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三井住友DSアセットマネジメント株式会社

運用担当部署の概要

運用担当部署 責任者
運用経験年数 運用内容 ファンド

マネージャー数
平均運用
経験年数

常務執⾏役員
　34年

執⾏役員
27年

主として、内外の株式ファンド、REITファンドの運用を
担当します。

執⾏役員
　27年 主として、内外の債券ファンドの運用を担当します。

執⾏役員
　27年

主にバランスファンドの運用およびアセットアロケーショ
ン、計量的⼿法を利用したプロダクトの開発、運用
及び運用支援を所管します。

運用業務部 常務執⾏役員
　30年

主として、バランスファンド等のリバランス、REIT等のオ
ルタナティブ資産の運用、FoFsおよび外部委託ファン
ドのポートフォリオの管理を所管します。

21 人 19 年

グローバルパートナー運用部
副社⻑

執⾏役員
11年

主として、FoFs、外部委託ファンド、投資助言ファン
ド等の組入れファンドおよび運用会社のモニタリング等
を担当します。

13 人 18 年

※上記は基準⽇時点における公募ファンドの運用を担当する部署の情報であり、各運用担当部署の責任者、担当業務および名称等は変更となる場合があります。

運 用 担 当 者 に 係 る 事 項

（2023年4⽉1⽇現在）

※各運用担当部署のファンドマネージャー数および平均運用経験年数は、兼務がある場合は当該兼務者を含みます。
※各運用担当部署の平均運用経験年数は、四捨五入しています。

運用部 111 人 15 年



(別紙）

各ファンドの運用担当部署
（2023年4⽉1⽇現在）

ファンド名 運用担当部署
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀﾞｲﾜSMA) 運用部
大和住銀DC日本株式ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ﾏｲ･ｳｪｲ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 運用部
三井住友･日本株ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･株式ｱﾅﾗｲｻﾞｰ･ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
ｼﾅﾌﾟｽ 運用部
三井住友･DC日本株式ﾘｻｰﾁﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC国内株式ｱｸﾃｨﾌﾞS 運用部
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
日本株･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
ﾄﾖﾀ⾃動⾞/ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
DCﾄﾖﾀ⾃動⾞/ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
中部経済圏株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ROE向上･日本厳選株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
産業競争⼒強化ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
京都企業株式ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) 運用部
京都企業株式ﾌｧﾝﾄﾞ(予想分配⾦提⽰型) 運用部
ｴｽ･ﾋﾞｰ･日本株ｵｰﾌﾟﾝ225 運用部
日本株225･米ﾄﾞﾙｺｰｽ 運用部
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ日本株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ひとくふう日本株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ひとくふう先進国株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ひとくふう先進国ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
日興FWS･ｺﾞｰﾙﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日興FWS･ｺﾞｰﾙﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
三井住友DS･ｺﾞｰﾙﾄﾞｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
三井住友･225ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･日経225ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･DC年⾦日本株式225ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞS 運用部
香港ﾊﾝｾﾝ指数ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
国内株式指数ﾌｧﾝﾄﾞ(TOPIX) 運用部
外国株式指数ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DCつみたてNISA･全海外株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DCつみたてNISA･日本株ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･海外株式ETFﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･NYﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(為替へ 運用部
三井住友･NYﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾉ 運用部
三井住友･NYﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･JPX日経400ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･NYﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ指数ｵｰﾌﾟﾝ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
三井住友･NYﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ指数ｵｰﾌﾟﾝ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
三井住友･DC日本ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC外国ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･日経ｱｼﾞｱ300iｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･日本株式ESGﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･AI 運用部
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｨﾝﾃｯｸ 運用部
ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉﾐｰ 運用部
三井住友DS･国内株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
SMBC･DCｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(日経225) 運用部
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(別紙）

（2023年4⽉1⽇現在）
ファンド名 運用担当部署

SMBC･DCｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ(S&P500) 運用部
SMBC･DCｲﾝﾃﾞｯｸｽF(MSCIｺｸｻｲ) 運用部
三井住友DS･国内ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･外国ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
日興FWS･日本株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 運用部
日興FWS･先進国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日興FWS･先進国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
日興FWS･新興国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日興FWS･新興国株ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
日興FWS･Jﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ 運用部
日興FWS･Gﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日興FWS･Gﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
三井住友DS･TOPIXｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･日経225ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･先進国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･国内ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･先進国ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
SMDAM 日経225上場投信 運用部
SMDAM 東証REIT指数上場投信 運用部
SMDAM ﾄﾋﾟｯｸｽ上場投信 運用部
ｴｽ･ﾋﾞｰ･日本債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
大和住銀DC日本債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ) 運用部
大和住銀 中国株式ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾏﾈｰ･ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ) 運用部
ﾀﾌ･ｱﾒﾘｶ(ﾏﾈｰﾌﾟｰﾙﾌｧﾝﾄﾞ) 運用部
三井住友･ﾗｲﾌﾋﾞｭｰ･日本債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC国内債券ｱｸﾃｨﾌﾞ 運用部
三井住友･DC年⾦日本債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･日本債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･日本債券年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･国債ﾌﾟﾗｽﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) 運用部
日本超⻑期国債ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･国内債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
日興FWS･日本債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 運用部
三井住友ﾏﾈｰ･ﾘｻﾞｰﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(三井住友MRF) 運用部
大和住銀 日本ｸﾞﾛｰｽ株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
J-STOCKｱｸﾃｨﾌﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
大和住銀日本小型株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ﾆｯﾎﾟﾝ中小型株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･日本株･成⻑⼒ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･ﾗｲﾌﾋﾞｭｰ･日本株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
げんき100年ﾗｲﾌ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｱｸﾃｨﾌﾞ元年･日本株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
Jﾘｰﾄ･ｱｼﾞｱﾐｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型) 運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ﾌﾟﾗｽ 運用部
ｱｼﾞｱ好利回りﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
Jﾘｰﾄ･ｱｼﾞｱﾐｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝ(資産成⻑型) 運用部
ｱｼﾞｱ好利回りﾘｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) 運用部
Jﾘｰﾄ･ｱｼﾞｱﾐｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝ(年2回決算型) 運用部
DC日本国債ﾌﾟﾗｽ 運用部
富岡製糸場･絹産業遺産群保護活動応援ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
SMBC円資産ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2030 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2040 運用部
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(別紙）

（2023年4⽉1⽇現在）
ファンド名 運用担当部署

ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2050 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2060 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2035 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2045 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2055 運用部
ひとくふうﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ2065 運用部
ﾃﾞｰﾀ戦略分散ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式年⾦ﾌｧﾝﾄﾞAｺｰｽ為替ﾍｯｼﾞあり 運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式年⾦ﾌｧﾝﾄﾞBｺｰｽ為替ﾍｯｼﾞなし 運用部
三井住友･年⾦ﾌﾟﾗﾝ30 運用部
三井住友･年⾦ﾌﾟﾗﾝ50 運用部
三井住友･年⾦ﾌﾟﾗﾝ70 運用部
三井住友･ﾗｲﾌﾋﾞｭｰ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ30(安定型) 運用部
三井住友･ﾗｲﾌﾋﾞｭｰ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ50(標準型) 運用部
三井住友･ﾗｲﾌﾋﾞｭｰ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ70(積極型) 運用部
三井住友･DC年⾦ﾌﾟﾗﾝﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｲﾔｰ2010 運用部
三井住友･DC年⾦ﾌﾟﾗﾝﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｲﾔｰ2020 運用部
三井住友･DC年⾦ﾌﾟﾗﾝﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｲﾔｰ2030 運用部
三井住友･DC年⾦ﾌﾟﾗﾝﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀｰｹﾞｯﾄ･ｲﾔｰ2040 運用部
三井住友･DCﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ(安定型) 運用部
三井住友･DCﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ(安定成⻑型) 運用部
三井住友･DCﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ(成⻑型) 運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ3資産ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC年⾦ﾊﾞﾗﾝｽ30(債券重点型) 運用部
三井住友･DC年⾦ﾊﾞﾗﾝｽ50(標準型) 運用部
三井住友･DC年⾦ﾊﾞﾗﾝｽ70(株式重点型) 運用部
SMAM･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ(機動的資産配分型) 運用部
三井住友･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2020(4資産 運用部
三井住友･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2025(4資産 運用部
三井住友･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2030(4資産 運用部
三井住友･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2035(4資産 運用部
三井住友･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2040(4資産 運用部
三井住友･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2045(4資産 運用部
ETFﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC年⾦ﾊﾞﾗﾝｽｾﾞﾛ(債券型) 運用部
ｱｾｯﾄｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(安定型) 運用部
ｱｾｯﾄｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(安定成⻑型) 運用部
ｱｾｯﾄｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(成⻑型) 運用部
三井住友･DC世界ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ(動的配分型) 運用部
ｲｵﾝ･ﾊﾞﾗﾝｽ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2050 運用部
三井住友･資産最適化ﾌｧﾝﾄﾞ(1安定重視型) 運用部
三井住友･資産最適化ﾌｧﾝﾄﾞ(2やや安定型) 運用部
三井住友･資産最適化ﾌｧﾝﾄﾞ(3ﾊﾞﾗﾝｽ型) 運用部
三井住友･資産最適化ﾌｧﾝﾄﾞ(4やや成⻑型) 運用部
三井住友･資産最適化ﾌｧﾝﾄﾞ(5成⻑重視型) 運用部
三井住友･DCつみたてNISA･世界分散ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
日興FW･日本債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
⼈⽣100年時代･世界分散ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) 運用部
⼈⽣100年時代･世界分散ﾌｧﾝﾄﾞ(3%⽬標受取型) 運用部
⼈⽣100年時代･世界分散ﾌｧﾝﾄﾞ(6%⽬標受取型) 運用部
三井住友DS･年⾦ﾊﾞﾗﾝｽ30(債券重点型) 運用部
三井住友DS･年⾦ﾊﾞﾗﾝｽ50(標準型) 運用部
三井住友DS･年⾦ﾊﾞﾗﾝｽ70(株式重点型) 運用部
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三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2060 運用部
三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2035 運用部
三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2040 運用部
三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2045 運用部
三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2055 運用部
三井住友DS･DCﾀｰｹﾞｯﾄｲﾔｰﾌｧﾝﾄﾞ2065 運用部
三井住友DS･FW専用ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾚﾍﾞﾙ1(保守型) 運用部
三井住友DS･FW専用ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾚﾍﾞﾙ2(安定型) 運用部
三井住友DS･FW専用ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾚﾍﾞﾙ3(安定成⻑型) 運用部
三井住友DS･FW専用ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾚﾍﾞﾙ4(成⻑型) 運用部
三井住友DS･FW専用ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ･ﾚﾍﾞﾙ5(積極成⻑型) 運用部
大和住銀DC日本株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS日本ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
大和住銀DC日本ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
大和住銀DC国内株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
日本成⻑ﾃｰﾏﾌｫｰｶｽ 運用部
日本好配当株ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･円ｺｰｽ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･豪ﾄﾞﾙｺｰｽ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･ｱｼﾞｱ3通貨ｺｰｽ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･米ﾄﾞﾙｺｰｽ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ 運用部
日本株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ 運用部
日本株ｱﾙﾌｧ･ｶﾙﾃｯﾄ(毎月分配型) 運用部
日本株ｱﾙﾌｧ･ｶﾙﾃｯﾄ(年2回決算型) 運用部
日本高配当株ﾌｫｰｶｽ(ﾏｲﾙﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ) 運用部
日本高配当株ﾌｫｰｶｽ(ﾌﾟﾚﾐｱｼﾞｬﾊﾟﾝ) 運用部
ｽｰﾊﾟｰ小型株ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 運用部
三井住友･げんきｼﾆｱﾗｲﾌ･ｵ-ﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･ﾊﾞﾘｭｰ株式年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･中小型株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｳﾂﾐ屋 日本株ﾌｧﾝﾄﾞ｢あゆみ｣ 運用部
三井住友･ﾌｫｰｶｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･配当ﾌｫｰｶｽｵｰﾌﾟﾝ 運用部
企業価値ﾌｫｰｶｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾍｯｼﾞ型(ﾀﾞｲﾜ投資一任専用) 運用部
日本中小型成⻑株発掘ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
短期豪ﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 運用部
高⾦利通貨ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
短期豪ﾄﾞﾙ債ｵｰﾌﾟﾝ(年2回決算型) 運用部
ﾒｷｼｺ債券ｵｰﾌﾟﾝ(毎月分配型) 運用部
ﾒｷｼｺ債券ｵｰﾌﾟﾝ(資産成⻑型) 運用部
英国国債ﾌｧﾝﾄﾞ -ｷﾞﾙﾄ10- (為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
ひとくふう世界国債ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
世界国債ﾌﾟﾗｽ 運用部
米国中期債運用戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾀﾞｲﾜ投資一任専用) 運用部
大和住銀 先進国国債ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾘｽｸ抑制型) 運用部
日興FWS･新興国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日興FWS･新興国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
三井住友DS･新興国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC外国債券ｱｸﾃｨﾌﾞ 運用部
三井住友･ﾖｰﾛｯﾊﾟ国債ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞS 運用部
世界高⾦利債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ高⾦利通貨ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部

三井住友DSアセットマネジメント株式会社 4/9



(別紙）

（2023年4⽉1⽇現在）
ファンド名 運用担当部署

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ(為替ﾍｯｼﾞ型) 運用部
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ(為替ﾉｰﾍｯｼﾞ型) 運用部
三井住友･DC外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ(為替ﾍｯｼﾞ型/1年決算型) 運用部
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ(為替ﾉｰﾍｯｼﾞ型/1年決算型 運用部
日系企業海外債券ｵｰﾌﾟﾝ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日系企業海外債券ｵｰﾌﾟﾝ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
ﾄﾖﾀﾓｰﾀｰｸﾚｼﾞｯﾄ/ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ債券ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS･外国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ年⾦ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
日興FWS･先進国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞあり) 運用部
日興FWS･先進国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(為替ﾍｯｼﾞなし) 運用部
三井住友DS･先進国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友DS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾀｰｹﾞｯﾄ戦略債券2022-03(限定) 運用部
三井住友DS ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾀｰｹﾞｯﾄ債券2023-03(限定) 運用部
ﾁｬｲﾅ騰飛(ﾁｬｲﾅ･ｴｸｲﾃｨ･ｵｰﾌﾟﾝ) 運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ好配当株ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
ｱｼﾞｱ好配当株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･DC外国株式ｱｸﾃｨﾌﾞ 運用部
三井住友･ﾆｭｰ･ﾁｬｲﾅ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ好配当株式ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･ｲﾝﾄﾞ･中国株ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･中国A株･香港株ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
三井住友･A株ﾒｲﾝﾗﾝﾄﾞ･ﾁｬｲﾅ･ｵｰﾌﾟﾝ 運用部
DCﾆｭｰ･ﾁｬｲﾅ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾘｿﾞｰﾄ関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｱｼﾞｱ成⻑投資戦略ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
世界新時代株式ﾌｧﾝﾄﾞ(予想分配⾦提⽰型) 運用部
世界新時代株式ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) 運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙGX関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ｱｼﾞｱGX関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用部
ﾆｭｰ･ﾁｬｲﾅ･ﾌｧﾝﾄﾞ(予想分配⾦提⽰型) 運用部
ﾆｭｰ･ﾁｬｲﾅ･ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) 運用部
三井住友･ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ好配当株式ｵｰﾌﾟﾝ 運用業務部
三井住友･ｱｼﾞｱ4大成⻑国ｵｰﾌﾟﾝ 運用業務部
ｱｾｱﾝ成⻑国株ﾌｧﾝﾄﾞ 運用業務部
三井住友･ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ好配当株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用業務部
ﾍﾞﾄﾅﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用業務部
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･高配当株ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月決算型) 運用業務部
三井住友･ﾆｭｰ･ｱｼﾞｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ 運用業務部
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･高配当株ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) 運用業務部
ｱｼﾞｱ･ｽﾏｰﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 運用業務部
SMAMﾍﾞﾄﾅﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 運用業務部
大和住銀DC外国株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
大和住銀DC外国債券ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
大和住銀DC年⾦設計ﾌｧﾝﾄﾞ30 グローバルパートナー運用部
大和住銀DC年⾦設計ﾌｧﾝﾄﾞ50 グローバルパートナー運用部
大和住銀DC年⾦設計ﾌｧﾝﾄﾞ70 グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
T･ﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ USｲﾝｶﾑﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾞｽﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
大和住銀DC海外株式ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･日本ﾊﾞﾘｭｰ株 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･J-REIT グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･G-REIT グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
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SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･米国株 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･欧州株 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･新興国株 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･米国債 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･欧州債 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･新興国債 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･日本ｸﾞﾛｰｽ株 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･日本中小型株 グローバルパートナー運用部
SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ･日本債 グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ資産分散ｵｰﾌﾟﾝ グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･円ｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙｺｰｽ グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･南ｱﾌﾘｶﾗﾝﾄﾞｺｰｽ グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾄﾙｺﾘﾗｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
大和住銀 中国株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･中国元ｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ｽﾏｰﾄ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
ｽﾏｰﾄ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ(年2回決算型) グローバルパートナー運用部
ｶﾅﾀﾞ高配当株ﾂｲﾝα(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
北米高配当株ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
北米高配当株ﾌｧﾝﾄﾞ(年2回決算型) グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ｶﾅﾀﾞﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ･ﾒｷｼｺﾍﾟｿｺｰｽ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ﾀﾌ･ｱﾒﾘｶ(為替ﾍｯｼﾞあり 毎月決算型) グローバルパートナー運用部
ﾀﾌ･ｱﾒﾘｶ(為替ﾍｯｼﾞなし 毎月決算型) グローバルパートナー運用部
ﾀﾌ･ｱﾒﾘｶ(為替ﾍｯｼﾞあり 資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
ﾀﾌ･ｱﾒﾘｶ(為替ﾍｯｼﾞなし 資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
米国小型株ﾂｲﾝα(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
米国ﾘﾊﾞｰｻﾙ戦略ﾂｲﾝαﾈｵ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
米国ｺｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり 毎月分配型) グローバルパートナー運用部
米国ｺｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし 毎月分配型) グローバルパートナー運用部
米国ｺｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり 資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
米国ｺｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし 資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
米国ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(年4回決算型) グローバルパートナー運用部
米国ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) グローバルパートナー運用部
世界ｲﾝﾊﾟｸﾄ投資ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
DSIｺﾛﾝﾋﾞｱ米国株ﾘﾊﾞｰｻﾙ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ Aｺｰｽ(ﾀﾞｲﾜ) グローバルパートナー運用部
DSIｺﾛﾝﾋﾞｱ米国株ﾘﾊﾞｰｻﾙ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ Bｺｰｽ(ﾀﾞｲﾜ) グローバルパートナー運用部
世界ﾘｱﾙｱｾｯﾄ･ﾊﾞﾗﾝｽ(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
世界ﾘｱﾙｱｾｯﾄ･ﾊﾞﾗﾝｽ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙEV関連株ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙEV関連株ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
世界ｲﾝﾊﾟｸﾄ投資ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
世界小型株厳選ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ(ﾗｯﾌﾟ専用) グローバルパートナー運用部
米国分散投資戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(1倍ｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
米国分散投資戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(3倍ｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
米国分散投資戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(5倍ｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
ﾌｰﾄﾞ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ厳選株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙDX関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ(予想分配⾦提⽰型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙDX関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
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ファンド名 運用担当部署

日興FWS･日本株ｸｵﾘﾃｨ グローバルパートナー運用部
日興FWS･日本株市場型ｱｸﾃｨﾌﾞ グローバルパートナー運用部
日興FWS･先進国株ｸｵﾘﾃｨ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
日興FWS･先進国株ｸｵﾘﾃｨ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興FWS･先進国株市場型ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
日興FWS･先進国株市場型ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興FWS･新興国株ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
日興FWS･新興国株ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興FWS･日本債ｱｸﾃｨﾌﾞ グローバルパートナー運用部
日興FWS･先進国債ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
日興FWS･先進国債ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興FWS･新興国債ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
日興FWS･新興国債ｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興FWS･Jﾘｰﾄｱｸﾃｨﾌﾞ グローバルパートナー運用部
日興FWS･Gﾘｰﾄｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
日興FWS･Gﾘｰﾄｱｸﾃｨﾌﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興FWS･ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞﾏﾙﾁ戦略 グローバルパートナー運用部
日興FWS･ﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞｱｸﾃｨﾌﾞ戦略 グローバルパートナー運用部
ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾜｲﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｭｰ株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
三井住友･ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ グローバルパートナー運用部
三井住友･豪ﾄﾞﾙ債ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ グローバルパートナー運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ(3ｶ月決算型) グローバルパートナー運用部
三井住友･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ(1年決算型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ不動産投信(隔月決算型) グローバルパートナー運用部
三井住友ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ｵｰﾌﾟﾝ グローバルパートナー運用部
DCｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾄ･ｵｰﾌﾟﾝ グローバルパートナー運用部
三井住友･米国ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞ型) グローバルパートナー運用部
三井住友･米国ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾉｰﾍｯｼﾞ型) グローバルパートナー運用部
SMBC･日興ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ) グローバルパートナー運用部
SMBC･日興ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(南ｱﾗﾝﾄﾞ) グローバルパートナー運用部
SMBC･日興ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(中国元) グローバルパートナー運用部
SMBC･日興ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(豪ﾄﾞﾙ) グローバルパートナー運用部
SMBC･日興ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(円) グローバルパートナー運用部
三井住友･米国ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ債券･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
三井住友･公益債券投信(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
米国小型ﾊｲｸｵﾘﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
米国小型ﾊｲｸｵﾘﾃｨﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
高成⻑ｲﾝﾄﾞ･中型株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｲﾝﾄﾞ債券ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞ型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ証券ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾉｰﾍｯｼﾞ型) グローバルパートナー運用部
日興ｴﾄﾞﾓﾝ･ﾄﾞｩ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
SMBC･日興資産成⻑ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ グローバルパートナー運用部
三井住友･公益債券投信(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
三井住友･ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)毎月決算型 グローバルパートナー運用部
三井住友･ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)年2回決算 グローバルパートナー運用部
米国ﾊｲ･ｲﾝｶﾑBDCﾌｧﾝﾄﾞ(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
米国ﾊｲ･ｲﾝｶﾑBDCﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-01 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-02 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-03 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-04 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-05 グローバルパートナー運用部
三井住友･ﾋﾟﾑｺ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｲﾝｶﾑF為替Hあり年1回 グローバルパートナー運用部
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三井住友･ﾋﾟﾑｺ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｲﾝｶﾑF為替Hなし年1回 グローバルパートナー運用部
三井住友･ﾋﾟﾑｺ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｲﾝｶﾑF為替Hあり3ｶ月 グローバルパートナー運用部
三井住友･ﾋﾟﾑｺ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｲﾝｶﾑF為替Hなし3ｶ月 グローバルパートナー運用部
日興ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾊｲ･ｸｵﾘﾃｨ･ｱﾛｹｰｼｮﾝFHなし グローバルパートナー運用部
日興ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ﾊｲ･ｸｵﾘﾃｨ･ｱﾛｹｰｼｮﾝF限定H グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-06 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-07 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-08 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-09 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-10 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-11 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)14-12 グローバルパートナー運用部
三井住友･米国ﾊｲｸｵﾘﾃｨ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
三井住友･米国ﾊｲｸｵﾘﾃｨ株式ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)15-01 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)15-02 グローバルパートナー運用部
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ(毎月決算型) グローバルパートナー運用部
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾊﾞﾗﾝｽ(為替ﾍｯｼﾞ型) グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)15-03 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)15-04 グローバルパートナー運用部
日興･米国ﾊﾞﾝｸﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり)15-05 グローバルパートナー運用部
日興BR･ﾊｲ･ｸｵﾘﾃｨ･ｱﾛｹｰｼｮﾝFHなし年2回決算 グローバルパートナー運用部
日興BR･ﾊｲ･ｸｵﾘﾃｨ･ｱﾛｹｰｼｮﾝF限定H年2回決算 グローバルパートナー運用部
日興ｴﾄﾞﾓﾝ･ﾄﾞｩ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCBﾍｯｼﾞあり グローバルパートナー運用部
日興ｴﾄﾞﾓﾝ･ﾄﾞｩ･ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCBﾍｯｼﾞなし グローバルパートナー運用部
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾏﾙﾁｱｾｯﾄ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ･ﾏﾙﾁｱｾｯﾄ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(限定為替ﾍｯｼﾞ) グローバルパートナー運用部
USﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰﾀｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙAIﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
USﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｲﾉﾍﾞｰﾀｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙAIﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ⾃動運転関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ⾃動運転関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ﾛｯｸﾌｪﾗｰ米国中小型ｲﾉﾍﾞｰﾀｰｽﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
高成⻑ｲﾝﾄﾞ･中型株式ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) グローバルパートナー運用部
三井住友･豪ﾄﾞﾙ債ﾌｧﾝﾄﾞ(年1回決算型) グローバルパートナー運用部
ﾗｲﾌ･ｼﾞｬｰﾆｰ(かしこく育てるｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
ﾗｲﾌ･ｼﾞｬｰﾆｰ(かしこく使うｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
ﾗｲﾌ･ｼﾞｬｰﾆｰ(充実して楽しむｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
ﾌｭｰﾁｬｰ･ﾊﾞｲｵﾃｯｸ グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙSDGs株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
⼈⽣100年応援ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑ｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
⼈⽣100年応援ﾌｧﾝﾄﾞ(ちょっぴり受取ｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
⼈⽣100年応援ﾌｧﾝﾄﾞ(おもいっきり受取ｺｰｽ) グローバルパートナー運用部
MFS･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ﾃﾄﾗ･ｴｸｲﾃｨ グローバルパートナー運用部
ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾞﾛﾄﾘﾌﾟﾙ(予想分配⾦提⽰型) グローバルパートナー運用部
ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｾﾞﾛﾄﾘﾌﾟﾙ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙAIﾌｧﾝﾄﾞ(予想分配⾦提⽰型) グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙAIﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり予想分配⾦提⽰型) グローバルパートナー運用部
ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ社債/円建て償還時ﾀｰｹﾞｯﾄF2020-03 グローバルパートナー運用部
ﾃﾄﾗ･ﾈｸｽﾄ グローバルパートナー運用部
MFS米国中型成⻑株式ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞあり) グローバルパートナー運用部
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(別紙）

（2023年4⽉1⽇現在）
ファンド名 運用担当部署

MFS米国中型成⻑株式ﾌｧﾝﾄﾞ(為替ﾍｯｼﾞなし) グローバルパートナー運用部
PIMCOｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀｰｹﾞｯﾄ戦略債券F2106限定 グローバルパートナー運用部
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ創薬関連株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ･ｱﾙﾌｧ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ﾊﾞﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｭｰﾁｬｰ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(資産成⻑型) グローバルパートナー運用部
ﾊﾞﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｭｰﾁｬｰ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ(予想分配⾦提⽰型) グローバルパートナー運用部
ｸﾗｲﾒｰﾄ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
いちよし･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ株式ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
LGT上場ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ｴｸｲﾃｨ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ グローバルパートナー運用部
ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ社債/ﾀﾞﾌﾞﾙ･ｱｸｾｽ戦略ﾌｧﾝﾄﾞ2022-12 グローバルパートナー運用部

※上記は基準⽇時点の情報であり、各ファンドの運用担当部署は変更となる場合があります。
※ファミリーファンド等の場合は、マザーファンドの運用担当部署とベビーファンドの運用担当部署とは異なる場合があります。
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