
令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

1
平成20年8月7日

（平成22年6月3日）
ケーピーエムジー・オーディット　サール

ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ、L-2520、アレー・シェ
ファー9

○　クレディ・スイス・マネー・マーケット・ファンド（ルクス）

○　クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エス・エー

○　ディー・ダブリュー・エス・インベストメント・エス・エー

○　DWS 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド

○　アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ルクセンブルグ・エス・エイ-ドレスナー･
ハイ・イールド・インカム・ファンド

○　T.ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント・エス・エイ・アール・エル

○　ルクセンブルグ日興銀行株式会社

○　トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

2
平成20年8月7日

（平成31年2月5日）
ケーピーエムジー　エージー ビルチャフツ
プリューフングスゲゼルシャフト

ドイツ連邦共和国、10785　ベルリン、クリンゲルヘエファーシュト
ラーセ18

○　デーヴェーエス　インベスタ

○　デーヴェーエス・インヴェストメント・ゲーエムベーハー

○　デーヴェーエス　テクノロジー・タイプ・オー

○　ドイツ銀行

○　エスエーピー

3
平成20年8月7日

（令和２年６月10日）
ケーピーエムジーサムジョン会計法人

大韓民国　06236 ソウル特別市　江南区　テヘラン路　152番地
江南金融センター27階

○　ロッテ・ショッピング・カンパニー・リミテッド

○　株式會社ポスコ

○　現代キャピタル･サービシズ･インク

4
平成20年8月7日

(令和元年7月12日)
プライスウォーターハウスクーパース
ゲーエムベーハー監査法人

ドイツ連邦共和国　60327　フランクフルト　フリードリッヒ・エーベ
ルト・アンラーゲ　35-37

○　バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト

○　コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ドイツポスト・アーゲー

○　ドイツテレコム・アーゲー

○　フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフト

○　フォルクスワーゲン・インターナショナル・ファイナンス・エヌ・ブイ

○　フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービシズ・エヌ・ヴイ

○　アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー

5
平成20年8月20日

（令和２年１月10日）

プライスウォーターハウスクーパース ス
タッツオートリセレット・レヴィジョンズパート
ナーセルスキャブ

ストランドヴィーイェン　44、2900　ヘラーアップ、デンマーク ○　ノボ　ノルディスクA/S

6
平成20年10月１日

（令和３年５月21日）
ケーピーエムジー　エルエルピー（ユーケ
イ）

英国、E145GL、ロンドン市、カナリーワーフ、カナダ・スクエア
15

○　ワールド・ゴールド・トラスト・サービス

○　スタンダード・チャータード・ピーエルシー

7
平成20年10月1日
（令和３年７月１日）

ケーピーエムジー　オーストラリア
オーストラリア、2000　ニューサウスウェールズ州、シドニー、バ
ランガルーアベニュー　300、インターナショナル　タワーズ　シド
ニー、タワースリー

○　オーストラリア・ニュージーランド銀行

8
平成20年10月3日

（令和3年５月28日）
プライスウォーターハウスクーパース　香
港

香港　セントラル　プリンス・ビルディング22階 ○　コスコ・シッピング･ホールディングス･カンパニー･リミテッド

○　リンク・アセット・マネジメント・リミテッド

○　バリュー・パートナーズ・リミテッド

○　HKTマネジメント・リミテッド

○　HKTリミテッド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　中国農業銀行股份有限公司

○　東風汽車集団股份有限公司

○　チャイナ・アセット・マネジメント（香港）・リミテッド

○　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

○　チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド

○　南方FTSE 中国Ａ株50ＥＴＦ

○　セミコンダクター・マニュファクチャアリング・インターナショナル・コーポレーション

○　中国銀行股份有限公司

○　クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド

9
平成20年10月3日

（令和２年７月13日）
プライスウォーターハウスクーパース　エ
ルエルピー

カナダ　M５J　0B２　オンタリオ州　トロント市　ヨークストリート18
PｗCタワー　スイート2600

○　エイ･ジー･エフ･オール･ワールド･タックス･アドバンテージ･グループ･リミテッド

○　ロイヤル・バンク・オブ・カナダ

10
平成20年11月5日

（令和３年６月29日）
デロイト・エルエルピー 英国　EC4A　3HQ　ロンドンニューストリートスクエア1 ○　ディー・エス・ジー・インターナショナル・ピーエルシー

○　ユナイテッド・ユーティリティーズ・ピーエルシー

○　ボーダフォン・グループ・ピーエルシー

○　ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー

○　メリルリンチ・インターナショナル

○　セバン・トレント・ピーエルシー

○　ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー

○　イーティーエフエスメタルセキュリティーズリミテッド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド

○　ジャナス･キャピタル･トラスト･マネジャー･リミテッド

○　モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー

○　MＵＦGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー

○　マン・ファンド・マネジメント（ガーンジー）リミテッド

○　ビーピー・ピーエルシー

○　ダラクソスミスクライン・ピーエルシー

○　ファンドロジック（ジャージー）リミテッド

○　IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド

11
平成20年12月3日
（令和３年７月１日）

ケーピーエムジー　アー・ゲー
スイス、チューリッヒ、ピーオー　ボックス8036、バーデナーシュト
レッセ172番地

○　ローチェ・ホールディング・エーゲー

12
平成20年12月3日

（令和２年７月31日）

ケーピーエムジー　アシュアランス　アンド
コンサルティングサービシーズ　エルエル
シー

インド国ムンバイ市400011、マハラクシュミ、エヌ・エム・ジョー
シー・マーグ、アポロ・ミルス・コンパウンド、ロダ・エクセルス1階

○　アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド

13
平成20年12月3日

（令和３年６月30日）
ケーピーエムジー　エルエルピー

シンガポール　048581、　＃22-00　ホン・レオンビル、ラッフル
ズ・クウェイ　16

○　スターハブ・リミテッド

○　オムニプラス システム リミテッド

14
平成20年12月11日
（令和３年１月８日）

プライスウォーターハウスクーパース・チャ
ネル・アイランズ・エルエルピー

英国　チャネル諸島　ＪＥ１　４ＸＡ　ジャージー島、セント・ヘリ
ア、エスプラナード37

○　ムーア・マネジメント（バミューダ）リミテッド

○　HSBC　ポートフォリオ・セレクション・ファンド

○　HSBC　オルタナティブ・ストラテジー・ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　HSBC　ユニ・フォリオ

15
平成20年12月11日
（令和３年４月28日）

プライスウォーターハウスクーパース　エ
ルエルピー

英国　ロンドン市　ＷＣ２Ｎ　６ＲＨ　エンバンクメント・プレイス１ ○　ウエスタン･アセット･マネジメント･カンパニー･リミテッド

○　ゴールドマン・サックス・インターナショナル

○　J.P.モルガン･マンサール･マネジメント・リミテッド

○　HSBC　バンク・ピーエルシー

○　エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー

○　ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド

16
平成20年12月26日
（令和２年７月13日）

プライスウォーターハウスクーパース・アー
ゲー

スイス連邦　チューリッヒ　8050　ビルシュストラッセ　160 ○　欧州鉄道金融公社

17
平成20年12月26日
（令和３年１月８日）

プライスウォーターハウスクーパース・アカ
ウンタンツ・エヌ・ブイ

オランダ王国　アムステルダム　1066　ＪＲ  トーマスＲ．　マル
トゥスストラート５

○　フォルクスワーゲン・インターナショナル・ファイナンス・エヌ・ブイ

○　フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービシズ・エヌ・ヴイ

○　トヨタ　モーター　ファイナンス　（ネザーランズ）　ビーブイ

○　エヌ・アイ・ビー・シー　バンク　エヌ・ブイ

○　コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー（ラボバンク）

○　オランダ自治体金融公庫

18
平成21年１月５日

（令和３年３月30日）
アーンスト・アンド・ヤング・エルティー
ディー

スイス連邦　バーゼル　ＣＨ－4051　エーシェングラーベン27 ○　ユービーエス・エイ・ジー（ＵＢＳ銀行）

19
平成21年1月16日
（令和３年５月７日）

アーンスト・アンド・ヤング・ゲーエムベー
ハー監査法人

ドイツ連邦共和国　70629　スタットガルト、フルークハーフェン
シュトラーセ61

○　ドイツテレコム・アーゲー



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト

20
平成21年1月16日

（平成29年1月13日）
アーンスト・アンド・ヤング・オーディット

フランス共和国 92400 クルブヴォワ パリ ラ･デファンス1 プラス･
デ･セゾン1/2

○　オレンジ

○　ルノー

21
平成21年1月19日

（令和２年５月29日）
プライスウォーターハウスクーパース　エ
ルエルピー　シンガポール

ストレイツ・ビュー7　マリーナ・ワン　イースト・タワー　レベル12
シンガポール共和国018936

○　ハチソン・ポート・ホールディングス・トラスト

○　ABF　汎アジア債券インデックス・ファンド

○　ゴーディアン・キャピタル・シンガポール・プライベート・リミテッド

○　ゲンティン・シンガポール・リミテッド

○　アコーディア・ゴルフ・トラスト

22
平成21年1月26日

（令和３年４月30日）
デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ・エル
エルピー

インド共和国　400　013　ムンバイ　セナパティ・バパット･マーグ
エルフィンストーン・ミル・コンパウンド　ワン・インターナショナ
ル・センター　タワー３　27～32階

○　インフォシス・リミデット

23
平成21年1月29日

（令和３年６月11日）
デロイト・アンド・トゥシュ・エルエルピー

アメリカ合衆国　ニューヨーク州　ニューヨーク　10112-0015
ロックフェラープラザ30

○　ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

○　マイクロソフトコーポレーション

○　モルガン・スタンレー

○　マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ・インク

○　パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

○　ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー

○　モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー

○　ネットアップ・インク



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

24
平成21年1月29日

（平成22年10月26日）
マザー　エスアー

61、リュー　アンリ　レニュー　92400　クルヴボア　フランス共和
国

○　エア・リキード・エス・エー

○　デクシア・クレディ・ロカール

○　ビー・エヌ・ピー　パリバ

○　アクサ　アクシオナリアⅡ

○　ナティクシス

○　ジーディーエフ・スエズ

25
平成21年1月30日

（令和２年11月11日）
プライスウォーターハウスクーパース
オーディット　エス・エー・エス

フランス　92200　ノイ・スル・セーヌ　ルー・ド・ビリエ63 ○　ビー・エヌ・ピー・パリバ

○　アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ

○　ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ・インターナショナル

○　ビー･エヌ･ピー･パリバアセットマネジメント･エス･エイ･エス

○　アムンディ インベストメント･ソリューションズ

○　J.P.モルガン･マンサール･インベストメンツ

○　サノフィ

○　クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

○　ビー・ピー・シー・イー・エス・エー

○　クレディ・アグリコル・エス・エー

○　ＴＨＥＡＭ

○　ナティクシス

○　エア・リキード・エス・エー

○　ジャン―バティスト・デシュリーヴェル



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　アムンディ・アセット・マネジメント

26
平成21年1月30日

（平成30年10月26日）
カーペーエムジェー　エス　ア

フランス　パリ市　92066　シーエス60055　ラ・デファンス　セデッ
クス　ガンベッタ通り２　トゥール・イーキューエイチオー

○　フランス電力

○　ナティクシス

○　ビー・ピー・シー・イー・エス・エー

○　ルノー

○　オレンジエス　エー

27
平成21年2月9日

（平成27年1月13日）
プライスウォーターハウスクーパース

オーストラリア　2000　NSW　シドニー　サセックス・ストリート201
ダーリングパーク・タワー　レベル１

○　オーストラリア・コモンウェルス銀行

○　マッコーリー・ファイナンシャル・プロダクツ・マネジメント・リミテッド

○　トヨタ　ファイナンス　オーストラリア　リミテッド

○　ウエストパック・バンキング・コーポレーション

28
平成21年2月13日

（令和元年9月11日）
デロイト・エ・アソシエ

フランス共和国　92908　パリ・ラ・デファンス・セデックス　プラス・
デ・ラ・ピラミッド6　トゥール・マジュンガ

○　アルカテル・ルーセント

○　ソシエテ・ジェネラル

○　フランス　テレコム

○　ルノー

○　フランス電力

○　ビー・エヌ・ピー・パリバ

○　デクシア・クレディ・ロカール

○　ナティクシス

○　リクソー･アセット･マネジメント･エス･エイ



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ジーディーエフ･スエズ

○　ビー・ピー・シー・イー・エス・エー

29
平成21年2月13日

（令和３年６月29日）
サムイル・プライスウォーターハウスクー
パース

04386　大韓民国　ソウル　ヨンサングハンガン－ダエロ　100
17階

○　株式會社ケーティー

○　ロッテ・ショッピング・カンパニー・リミテッド

○　新韓銀行

30
平成21年3月12日

（令和２年９月25日）

カントール・アクンタン・パブリック・タヌディ
レジャ・ヴィビサナ・リンティス・アンド・レカ
ン

インドネシア共和国　ジャカルタ　スディルマン通り　29-31　ワー
ルド・トレード・センター３

31
平成21年３月24日

（令和３年１月27日）
ケーピーエムジー

香港　セントラル　チャター・ロード10　プリンスビルディング　８
階

○　チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド

○　ヘンダーソン・ランド・ディベロプメント・カンパニー・リミテッド

○　チャイナ・シェンフア・エナジー・カンパニー・リミテッド

○　チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド

○　クレディ・スイス・マネジメント（ケイマン）リミテッド

○　HK　エレクトリック　インベストメンツ　アンド　HK　エレクトリック　インベストメンツ
リミテッド

○　エア・チャイナ・リミテッド

32
平成21年4月8日

（令和３年３月23日）
アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー

アメリカ合衆国ニューヨーク州　10036-6530　ニューヨーク市　タ
イムズ・スクエア５

○　アナログ・デバイセズ・インク

○　ザ　コカ・コーラ　カンパニー

○　イーライ・リリー・アンド・カンパニー

○　インテル・コーポレーション



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　マクドナルド・コーポレーション

○　テキサス・インスツルメンツ・インコーポレイテッド

○　MFSシリーズ・トラストⅥ、MFSグローバル・エクイティ・ファンド

○　BNYメロン・ラージ・キャップ・セキュリティーズ・ファンド・インク

○　ウォルマート・インク

○　ステート･ストリート･コーポレーション

○　UBSオコーナー･エルエルシー

○　アッヴィ・インク

○　エイチピー・インク

○　ヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニー

○　アボット・ラボラトリーズ

○　ラム･リサーチ・コーポレーション

33
平成21年4月16日

（令和３年４月14日）
ケーピーエムジー　エルエルピー

アメリカ合衆国　10154　ニューヨーク州　ニューヨーク　パーク・
アベニュー　345

○　アクセンチュア･パブリック･リミテッド･カンパニー

○　ウェスタン・デジタル・コーポレーション

○　アドビ・システムズ・インコーポレイテッド

○　アプライド　マテリアルズ　インク

○　シティグループ・インク

○　ファイザー・インク

○　ビザ・インク

○　SPDRゴールド・トラスト



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　シノプシス

34
平成21年4月22日

（令和２年10月６日）
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニ
ム

ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグL-1855　ジョンＦ.ケネ
ディ通り35Ｅ

○　グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー

○　アライアンス・バーンスタインSICAV　-　インターナショナル・テクノロジー・ポート
フォリオ

○　アライアンス・バーンスタイン SICAV　-　インターナショナル・ヘルス・ケア・ポー
トフォリオ

○　アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ

○　アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ

○　アライアンス・バーンスタイン－ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ

○　ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ

○　ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

○　シュローダー・インベストメント・マネージメント（ヨーロッパ）エス・エイ

○　アライアンス・バーンスタイン - アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ポートフォ
リオ

○　USBファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

○　BNPパリバ・グローバル債権ファンド

○　ブラックロック・グローバル・ファンズ　－　US　ドル・ハイ・イールド・ボンド・ファン
ド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ブラックロック・グローバルファンズ　－　ワールド・ボンド・ファンド

 
○　ブラックロック・グローバル・ファンズ　－　アジアン・ドラゴン/US ガバメント・モー
ゲージ・ファンド

○　アライアンス・バーンスタインSICAV　-　アメリカン・グロース・ポートフォリオ

○　マスター・トラスト・カンパニー

35
平成21年4月27日
（令和３年７月２日）

デロイト・トゥシュ・トーマツ 香港　クイーンズウェイ　88　ワン・パシフィック・プレイス35Ｆ
○　シンセン・インベストメント・ホールディングス・ベイ・エリア・ディベロップメント・カ
ンパニー・リミテッド

○　チョンコン・インフラストラクチャー・ホールディングス・リミテッド

○　招商銀行股份有限公司

○　エア・チャイナ・リミテッド

○　チャイナ・コール・エナジー・カンパニー・リミテッド（中国中煤能源股份有限公司）

36
平成21年4月28日

（令和２年10月６日）

アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー
（アーンスト・アンド・ヤング・エス・アール・
エル）

カナダ　Ｍ5Ｈ　0B3　オンタリオ州　トロント　アデレード・ストリー
ト・ウエスト100　EYタワー

37
平成21年5月1日

（令和元年8月13日）
アーンスト・アンド・ヤング・オーストラリア

オーストラリア連邦　ニューサウスウェールズ州　2000　シドニー
ジョージストリート200

○　ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド

○　テルストラ・コーポレーション・リミテッド

38
平成21年5月1日

（令和３年６月14日）
デロイト・アンド・トゥシュ
（勤業眾信聯合會計師事務所）

台湾台北市信義區松仁路100号20階 ○　チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド

○　チャイナ・スティール・コーポレーション



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

39
平成21年5月13日

（令和元年12月23日）
プライスウォーターハウスクーパース　アイ
ルランド

アイルランド共和国　ダブリン１　ノース・ウォール・キー　ワン・ス
ペンサー・ドック

○　大田リバーサイド・エクスプレスウェイ・ファンディング・ピーエルシー

○　マンスリー　ディビデンド　ハイ　イールド　ファンド

○　ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ－毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド

○　ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ－毎月分配カナダ・ボンド・ファンド

○　ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ－毎月分配ユーロ・ボンド・ファンド

○　ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ－毎月分配　米国優先証券ファンド

○　ダイワ・エクイティ・ファンド・シリーズ－グローバルＣＢファンド

○　ダイワ・エクイティ・ファンド・シリーズ－ニュー・メジャー・エコノミーズ・ファンド

○　ダイワ外貨ＭＭＦ

○　インベスコ・ファンズ・シリーズ１－インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ファンド

○　ジャナス・セレクション

○　ＵＯＢグローバル・ストラテジーズ・ファンズ・ピーエルシー

○　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド

○　YMSマネジメント・サービシズ・リミテッド

○　BAS GAINトラスト－GAMダイバーシティⅡ300％シリーズ・トラスト（円建て）

○　BAS GAINトラスト－GAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト0903
（豪ドル建）

○　BAS GAINトラスト－GAMトレーディングⅡ・プロテクション・シリーズ・トラスト0908
（豪ドル建）

○　ナティクシス･インターナショナル･ファンズ(ダブリン)Ⅰピーエルシー-ルーミス･セ
イレス･グローバル･オポチュニスティック･ボンド･ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　iシェアーズ　米国債ETF（バークレイズ米10年国債）

○　iシェアーズ　米国ハイイールド債券ETF（iBoxx ドル建て LHYC）

○　iシェアーズ　新興国債券ETF（バークレイズ Local EM 国債コア）

40
平成21年5月14日

（令和２年９月25日）
デロイト・アンド・トゥシュ

英領西インド諸島　KY1-1109ケイマン諸島　グランドケイマン
ジョージタウン　シェデンロード　ワンキャピタルプレイス

○　ノムラHFRニュー・マネージャーズ・ファンド

○　マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズⅠ-Monex-HFR プライベートエクイ
ティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ2006

○　マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズⅠ-Monex-HFR プライベートエクイ
ティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ2007

○　グローバル・フューチャーズ・ユニット・トラスト-グローバル・フューチャーズ・ファ
ンド

○　マネックス ファンド・オブ・ファンズ シリーズ Ⅰ-マネックス・グローバル・ディスト
レスト・インベストメンツ

○　クイーンズゲート・トラスト・カンパニー・リミテッド

○　プレミアム・ファンズ ヨーロピアン・ハイイールド

○　みずほ・グローバル・セレクテッド・アンブレラ・ユニット・トラスト－みずほ・ストラ
テジック・コモディティーズ・ファンド

○　ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト-GSエマージング社債ファンド

○　日興・プレミア・ファンド－日興エナジー・インフラ・ファンド（四半期分配型）

○　プレミアム・ファンズ　グルーバル・コーポレート・ボンド

○　日興ワールド・トラスト－日興グリーン・ニューディール・ファンド

○　日興リアル・アセット・ファンド

○　ノムラ・トラスト　ノムラ・アルファ・マネージャーズ



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　プレミアム・ファンズ　シュローダー日本株式ファンド

○　日興　拡大欧州株式ファンド

○　日興オフショア・ファンズ－日興ロックフェラー・グローバル・エナジー・ファンドＳ
Ｍ

○　ノムラ・セレクト・シリーズ・トラスト　ノムラ・マネージャー・セレクト　1207

○　日興カントリー・ファンズ－日興ロシア・プロスパリティ・ファンド

○　日興ワールド・トラスト－ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド

○　日興ワールド・トラスト－日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファ
ンド（米ドル建て）

○　日興グロ－バル・ファンズ

○　ノムラ・セレクト・シリーズ・トラスト　ノムラ・マネージャー・セレクト 1110

○　プレミアム・ファンズ
－ ウェルス・コアポートフォリオコンサバティブ型
－ ウェルス・コアポートフォリオグロース型
－ グローバル・コア株式ファンド

○　クォンティック・トラスト
- 米ドル建て償還時ターゲット債権ファンド201703

○　プレミアム・ファンズ
- ウェルス・コアポートフォリオ　アドバンス型

41
平成21年5月29日

（令和２年６月15日）
安進会計法人

大韓民国　ソウル特別市　永登浦区　国際金融路　10，One
IFC，９階（〒07326）

○　釜山銀行

○　ウリィ銀行

○　韓国輸出入銀行



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　大韓航空

42
平成21年6月11日
（令和３年４月１日）

デロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポ
ンサビリテ・リミテ

ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグＬ－１８２１　コッケル
シュエール通り２０

○　野村ＵＳハイ・イールド・ボンド・インカム

○　野村JPMワールドCBファンド

○　オーストラリア・エクイティ・ファンド

○　ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー

○　MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.

○　ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト（ルクセンブルグ）

○　モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー

○　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ヨーロピアン・ボンド・ファンド

○　ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド

○　ピクテ･グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ･グローバル･グローイン
グ・マーケット・ファンド

○　ピクテ･グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド

○　ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド

○　アムンディ　エス・エフ

○　フィデリティ・ワールド・ファンズ

○　日興フィデリティ・グローバル・セレクション

43
平成21年6月11日
（令和３年７月２日）

アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ・
エルエルピー

オランダ王国　3011　XZ　ロッテルダム　ボンピュ　258 ○　コーペラティブ・セントラル・ライファイゼン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー

○　エイゴン・エヌ・ヴイ

○　オランダ自治体金融公庫



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　テレフォニカ・ヨーロッパ・ビー・ヴィ

○　ノムラ･ヨーロッパ･ファイナンス･エヌ･ブイ

○　トヨタ　モーターファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ

44
平成21年6月11日

（令和３年６月11日）
アーンスト・アンド・ヤング・エセ・エレ

スペイン王国　マドリッド市　28003　ライムンド・フェルナンデス・
ビジャベルデ65

45
平成21年6月12日

（令和３年３月10日）
ケーピーエムジー　ケイマン諸島

ケイマン諸島、ＫＹ１－１１０６、グランド・ケイマン、クリケット・ス
クウェア、センチュリー・ヤード、私書箱４９３

○　JA-VPチャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド

○　JA-VP中国大陸・フォーカス・ファンド

○　クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）－SMBCフレンド　クレディ・ス
イス豪ドル建　早期償還条項付償還時元本確保型　デリバティブファンド07－09（日
経平均連動分配型）

○　クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－エマージング・インフラ・
ファンド（米ドル建）

○　アクセス・トラスト：メリルリンチ・フォーカス１シリーズ－アジア・パシフィック
フォーカス１

○　アクセス・トラスト：メリルリンチ・フォーカス１シリーズ－ヨーロッパフォーカス１

○　アクセス・トラスト：オルタナティブ戦略ファンド－Pioneer AW 150％

○　ホライズン・トラスト-南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド

○　シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）－米ドル建元本確保型ダウ・ジョーン
ズ工業株価平均連動ファンド（2008－12）早期償還条項なし－米ドル建元本確保型
ダウ・ジョーンズ工業株価平均連動ファンド（2008－12）早期償還条項あり

○　シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）―円建／２２５連動ファンド2009-02
（最安値参照／ノックイン型）早期償還条項なし

○　クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ-RPMマネージド・フュー
チャーズ連動ファンド（償還時豪ドル建元本確保型）



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－RPMマネージド・フュー
チャーズ連動ファンドⅡ（償還時豪ドル建元本確保型）

○　クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－RPMマネージド・フュー
チャーズ連動ファンドⅢ（償還時豪ドル建元本確保型）

○　ダイワ－EIM マスター・トラスト－ダイワ－EIM・マルチ・ストラテジー・ファンド

○　日興・プレミア・ファンド－日興ABLファンド2（円）－日興ABLファンド2（米ドル）

○　日興ワールド・トラスト－日興グリーン・ニューディール・ファンド

○　UW・ファンド－UW・マカオ・ファンド1号

○　クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ-グローバル・フューチャー
ズ・セレクション満期時豪ドル建元本確保型ファンド

○　シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）-米ドル建て資源国通貨連動償還時
元本確保型ファンド(09-12)

○　シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）-米ドル建てアジア通貨連動償還時元
本確保型ファンド(10-04)

○　インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

○　スーパーファンド・ジャパン

○　スーパーファンド・ゴールド・ジャパン

○　スーパーファンド・ブルー・ジャパン

○　シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）-シティ・カントリー・セレクター外貨建
てシリーズ

○　シティ･インベストメント･トラスト(ケイマン)-豪ドル建元本確保型日経225連動ファ
ンド(2009-01)早期償還条項なし

○　シティ・インベストメント・トラスト（ケイマン）-資源国通貨連動ファンド（米ドル建）
（10-11）

○　コクサイーＭＵＧＣトラスト

○　コクサイーＭＵＧＣトラスト　dbＸ-ウィントン・パフォーマンス連動オープン

○　コクサイーＭＵＧＣトラスト　単位型dbＸ-ウィントン・パフォーマンス連動ファンド
1110（豪ドル建）

○　コクサイーＭＵＧＣトラスト　短期高利回り社債ファンド2012-10



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　コクサイーＭＵＧＣトラスト　短期高利回り社債ファンド2012-10　円建　円高ヘッ
ジ・円安追随型

○　コクサイーＭＵＧＣマスター・トラストグローバル短期高利回り社債ファンド

○　スーパーファンド・レッド・ジャパン

○　シーエス（ケイマン）リミテッド

○　みずほ・ケイマン・トラスト（ファースト・シリーズ・トラスト）

○　マルチ・ストラテジーズ・ファンド‐トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

○　みずほ・ケイマン・トラスト

○　ニュース　FPT　キャピタルトラスト　ベトナム　バランス　ファンド（ニュース　FPT
キャピタル　トラストのシリーズ・トラスト）

○　スタージョン・セントラルアジア・バランスド・ファンド

○　スリランカ･トレジャリー・ファンド

○　テンプルトン　グローバル　ボンド　ファンド　外資シリーズ

○　日本円　95　デイ　リクイディティ　ファンド

○　米ドル　95　デイ　リクイディティ　ファンド

○　北アメリカ　エクイティ　インカム　カヴァード　ストラテジー　ファンド

○　米　フォーカスド　グロース　エクイティ　ファンド　外貨シリーズ

○　レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設
定型ファンド1710

○　レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－米ドル建て　償
還時目標設定型ファンド1703

○　トレード・ファイナンス・ダイナミック・オポチュニティーズ・ファンド

○　エポック・パートナーズ・リミテッド

○　キャピタル・ストラテジーズ・トラスト-エポック・デジタル・アセッツ



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　アザブ・バリュー・ファンド

○　アザブ・バリュー・マスター・ファンド・エルピー

○　丸の内グローバル・ファンドⅡ　エルピー

○　エピック・ファンド・オブ・ファンズ-エピック・ヘッジファンド・セレクション1

○　レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト
　　　―　償還時目標設定型ファンド1802

○　レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト
　　　―　償還時目標設定型ファンド1809

○　レッドアーク グローバルインベストメント(ケイマン)トラスト
　　　―　USドル建シティグループ債券、高水準マルチ・アセット運用-2020年12月31
日決算

○　レッドアーク グローバルインベストメント(ケイマン)トラスト
　　　―　フレキシベータファンドVT5/VT10-2020年6月30日決算

○　レッドアーク グローバルインベストメント(ケイマン)トラスト、アルジェブリス・フィナ
ンシャル・ハイブリッド・セキュリティファンド-2020年12月31日決算

46
平成21年6月23日
（令和３年６月８日）

プライスウォーターハウスクーパース・ソシ
エテ・コーペラティブ

ルクセンブルグ大公国　ルクセンブルグ　Ｌ－２１８２　ゲルハル
ト・メルカトール通り　２番地

○　アクサ・ユーロ・ボンド・インカム

○　アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド

○　インベスコ・ファンズ

○　ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンド

○　ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・ファンド

○　ノムラ外貨ＭＭＦ

○　ノムラ・マルチ・カレンシー・アトラクティブ・ディビデンド・ジャパン・ストック・ファン
ド

○　ＦＩＬ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ

○　マンスリー・インカム・ABS・インベストメント

○　マルチ・マネージャー・アクセスⅡ

○　モルガン・スタンレー・パンセオン・ファンド

○　外貨建マネー・マーケット・ファンド

○　みずほ・ファンド・シリーズ－ユーロ・マンスリー・インカム

○　野村ＵＳローン・インカム

○　BNPパリバ･アセットマネジメント・ルクセンブルグ

○　ＧＳ　アメリカン・ボンド・インカム

○　ＧＳ グローバル・カレンシー・ファンド

○　JPモルガン・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ・アール・エル

○　マン・ＡＨＬ・ランドマーク

○　マン・ＡＨＬ・マイルストーン

○　T. Rowe Price ライフプラン・インカム・ファンド

○　コムインベスト・アセット・マネジメントＳ．Ａ．

○　トリプル クラウン



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ＵＢＳ オーストラリア・ボンド・インカム

○　ＵＢＳ(Lux)エクイティ・シキャブ

○　ＵＢＳ(Lux)ボンド・シキャブ

○　アクサ・ファンズ・マネジメント・エスエイ

○　ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド

○　ゴールドマン・サックス・ファンズ

○　Amundiファンズ

○　ＵＢＳ(Lux)マネー・マーケット・ファンド

○　ナティクシス･インターナショナル･ファンズ(ルクス)Ⅰ

○　ピムコ･グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ） エス･エイ

○　ゴールドマン･サックス･ストラクチャード･インベストメンツ SICAV

○　ゴールドマン･サックス･スペシャライズド･インベストメンツ

○　UBS(Lux)エクイティ･ファンド

○　UBS(Lux)マネー･マーケット･インベスト

○　クレディ・スイス・ノヴァ（Lux）

○　ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

○　CSインベストメント・ファンズ　4

○　バークレイズ・ポートフォリオ

○　マルチ・マネージャー・アクセス

○　グローバル・オポチュニティーズ・アクセス



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　フォーカス・シキャブ

○　HSBC　グローバル・インベストメント・ファンド

○　フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ

○　アジムット・インベストメンツ・エスエー

○　ノルデア１・シキャブーヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

47
平成21年6月23日
（令和２年９月９日）

デロイト・エセ・エレ
スペイン　２８０２０　マドリッド　s/n　トレ・ピカソ　プラサ・デ・パブ
ロ・ルイス・ピカソ

48
平成21年6月25日

（令和３年４月12日）
プライスウォーターハウスクーパース　ケイ
マン諸島

ケイマン諸島　ＫＹ１－１１０４　グランド・ケイマン　カマナ・ベイ
フォーラム・レーン18　私書箱258

○　ゴールドマン・サックス・グローバル・カレンシー・ファンド－ドル・プラス

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―日興グローバル・マーケット・ファンド

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―日興グローバル財産３分法ファンド

○　ニッポン･オフショア・ファンズ―ＧＷセレクト・ファンド 安定型　ＧＷ セレクト・ファ
ンド積極型

○　ＦＣ　グローバル　ベトナム　ファンド

○　アイガー・ファンドシリーズ－ＥＭＦ（エマージング・マネー・ファンド）

○　ジャパン・スター・ファンド(TACTマルチ・マネージャー・インベストメント・トラストの
シリーズ・トラスト)

○　ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト

○　パトナム・バンクローン・ファンド

○　HS-VAMベトナム指数連動型ファンド

○　エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル・ポートフォリオ
－ユーロ・ポートフォリオ－豪ドル・ポートフォリオ－南アフリカランド・ポートフォリオ

○　マッターホルン・ファンドシリーズ‐ブラジル銀行グループ投資連動ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ダイワ・ファンド・シリーズ‐ダイワ世界投資適格債券ファンド-通貨ポケット--米ド
ル・コース‐豪ドル・コース‐NZドル・コース‐南アフリカ・ランド・コース

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―利回り債券３分法ファンド

○　プロテクティッド・エマージング・ボンド・ファンド0508

○　みずほGS インベストメント･ユニット･トラスト-みずほ GS ハイブリッド証券ファン
ド

○　ＭＵＧＣ ＧＳケイマン･ファンド-ＧＳ バンク･キャピタル証券ファンド(マルチ･カレン
シー型)

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド

○　東京海上ストラテジック･トラスト-東京海上Rogge ニッポン･ボンド･ファンド･カレ
ンシー･セレクション

○　ノムラ･マスター･セレクト-ユー･エス･ハイ･イールド･ボンド･ファンド

○　ノムラ･マスター･セレクト-グローバル･リート･ファンド

○　ノムラ・ポートフォリオ・セレクト-エマージング・ボンド・ファンド

○　ダルトン･ジャパン･リアル･エステート･バリュー（オフショア･フィーダー）ファンド･
リミテッド

○　海通-アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

○　海通-アイザワ 中国ナンバーワンファンド

○　エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－米ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポートフォリオ－豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ

○　クリエイティブ・トラスト－ヘッジファンド連動型ファンド（円建て）

○　ダイワ・ファンド・シリーズ－ダイワ新興国債券ファンド（通貨選択型）－通貨タ
ワー－

○　コクサイ･ケイマン･トラスト-外貨建 米国ハイ･イールド･ボンド･オープン･カレン
シー･セレクション

○　ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・
イールド債券ファンド（毎月分配型）-通貨ドラゴン-

○　コクサイ・ケイマン・トラスト-外貨建 世界投資適格債オープン・カレンシー・セレ
クション

○　DIAMケイマン・トラスト-グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セ
レクション



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建）
-米ドル建-米ドルクラス
-米ドル建-ブラジルレアルヘッジクラス
-豪ドル建-豪ドルヘッジクラス
-豪ドル建-ブラジルレアルヘッジクラス

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―新興国中小型株式アクティブファンド

○　ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ―ＮＭ米国投資適格社債ファンド

○　DIAMケイマン･トラスト－Aspect マネージド･フューチャーズ･ファンド

○　みずほＡＢトラストシリーズ-みずほＵＳハイインカム・ボンド・ファンド

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―新興国社債オープン

○　ニッポン・オフショア・ファンズ―エマージング・カレンシー・ボンド・ファンド

○　ノムラ・ファンド・セレクト-ワールド・ハイ・ディビデンド・イールド・ストック・プレミア
ム

○　GIM（ケイマン諸島）トラスト-GIM世界金融債券ファンド

○　ＭＵＧＣ　ＧＳケイマン・ファンド-ＧＳ　エマージング・ハイ・イールド債券ファンド
（マルチ・カレンシー型）

○　ＭＵＧＣ　ＧＳケイマン・ファンド-ＧＳ　オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド

○　ノムラ・ファンド・セレクト-ターキッシュ・ボンド

○　MUGC／フィデリティ・トラスト‐フィデリティ・北米経済圏・新成長株式ファンド

○　ＭＵＧＣ　ＧＳケイマン・ファンド-ＧＳ　CoCos＆キャピタル証券ファンド

○　コクサイ・ケイマン・トラスト-米ドル建　米ドルヘッジ　国際・キャピタル　日本株式
オープン‐豪ドル建　豪ドルヘッジ　国際・キャピタル　日本株式オープン

○　ノムラ・ファンド・セレクト‐ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　GIMケイマン・トラスト　Ⅰ‐日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド

○　ABケイマン・トラスト―エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）-円建―円ヘッジク
ラス

○　GIMケイマン・トラスト　Ⅱ―日興オルタナティブ・インベストメント・ストラテジー
ズ・ファンド

○　MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
　　 ―USバンクローンファンド 米ドル建
　　 ―USバンクローンファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ

○　MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
　　 ―PIMCO インカム・ファンド 米ドル
　　 ―PIMCO インカム・ファンド 円

○　ノムラ・ファンド・セレクト―アジア・ハイ・イールド・ボンド

○　ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ―ＮＭ世界金融債券ファンド

○　ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ―ＮＭ世界投資適格社債ファンド

○　東京海上ストラテジック・トラスト―東京海上Roggeグローバル・ハイブリッド・セ
キュリティーズ・ファンド

○　ノムラ・ファンド・セレクト―ワールド・バランス・インベストメント

○　ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ―ダイワ債券コア戦略ファンド

○　日興ＡＭオフョア・ファンズ　ダブルライン・トータル・リターン・ファンド

○　日興ＡＭオフョア・ファンズ　ＮＢ　コーポレート・ハイブリッド証券ファンド

○　オフショア・ストラテジー・ファンド
　　―オーストラリア高配当株ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　オフショア・ストラテジー・ファンド―NKプレミアムCATボンド・ファンド

○　マルチ・ストラテジーズ・トラスト　ヌビーン・ダイナミックUSエクイティ・ストラテ
ジー

○　マニュライフ・インベストメンツ・トラスト―US・コア・フィクスド・インカム・ファンド

○　DIAMケイマン･トラスト－米ドル建てゴールドマン・サックス社債/国際分散投資
戦略ファンド（５年）2019-04

49
平成21年7月23日

（令和２年６月15日）
アーンスト・アンド・ヤング（安永會計師事
務所）

香港 セントラル ティムメイアベニュー1 CITICタワー22F ○　スパークス・オーバーシーズ・リミテッド

○　中国銀行股份有限公司

○　チャイナ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド

○　中国光大銀行股份有限公司

○　WHグループ・リミテッド（萬洲国際有限公司）

○　コスコ・シッピング・ディベロップメント・カンパニー・リミテッド（中遠海運發展股份
有限公司）

○　ChainaAMC CSI 300 Index ETF-JDR

○　バンク・オブ・チャイナ香港（ホールディングス）リミテッド

○　中国建設銀行股份有限公司

50
平成21年7月24日

（令和３年６月15日）
プライスウォーターハウスクーパース　エ
ルエルピー

アメリカ合衆国 10017-6204 ニューヨーク州 ニューヨーク マディ
ソン・アベニュー300番地

○　スリーエム カンパニー

○　アジレント・テクノロジーズ・インク

○　アメリカン・エキスプレス・カンパニー

○　アメリカン・インターナショナル・グループ・インク

○　バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション

○　バクスター インターナショナル インコーポレィテッド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　シスコ・システムズ・インク

○　エドワーズ・ライフサイエンス・コーポレーション

○　ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク

○　インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション

○　ジョンソン・エンド・ジョンソン

○　ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー

○　ニュースキン・エンタープライジズ・インク

○　クアルコム・インコーポレーテッド

○　テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク

○　トヨタ モーター クレジット コーポレーション

○　ジンマー・ホールディングス・インク

○　バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・スモールキャップ・インデックス・
ファンド

○　バンガード・インデックス・ファンズ-バンガード・トータル・ストック・マーケット・イン
デックス・ファンド

○　バンガード・ウェルズリー・インカム・ファンド

○　コーニングインコーポレイティッド

○　ヴイエムウェア・インク

○　アライアンス･バーンスタイン･エル･ピー

○　SPDR® S&P500® ETF

○　エヌビディアコーポレーション

○　プルデンシャル・ファイナンシャル・インク



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ザ・コリア・ファンド・インク

○　キーサイト・テクノロジーズ・インク

○　メドトロニック・パブリック・リミテッド・カンパニー

○　テスラ・インク

○　イーベイ・インク

○　パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

○　スプランク・インク

○　パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト

○　パトナム・インカム・ファンド

○　パトナム・ハイ・イールド・ファンド

51
平成21年8月12日

（令和３年６月15日）
デロイト・エルエルピー

カナダ　M5H 0A9　オンタリオ州　トロント　スイート200　アデレー
ド・ストリート・ウエスト8　ベイ・アデレード・センター　イースト・タ
ワー

○　ビーシーイー・インク

52
平成21年8月13日

（平成23年9月27日）
サルストロ レイデル エス ア

フランス パリ市 92923 ラ・デファンス セデックス トリアングル通
り3

53
平成21年8月14日
（平成25年1月8日）

アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー シンガポール 048583 ワン・ラッフルズ・ケイ・ノース・タワー18階 ○　UTIインターナショナル（シンガポール）プライベート・リミテッド

○　ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド

54
平成21年8月31日

（令和２年７月17日）

プライスウォーターハウスクーパース・ジョ
ン・ティエン・エルエルピー（普華永道中天
会計師事務所（特殊普通パートナーシッ
プ））

中華人民共和国 シャンハイ 200021 フー・ビン・ロード202番地
プライスウォーターハウスクーパース・センター11階

○　中国中信集団有限公司

55
平成21年9月3日

（令和３年５月14日）
アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー 英国SE1 2AF ロンドン　ワン・モア・ロンドン・プレイス ○　ウィズダムツリー・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド

○　スタンダード・チャータード・ピーエルシー

56 平成21年9月9日 ランキンバーカー（ケイマン）リミテッド
英領西インド諸島 ケイマン諸島 グランドケイマン KY1-1202 私
書箱 30349 ジョージタウン ハワードストリート 24 コーポレイトプ
ラザ1階

○　FCJ-トラスト-上場期待日本株ファンド

57 平成21年9月25日 アウ・ピン・ラム
香港、セントラル、デス・ボークス・ロード189、リ・ポ・チュン・チェ
ンバーズ10階1002号室

○　ユナイテッドワールドオンラインリミテッド

58
平成21年10月16日
(平成30年5月2日)

アーンスト・アンド・ヤング・ハン・ヨン
大韓民国ソウル特別市　07241　永登浦区汝矣公園路　111　テ
ヨンビル

59 平成21年10月19日 HLBラーラム
マレーシア クアラルンプール 50300 ジャラン・カムンティン35＆
37 バングナン・ヨー２＆３階

○　ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド

60
平成21年11月20日
（平成23年3月7日）

トーアンドホー　サーティファイド　パブリッ
ク　アカウンタンツ　リミテッド

香港　セントラル　ウィングカットストリート　８　シンリーコマー
シャルビルディング　１６F

61
　平成21年11月24日
（令和元年11月７日）

ケーピーエムジー・オーディターズ・エセ・エ
レ

スペイン王国　マドリッド市　28046　パセオ　デ　ラ　カステーナ
295C エディフィシオトーレ　クリスタル

○　エンデサ

62
平成21年12月9日

（平成28年6月15日）
アーンスト・アンド・ヤング

アイルランド　ダブリン2　ハーコートストリート  ハーコートセン
ター  アーンスト・アンド・ヤング　ビルディング

○　UBS(Irl)オルタナティブ・ソリューションズplc

63
平成22年1月29日
（令和２年２月３日）

アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド 英領西インド諸島　ケイマン諸島KY1-1106グランド・ケイマン
私書箱510　カマナ・ベイ フォーラム・レーン62

○　ケープ・チャイナ・ファンド

○　タワー K1 J ファンド

○　プレシャス・トラスト－エマージング・カレンシーズ・ファンド（クラスＢ）



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　プレシャス・トラスト　ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド

○　マンAHLダイバーシファイド償還時元本確保型ファンド

○　マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド

○　マン・グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド ３

○　マン・AHL・エンハンスト・ストラテジーズ償還時元本確保型ファンド２

○　マンIP 220インターナショナル償還時元本確保型ファンド３

○　グローバル・マルチ・ストラテジー償還時元本確保型ファンド

○　ヴァテル・フィーダー・トラスト　イクシス　オルタナティブ満期時米ドル建元本確
保型ファンド

○　ヴァテル・フィーダー・トラスト　ケンマー・グローバル・リソース・ファンド　満期時
元本確保型（米ドル建）

○　ノムラ・Ｗ・ストラテジー・ファンド（償還時米ドル建元本確保型）

○　ノムラAWヘッジファンドⅡ（償還時米ドル建元本確保型）

○　ノムラ・スーパークレスト・シリーズ・トラスト ノムラ・スーパークレスト・ファンド
0805

○　マネー セレクト トラスト 南アフリカ ランド ファンド

○　MFMCP－アイザワ トラスト フィリピンファンド

○　フィリップ－アイザワ トラスト　インドネシアファンド

○　フィリップ－アイザワ トラスト タイファンド

○　エブリィワン

○　ソル・ジャパン・ファンド

○　ベルテックス・アイザワ ユダヤ・ハイテクファンド

○　日興グロ－バル・ＣＢ・ファンド



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

○　ＧＬＧパートナーズ・インターナショナル（ケイマン）リミテッド

○　パラディアム・ジャパン・トラスト－豪ドル建満期時元本確保型ミルバーン・パ
フォーマンス連動ファンド（2009－02）

○　パラディアム・ジャパン・トラスト－ｄｂＸ－ウィントン・パフォーマンス連動型ファン
ド（米ドル建／豪ドル建／円建）

○　パラディアム・ジャパン・トラスト－豪ドル建満期時元本確保型ｄｂＸ－ポールソ
ン・パフォーマンス連動ファンド（2009-10）

○　マン･AHL･エンハンスト･ストラテジーズ償還時元本確定型ファンド

○　ソーラー･エナジー･ファンド-ユーロ･ソーラー･ファンド1006

○　ノムラ･ハイ･イールド･ロング･ショート･ファンド0603

○　ノムラ･ハイ･イールド･ロング･ショート･ファンド0703

○　ケープ・アジア・チャイナ・オポチューニティ・ファンド

○　エボリューションUSレンディングファンド

64 平成22年6月7日 ビーディーオー　テジュ　エルエルシー
大韓民国135-281ソウル カンナム区 テチドン629 トンハビルディ
ング

65
平成22年6月22日

（平成29年1月13日）
アーンスト・アンド・ヤング・エ・オートル

フランス共和国 92400 クルブヴォワ パリ ラ･デファンス1 プラス･
デ･セゾン1/2

○　エア・リキード・エス・エー

○　エンジー

○　サノフィ・アベンティス

○　ソシエテ ジェネラル

○　クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

○　クレディ・アグリコル・エス・エー

○　フランス相互信用連合銀行（BFCM）



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

66
平成22年11月24日

（平成30年12月12日）
ケーピーエムジー  ロウワー・ガルフ・リミ
テッド

アラブ首長国連邦、ドバイ、ダウンタウンドバイ、私書箱3800号、
ワンムハンマド　ビン　ラッシド　ブルヴァード、ブルヴァードプラ
ザタワー 13階

○　ファースト・アブダビ・バンク・ピージェイエスシー

67
平成22年12月21日
（平成28年8月15日）

プライスウォーターハウスクーパース・オー
ディトレス・インディペンデンテス

ブラジル連邦共和国 05001-100 SP サンパウロ アーグァ・ブラ
ンカ　トーレ・トリノ フランシスコ・マタラッゾ通り 1400

○　イタウ・ウニバンコ・ホールディング・エッセ・アー

68
平成23年9月12日

（令和３年３月25日）
ケーピーエムジー エービー

スウェーデン王国　ストックホルム市　SE-10127　PO　Box382
バサガタン16

69 平成23年11月21日 アーンスト・アンド・ヤング・アー・エス
ノルウェー王国 NO 0191 オスロ ドロニング・ユーフェミアス・
ゲート６

○　ディー・エヌ・ビー・バンク エイ・エス・エイ

70
平成24年1月10日

（平成28年10月12日）
アーンスト・アンド・ヤング・エスピーエー イタリア共和国 ローマ ポー通り 32 ○　エネル･エスピーエー

71
平成24年3月8日

（平成27年4月24日）
ビーディーオー ケイマン リミテッド

ケイマン諸島 KY1-1205、グランドケイマン 23 ライムツリーベイ
アベニュー ガバナーズスクエア 2階 - ビル3 私書箱31118

○　スーパーファンド・グリーン・ジャパン

○　スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン

○　スーパーファンド・ガラントⅣ　ユーエスドル・トラスト

○　スーパーファンド・ブルー・ジャパン

○　スーパーファンド・レッド・ジャパン

72
平成25年4月25日

（令和２年２月14日）
イーワイ・ベドレイフスレビゾーレン・ビー
ヴィー

ベルギー王国　1831　ディーゲム　デ・クレートラーン2 ○　ビーポスト・エスエー／エヌヴィー

73
平成25年5月2日

（平成25年6月12日）
ピーヴィーエムディー・ベドレイフスレビ
ゾーレン・シーヴィービーエー

ベルギー王国　4430　アンス　リゼー通り　207 ○　ビーポスト・エスエー／エヌヴィー

74
平成25年5月17日

（令和元年9月19日）
ケーピーエムジーリミテッド

ベトナム、ハノイシティー、トゥリエム、メトリ、カウザイ　ニュー
アーバンエリア、ファムハングストリート、プロットE6、72ビルディ
ング、カンナム　ハノイ　ランドマーク　タワー、46階

○　VFMVN30 ETF



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

75
平成25年5月24日

（令和２年12月９日）
アーンスト・アンド・ヤング・エービー

スウェーデン王国 S-103 99　ストックホルム　BOX7850　ヤコブ
スベルグスガタン　24

○　スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

76
平成25年5月28日

（令和２年12月24日）
ケーピーエムジー オーウー アーベー フィンランド、00100 ヘルシンキ市、トーロンラーデン通り　3A ○　オーピーコーポレート銀行

77
平成25年7月19日
（令和２年７月８日）

エーリングス　プライスウォーターハウス
クーパース　エービー

トーシュガータン　21、113　21　ストックホルム、スウェーデン ○　スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

78
平成25年10月28日

（令和２年10月13日）
ケーピーエムジー　エスピーエー イタリア共和国 ミラノ市　20124　ビットル　ピサーニ通　25 ○　モンクレール・エスピーエー

○　エネル　エスピーエー

79 平成26年6月27日 ヌーン・ケイシー アイルランド　ダブリン2　フィッツウィリアム・スクエア 9 ○　カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

80
平成26年6月30日
（令和３年６月１日）

デロイト・アンド・トゥシュ・エルエルピー
シンガポール 068809、#33-00、オーユーイー・ダウンタウン・
トゥー、６ シェントン・ウェイ

81
平成24年4月1日

（令和２年７月14日）
アーンスト・アンド・ヤング・ピーエルティー

マレーシア共和国　クアラルンプール　50490　プサット・バン
ダー・ダマンサラ　ジャラン・ダマンレラ、メナラ・ミレニアム、レベ
ル　23A

○　マラヤン・バンキング・ベルハド

82
平成27年6月5日

（平成29年7月14日）
プライスウォーターハウスクーパース　台
湾

台湾　タイペイ　セクション１　キールン・ロード333　27階

83
平成27年6月19日

（令和３年５月17日）
ビーディーオー ユーエスエー・エルエル
ピー

アメリカ合衆国　60611　イリノイ州　シカゴ市　ノース　ワバシュ
330　スイート3200

○　メディシノバ・インク

○　テックポイントインク

84
平成28年7月6日

（平成28年12月14日）
アールエスエム　ユーエス  エルエルピー

アメリカ合衆国　60606　イリノイ州　シカゴ　サウス・ワッカー・ド
ライブ１

○　コリア・エクイティ・ファンド・インク

85
平成29年2月9日

（平成29年4月11日）
プライスウォーターハウスクーパース　フラ
ンス

フランス　92200　ノイ・スル・セーヌ　ルー・ド・ビリエ63 ○　フランス相互信用連合銀行



令和３年７月30日現在
整理
番号

届出年月日
（直近の変更届出日）

届出者名称又は氏名 主たる事務所の所在地
財務書類について監査証明業務に相当する
と認められる業務を行うこととなる外国会社等

外国監査法人等届出一覧

【外国監査法人等数：94】

86
平成29年10月26日
（令和３年３月25日）

プライスウォーターハウスクーパース・オー
ディトレス・エセ・エレ

スペイン、28046マドリード、カステジャーナ通り259B ○　バンコ・サンタンデール・エセ・アー

87
平成29年12月20日
（令和２年４月17日）

グラントソントン　ケイマン諸島
ケイマン諸島、グランド・ケイマン　171　エルジン　アベニュー、
クリケットスクエア、センチュリーヤード２階私書箱1044

○　パッシム・トラスト-シリーズ2016　日経 225ファンド
○　パッシム・トラスト-シリーズ2016　TOPIXファンド
○　パッシム・トラスト-シリーズ2016　JPX 日経400ファンド
○　パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201612
○　パッシム・トラスト-豪ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201609
○　ニュース　FPT　キャピタル・トラスト・ベトナム・バランス・ファンド

88
平成30年3月8日

（令和２年６月10日）
デロイト・ゲーエムベーハー監査法人

ドイツ連邦共和国　81669　ミュンヘン、ローゼンハイマープラッ
ツ4

○　バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト

89
平成30年12月18日
(令和元年7月30日)

デロイト・アイルランド・エルエルピー
北アイルランド、BT2 7EJ、ベルファスト、ベッドフォード・ストリー
ト19

○　ポーラー・キャピタル・ファンドplc

90
令和元年5月29日

（令和２年７月16日）
ケーピーエムジー

アイルランド共和国　ダブリン2　セント　ステファンズ　グリーン
ストーク　プレース1

○　エスエムティー・ファンド・サービシーズ（アイルランド）リミテッド

○　ジーエーエム　ファンド　マネジメント　リミテッド

91
令和元年6月14日

（令和２年11月４日）
プライスウォーターハウスクーパース　オイ フィンランド、ヘルシンキ　00180、イタメレントリ　2 ○　ノルデア・バンクAbp

92 令和元年９月４日 グラントソントン　ベトナム
ベトナム　ハノイ　カウガイ区　ギアドゥ街区　ホアンコックヴィ
エット　106　ホアビンインターナショナルオフィス18階

○　FPTファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニー

93 令和２年12月24日 グラントソントン アイルランド共和国　ダブリン2　シティー・キー　13-18 ○　ブリングロイド　ブリッジ　ユニット　トラスト

○　DMSターゲット　マチュリティ　セッティング　ファンド　2020-07

94 令和３年６月30日 ビーディーオー　オーディット　ソシエテ アノニム
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2350、ジャン・ピレ通り１
番、私書箱　351　L-2013

○　ルクセンブルク三菱UFJ インベスター　サービス銀行S.A.

○　ルクセンブルク三菱UFJ インベスター　サービス銀行S.A. ダブリン支店


