
平成 24 年 3 月吉日

お客様各位

中央三井アセットマネジメント株式会社

住信アセットマネジメント株式会社と中央三井アセットマネジメント株式会社の

合併に伴うファンド名称等の変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成 24 年 2 月 6 日に弊社ホームページに掲載させていただきましたとおり、

弊社は住信アセットマネジメント株式会社と平成 24 年 4 月 1 日に合併し、「三井住

友トラスト・アセットマネジメント株式会社」に商号を変更する予定です。

これに伴い弊社が設定・運用する投資信託のファンド名称等を平成 24 年 4 月 1 日

より別表の通りに変更させていただく予定ですのでご連絡させていただきます。

なお、今回の変更によって、ファンドの商品性が変更となることはございません。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

お知らせ



別表

１．委託会社名の変更

日経略称は日本経済新聞の基準価額欄に掲載される委託会社の略称です。

変更後（平成24年4月1日から） 変更前（平成24年3月31日まで）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 中央三井アセットマネジメント株式会社

２．ファンド名称および日経略称が変更となる公募投資信託

日経略称は、日本経済新聞の基準価額欄に掲載されるファンドの略称です。変更となるファンドは日経略称の前に

「*」を付しております。

ファンド名称 ファンド名称

日本株式インデックスファンド * 日株インＦ 中央三井日本株式インデックスファンド * 日株イン

日本債券インデックスファンド * 日債インＦ 中央三井日本債券インデックスファンド * 日債イン

外国株式インデックスファンド * 外株インＦ 中央三井外国株式インデックスファンド * 外株イン

外国債券インデックスファンド * 外債インＦ 中央三井外国債券インデックスファンド * 外債イン

日本株式エクセレント・フォーカス 日株エク 中央三井日本株式エクセレント・フォーカス 日株エク

Jリートファンド Ｊリート 中央三井Jリートファンド Ｊリート

高金利ソブリンオープン 高金利 中央三井高金利ソブリンオープン 高金利

社会的責任ファンド * ＳＲＩ計画 中央三井社会的責任ファンド * ＳＲＩ

コモディティファンド コモデテ 中央三井コモディティファンド コモデテ

Ｊリートアクティブファンド
（１年決算型）

Ｊリアク
中央三井Ｊリートアクティブファンド
（１年決算型）

Ｊリアク

SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド ＮＹダウ 中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド ＮＹダウ

SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
（為替ヘッジあり）

ＮＹダウＨ
中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド
（為替ヘッジあり）

ＮＹダウＨ

SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
（繰上償還条件付）０９－０７

女神0907
中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンド
（繰上償還条件付）０９－０７

女神0907

日経２２５インデックスファンド * 日経225イン 中央三井日経２２５インデックスファンド * 日経225

資源国ソブリンオープン 資源国 中央三井資源国ソブリンオープン 資源国

環境関連日本株ファンド エコの声 中央三井環境関連日本株ファンド エコの声

日本株式インデックスe 日株ｅ ＣＭＡＭ日本株式インデックスe 日株ｅ

日本債券インデックスe 日債ｅ ＣＭＡＭ日本債券インデックスe 日債ｅ

外国株式インデックスe 外株ｅ ＣＭＡＭ外国株式インデックスe 外株ｅ

外国債券インデックスe 外債ｅ ＣＭＡＭ外国債券インデックスe 外債ｅ

日経略称 日経略称

三井住友ＴＡＭ 中央三井ＡＭ

日経略称 日経略称

変更前（平成24年3月31日まで）変更後（平成24年4月1日から）



別表

ファンド名称 ファンド名称

高金利ソブリンファンド
（ＳＭＡ専用）

Ｓ高ソブ
ＣＭＡＭ・高金利ソブリンファンド
（ＳＭＡ専用）

Ｓ高ソブ

日本債券インデックスファンド
（ＳＭＡ専用）

Ｓ日債イ
中央三井日本債券インデックスファンド
（ＳＭＡ専用）

Ｓ日債イ

条件付元本確保型ファンド０８－０５ － 中央三井条件付元本確保型ファンド０８－０５ －

条件付元本確保型ファンド０８－０６ － 中央三井条件付元本確保型ファンド０８－０６ －

条件付元本確保型ファンド０８－０７ － 中央三井条件付元本確保型ファンド０８－０７ －

条件付元本確保型ファンド０８－０８ － 中央三井条件付元本確保型ファンド０８－０８ －

条件付元本確保型ファンド０８－０９ － 中央三井条件付元本確保型ファンド０８－０９ －

ＤＣ日本株式インデックスファンド * ＤＣ日株Ｆ 中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンド * ＤＣ日株

ＤＣ日本債券インデックスファンド * ＤＣ日債Ｆ 中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンド * ＤＣ日債

ＤＣ外国株式インデックスファンド * ＤＣ外株Ｆ 中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンド * ＤＣ外株

ＤＣ外国債券インデックスファンド * ＤＣ外債Ｆ 中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンド * ＤＣ外債

ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ Ｄ日株Ｌ 中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ Ｄ日株Ｌ

ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ Ｄ日株Ａ 中央三井ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ Ｄ日株Ａ

ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ Ｄ日債Ｌ 中央三井ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ Ｄ日債Ｌ

ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ Ｄ外株Ｌ 中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ Ｄ外株Ｌ

ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ Ｄ外債Ｌ 中央三井ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ Ｄ外債Ｌ

ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス ＤＣエク 中央三井ＤＣ日本株式エクセレント・フォーカス ＤＣエク

ＤＣバランスファンド３０ Ｄバラ30 中央三井ＤＣバランスファンド３０ Ｄバラ30

ＤＣバランスファンド５０ Ｄバラ50 中央三井ＤＣバランスファンド５０ Ｄバラ50

ＤＣバランスファンド７０ Ｄバラ70 中央三井ＤＣバランスファンド７０ Ｄバラ70

インデックスコレクション
（国内株式）

ＩＣ内株
中央三井インデックスコレクション
（国内株式）

ＩＣ内株

インデックスコレクション
（国内債券）

ＩＣ内債
中央三井インデックスコレクション
（国内債券）

ＩＣ内債

インデックスコレクション
（外国株式）

ＩＣ外株
中央三井インデックスコレクション
（外国株式）

ＩＣ外株

インデックスコレクション
（外国債券）

ＩＣ外債
中央三井インデックスコレクション
（外国債券）

ＩＣ外債

インデックスコレクション
（バランス株式３０）

ＩＣ30
中央三井インデックスコレクション
（バランス株式３０）

ＩＣ30

インデックスコレクション
（バランス株式５０）

ＩＣ50
中央三井インデックスコレクション
（バランス株式５０）

ＩＣ50

インデックスコレクション
（バランス株式７０）

ＩＣ70
中央三井インデックスコレクション
（バランス株式７０）

ＩＣ70

変更前（平成24年3月31日まで）

日経略称 日経略称

変更後（平成24年4月1日から）



別表

ファンド名称 日経略称 ファンド名称 日経略称

モーニングスターセレクトファンド Ｍスター 世界インフラ株式・債券分散ファンド アトリエ

モーニングスターグローバルバランスファンド Ｂスター
日本債券・株式バランスファンド
（資産配分調整型）

庭職人

日経２２５インデックスファンド
（繰上償還条件付）０９－０７

のぼ0907
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券
通貨選択型ファンド（円コース）

通米ハ円

オーストラリア債券・株式・リートファンド
（繰上償還条件付）

オージー三昧
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券
通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）

通米ハブ

米国ハイイールド債券・リートファンド
（繰上償還条件付）

米ドル宣言
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券
通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

通米ハ豪

ブラジル公社債ファンド レアルスター
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券
通貨選択型ファンド（米ドルコース）

通米ハ米

物価連動債組入世界債券ファンド 花かご オーストラリア公社債ファンド オージー

日本株配当オープン 四季実り 円・世界優良国債券ファンド 円セレクト

３資産バランスオープン トリプル
アジア・ソブリン・ファンド
（毎月決算型）

アジアソブ

３資産バランスオープンアルファ アルファ
インドネシア・ソブリン・ファンド
（毎月決算型）

インドネソブ

グローバル３資産バランスオープン ３つの泉
世界インフラ関連好配当株式
通貨選択型ファンド（円コース）

通インフラ円

ベスタ・世界６資産ファンド
（毎月決算型）

ろく毎月
世界インフラ関連好配当株式
通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）

通インフラブ

ベスタ・世界６資産ファンド
（１年決算型）

ろく１年
世界インフラ関連好配当株式
通貨選択型ファンド（豪ドルコース）

通インフラ豪

新生・４分散ファンド ４分散
世界インフラ関連好配当株式
通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）

通インフラア

グローバル・インデックス・バランス・ファンド 投資生活
世界インフラ関連好配当株式
通貨選択型ファンド（米ドルコース）

通インフラ米

４資産インデックスバランスオープン
（分配型）

ベ４分配 ＤＣ日産株ファンド －

４資産インデックスバランスオープン
（成長型）

ベ４成長 債券・通貨戦略ファンド（リスクコントロール型） Ｇデザイン

（ご参考）以下のファンドについては、変更予定はありません。


