

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

スマート・ラップ・ジャパン(１年決算型)

フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン

フィデリティ・米国株式ファンド　Bコース　(資産成長型・為替ヘッジなし）)

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)【愛称：ちょっとコアラ】

フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース

 MHAM J-REITアクティブオープン 毎月決算コース【愛称：物件満彩】

 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

 ラサール・グローバルREITファンド(１年決算型)

 ひふみプラス

 ひふみワールド＋

 フィデリティ・日本成長株・ファンド ○

 インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

 インデックスファンド225

 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) ○

 グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) ×

　道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング インターネット投資信託でお客様にご購入いただけるファンドラインナップは以下のとおりです。

   また、ご負担いただく費用のうち当行におけるお申込手数料は下記のとおりです。

当行で取扱いしている投資信託

お申込手数料
ファンドミニ

取扱
申込金額(※)に以下の手数料率を乗じて得た金額

道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング 

インターネット投資信託 取扱ファンドラインナップ 

(2021年10月1日現在) 
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消費税込み (税抜き)

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ○

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ○

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ×

3千万円未満 1.65% （1.5％）

３千万円以上５千万円未満 1.10% （1.0％）

５千万円以上１億円未満 0.55% （0.5％）

１億円以上 0% （0％）

3千万円未満 1.65% （1.5％）

３千万円以上５千万円未満 1.10% （1.0％）

５千万円以上１億円未満 0.55% （0.5％）

１億円以上 0% （0％）

3千万円未満 1.65% （1.5％）

３千万円以上５千万円未満 1.10% （1.0％）

５千万円以上１億円未満 0.55% （0.5％）

１億円以上 0% （0％）

3千万円未満 1.65% （1.5％）

３千万円以上５千万円未満 1.10% （1.0％）

５千万円以上１億円未満 0.55% （0.5％）

１億円以上 0% （0％）

1.65% （1.5％） ○

1千万円未満 3.30% （3.0％）

1千万円以上5千万円未満 2.75% （2.5％）

5千万円以上 2.20% （2.0％）

1千万円未満 2.20% （2.0％）

1千万円以上3千万円未満 1.65% （1.5％）

3千万円以上5千万円未満 1.10% （1.0％）

5千万円以上 0.55% （0.5％）

1千万円未満 2.20% （2.0％）

1千万円以上3千万円未満 1.65% （1.5％）

3千万円以上5千万円未満 1.10% （1.0％）

5千万円以上 0.55% （0.5％）

1千万円未満 2.20% （2.0％）

1千万円以上3千万円未満 1.65% （1.5％）

3千万円以上5千万円未満 1.10% （1.0％）

5千万円以上 0.55% （0.5％）

※申込金額＝(基準価額÷10000×申込口数)＋販売手数料＋手数料に係る消費税額
この他、上記ファンドを保有されるにあたって必要となる費用の種類とその詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)にてご確認下さい。

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク6％）【愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ6％】
○

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク8％）【愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ8％】
○

東京海上・円資産バランスファンド(年１回決算型)【愛称：円奏会】
○

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)【愛称：未来の世界】
○

Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク4％）【愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ4％】
○

 ＬＭ･ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
×

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年１回決算型)
×

東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)【愛称：円奏会】
×

 ＬＭ･ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

 ＬＭ･ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

 ＬＭ･ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

 ＬＭ･アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

 ＬＭ･アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

 ＬＭ･ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

　道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング インターネット投資信託でお客様にご購入いただけるファンドラインナップは以下のとおりです。

   また、ご負担いただく費用のうち当行におけるお申込手数料は下記のとおりです。

当行で取扱いしている投資信託

お申込手数料
ファンドミニ

取扱
申込金額(※)に以下の手数料率を乗じて得た金額

道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング 

インターネット投資信託 取扱ファンドラインナップ 

(2021年10月1日現在) 
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消費税込み (税抜き)

1千万円未満 3.30% （3.0％）

1千万円以上5千万円未満 2.75% （2.5％）

5千万円以上 2.20% （2.0％）

1千万円未満 3.30% （3.0％）

1千万円以上5千万円未満 2.75% （2.5％）

5千万円以上 2.20% （2.0％）

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

1.10% （1.0％） ○

2.20% （2.0％） ×

2.20% （2.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

【注】 3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ×

3.30% （3.0％） ○

3.30% （3.0％） ×

3千万円未満 1.65% （1.5％）

3千万円以上5千万円未満 1.10% （1.0％）

5千万円以上 0.55% （0.5％）

3千万円未満 1.65% （1.5％）

3千万円以上5千万円未満 1.10% （1.0％）

5千万円以上 0.55% （0.5％）

2.20% （2.0％） ○

3千万円未満 1.65% （1.5％）

3千万円以上5千万円未満 1.10% （1.0％）

5千万円以上 0.55% （0.5％）

2.20% （2.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

2.20% （2.0％） ×

1.10% （1.0％） ×

1.10% （1.0％） ×

2.75% （2.5％） ×

2.75% （2.5％） ×

2.75% （2.5％） ○

2.75% （2.5％） ○

3.30% （3.0％） ○

1千万円未満 2.20% （2.0％）

1千万円以上5千万円未満 1.65% （1.5％）

5千万円以上 1.10% （1.0％）

1千万円未満 2.20% （2.0％）

1千万円以上5千万円未満 1.65% （1.5％）

5千万円以上 1.10% （1.0％）

※申込金額＝(基準価額÷10000×申込口数)＋販売手数料＋手数料に係る消費税額
この他、上記ファンドを保有されるにあたって必要となる費用の種類とその詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)にてご確認下さい。
【注】インターネット投信専用ファンドのため、店頭ではお取扱しておりません。

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド【愛称：モンド】
(2021年10月15日取扱開始)

○

×

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(１年決算型)
【愛称：ウインド・ミル】 ○

バリュー･ボンド･ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

バリュー･ボンド･ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

バリュー･ボンド･ファンド<為替リスク軽減型>(年１回決算型)

バリュー･ボンド･ファンド<為替ヘッジなし>(年１回決算型)

ベイリー･ギフォード インパクト投資ファンド【愛称：ポジティブチェンジ】

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
【愛称：ウインド・ミル】

ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

次世代通信関連　世界株式戦略ファンド【愛称：THE ５G】

パン・パシフィック外国債券オープン(毎月分配型)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

日本物価連動国債ファンド

 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド【愛称：クアトロ】 ×

 ピクテ･ダイナミック・アロケーション・ファンド【愛称：アルテ】 ×

ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）

 JPMジャパンマイスター

 イーストスプリング・インド株式オープン

 イーストスプリング・インドネシア株式オープン

 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)

 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

コモンズ３０ファンド

三菱UFJ外国債券オープン

マニュライフ・カナダ債券ファンド【愛称：メープルギフト】

 JPMワールド・CB・オープン

 JPM・BRICS5・ファンド【愛称：ブリックス・ファイブ】

 JPMアジア株・アクティブ・オープン

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド【愛称：ロイヤルギフト】(毎月決算
型) ×

アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド【愛称：ロイヤルギフト】(年2回決
算型) ○

アムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)

アムンディ・英国債ファンド(年2回決算型)

　道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング インターネット投資信託でお客様にご購入いただけるファンドラインナップは以下のとおりです。

   また、ご負担いただく費用のうち当行におけるお申込手数料は下記のとおりです。

当行で取扱いしている投資信託

お申込手数料
ファンドミニ

取扱
申込金額(※)に以下の手数料率を乗じて得た金額

道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング 

インターネット投資信託 取扱ファンドラインナップ 
(2021年10月1日現在) 
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消費税込み (税抜き)

1.65% （1.5％） ○

2.75% （2.5%） ×

2.75% （2.5%） ×

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

2.20% （2.0％） ○

3.30% （3.0％） ○

【注】
3千万円未満

2.20% （2.0％）

【注】
3千万円以上1億円未満

1.65% （1.5％）

【注】
1億円以上

1.10% （1.0％）

【注】
3千万円未満

2.20% （2.0％）

【注】
3千万円以上1億円未満

1.65% （1.5％）

【注】
1億円以上

1.10% （1.0％）

○

×

【注】 3.30% （3.0％） ×

【注】 3.30% （3.0％） ×

【注】 3.30% （3.0％） ×

【注】 3.30% （3.0％） ×

【注】 2.20% （2.0％） ×

【注】 2.20% （2.0％） ×

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

【注】 なし なし ○

※申込金額＝(基準価額÷10000×申込口数)＋販売手数料＋手数料に係る消費税額
この他、上記ファンドを保有されるにあたって必要となる費用の種類とその詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)にてご確認下さい。

【注】インターネット投信専用ファンドのため、店頭ではお取扱しておりません。

eMAXIS　最適化バランス(マイフォワード)

eMAXIS　最適化バランス(マイストライカー)

eMAXIS　新興国株式インデックス

eMAXIS　新興国債券インデックス

eMAXIS　新興国リートインデックス

eMAXIS　最適化バランス(マイゴールキーパー)

eMAXIS　最適化バランス(マイディフェンダー)

eMAXIS　最適化バランス(マイミッドフィルダー)

eMAXIS　TOPIXインデックス

eMAXIS　国内債券インデックス

eMAXIS　国内リートインデックス

eMAXIS　先進国株式インデックス

eMAXIS　先進国債券インデックス

eMAXIS　先進国リートインデックス

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

 世界のサイフ

 高金利ソブリンオープン

×

ゴールドマン・サックス米国REITファンド毎月分配型(為替ヘッジなし)
【愛称：コロンブスの卵Ｂコース】 ×

 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ｹ月決算型)(累投)
【注】 3.30% （3.0％）

 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ｹ月決算型)(受取)

アライアンス・バーンスタイン・財産設計　2030

アライアンス・バーンスタイン・財産設計　2040

アライアンス・バーンスタイン・財産設計　2050

SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ(年２回決算型)【愛称：jreviveⅡ】

DWS新資源テクノロジーファンド【愛称：グローバル・シフト】

ゴールドマン・サックス米国REITファンド毎月分配型(為替ヘッジあり)
【愛称：コロンブスの卵Ａコース】

 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)【愛称：泰平航路】

 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)【愛称：泰平航路】

新興国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

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）

アライアンス・バーンスタイン・財産設計　2020

   また、ご負担いただく費用のうち当行におけるお申込手数料は下記のとおりです。

当行で取扱いしている投資信託

お申込手数料
ファンドミニ

取扱
申込金額(※)に以下の手数料率を乗じて得た金額

世界経済インデックスファンド

　道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング インターネット投資信託でお客様にご購入いただけるファンドラインナップは以下のとおりです。

道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング 

インターネット投資信託 取扱ファンドラインナップ 

(2021年10月1日現在) 
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消費税込み (税抜き)

なし なし

なし なし

なし なし

なし なし

なし なし

なし なし

なし なし

なし なし

※申込金額＝(基準価額÷10000×申込口数)＋販売手数料＋手数料に係る消費税額
この他、上記ファンドを保有されるにあたって必要となる費用の種類とその詳細につきましては、投資信託説明書(目論見書)にてご確認下さい。

以　　　上

(つみたてNISA専用)ひふみプラス

(つみたてNISA専用)コモンズ30ファンド

つみたて日本株式(TOPIX)

つみたて先進国株式

つみたて新興国株式

つみたて全世界株式

つみたて米国株式（S&P500)

つみたて8資産均等バランス

道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング インターネット投資信託でお客様にご購入いただけるファンドラインナップ(つみたてNISA専用)は以下のとお
りです。
なお、ファンドミニによる購入のみとなります。
つみたてNISAによる公募投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料はいただいておりません。

当行で取扱いしている投資信託(つみたてNISA専用)

お申込手数料

申込金額(※)に以下の手数料率を乗じて得た金額

道銀ダイレクトサービス インターネットバンキング 

インターネット投資信託 取扱ファンドラインナップ 

(2021年10月1日現在) 
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