
平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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

○　ダイムラー・アーゲー

○　デーヴェーエス　インベスタ

○　ドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハー

○　デーヴェーエス　テクノロジーファンド

○　ドイツ銀行

○　エスエーピー

○　ドイツ復興金融公庫
○　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

○　新韓銀行

○　現代キャピタル･サービシズ･インク

○　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

○　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

○　ノボ　ノルディスクA/S

-

外国監査法人等届出一覧

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

3 平成20年8月7日
（平成26年6月26日）

ケーピーエムジーサムジョン会計
法人

2

5 平成20年8月20日
（平成27年10月5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

4 平成20年8月7日
（平成27年7月14日）

プライスウォーターハウスクーパー
ス　アクチエンゲゼルシャフト監査
法人

平成20年10月１日
（平成27年4月27日）

英国、E145GL、ロンドン市、カナリー
ワーフ、カナダ・スクエア15

ケーピーエムジー　オーディット・
ピーエルシー

平成20年8月7日
（平成28年6月9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

大韓民国　135－984　ソウル特別市
江南区驛三洞　737番地　江南金融セ
ンター10階

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

6



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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

○　オーストラリア・ニュージーランド銀行

○　チャイナ・コスコ・ホールディングス・カンパニー・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
○　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
○　シンプレクス・グローバル・インベストメンツ・リミテッド
○　AIAグループ・リミテッド
○　中国建設銀行股份有限公司
○　HKTマネジメント・リミテッド
○　HKTリミテッド
○　中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
○　ピンアン・インシュアランス(グループ)カンパニー・オブ・チャイナ・リミテッド
○　中国農業銀行股份有限公司

○　交通銀行股份有限公司

○　東風汽車集団股份有限公司

○　シャンハイ・エレクトリック・グループ・カンパニー・リミテッド（上海電気集団股份有限公司）

○　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

○　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

8 平成20年10月1日
（平成28年12月19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

7 平成20年10月１日
（平成28年1月26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

10 平成20年10月3日
（平成28年7月22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

9 平成20年10月3日
（平成28年7月11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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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

○　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

○　三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル・ピーエルシー

○　クレディ・スイス・グループ・アーゲー

○　ローチェ・ホールディング・エーゲー
○　クレディ・スイス・エイ・ジー

○　インフォシス・リミテッド

○　アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド

○　スターハブ・リミテッド

○　グローバル･ロジスティック･プロパティーズ･リミテッド

○　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
○　HSBC　ユニ・フォリオ

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

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

14 平成20年12月3日
（平成22年10月8日） ケーピーエムジー　エルエルピー14

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

12 平成20年12月3日
（平成28年2月12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

11 平成20年11月5日
（平成28年12月22日） デロイト・エルエルピー

英国　EC４A　３BZ　ロンドン ニュース
トリートスクエア２

13 平成20年12月3日
（平成28年11月14日） ケーピーエムジー

1515 平成20年12月11日
（平成28年9月5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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　バークレイズ・バンク・ピーエルシー

○　バークレイズ・ピーエルシー

○　グラクソスミスクライン・ピーエルシー

○　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

○　ロイズ・バンク・ピーエルシー

○　J.P.モルガン･マンサール･マネジメント・リミテッド
○　ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グローバル・サービシズ・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
○　ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー

○　欧州鉄道金融公社

○　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

○　ユービーエス・エイ・ジー（ＵＢＳ銀行）

○　ドイツテレコム・アーゲー

○　オレンジ

○　ルノー

○　シンガポール・ポスト・リミテッド

○　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

16 平成20年12月11日
（平成28年11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

18 平成20年12月26日
（平成28年10月12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

17 平成20年12月26日
（平成24年8月7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

20 平成21年1月16日
（平成21年6月30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　70499　スタットガ
ルト、ミットレラー、プファド15

19 平成21年１月５日
（平成21年４月７日）

アーンスト・アンド・ヤング・エル
ティーディ－

スイス連邦　バーゼル　ＣＨ－4051
エーシェングラーベン９

22 平成21年1月19日
（平成28年7月8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

クロス・ストリート８　＃17－00　ＰＷＣ
ビルディング　シンガポール共和国
048424

21 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

23 平成21年1月26日
（平成28年12月14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　400 018　ムンバイ　ウ
ルリ　オポジット・シヴサガール・エス
テート　ドクター・アニー・ベサント・ロー
ド12



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー

○　ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

○　ネクストエラ･エネルギー･インク

○　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
○　オルタナティブ･インベストメンツ･エムジーアール･リミテッド
○　モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー

○　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
○　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・アセット・マネジメント
○　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
○　フランス電力
○　ナティクシス
○　フランス相互信用連合銀行
○　ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
○　ルノー
○　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

24 平成21年1月29日
（平成29年1月19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

26 平成21年1月30日
（平成28年7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

25 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

28 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

27 平成21年1月30日
（平成28年8月2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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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
○　ジーディーエフ･スエズ
○　ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
○　株式會社ケーティー
○　韓国ガス公社

-

○　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

30 平成21年2月13日
（平成28年12月15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　92 LSヨンサン・タ
ワー20階

29 平成21年2月13日
（平成28年5月12日） デロイト・エ・アソシエ

フランス共和国　92524　ヌイイ・シュ
ル・セーヌ・セデックス　アヴェニュー・
シャルル・ド・ゴール185　デロイト

32 平成21年３月24日
（平成28年8月2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

31 平成21年３月12日
（平成28年8月26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

プラザ89 Lt 11, 12, 12M JI. エイチ・
アール・ラスナ・サイド　Kav X-7 No.6
ジャカルタ　インドネシア共和国



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　アマゾン・ドット・コム・インク
○　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
○　マクドナルド・コーポレーション
○　モルガン・スタンレー・アジア－パシフィック・ファンド・インク
○　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
○　ザ・ドレイファス・ファンド・インコーポレーテッド
○　ウォルマート・ストアーズ・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
○　アクセンチュア･パブリック･リミテッド･カンパニー
○　アドビ・システムズ・インコーポレイテッド
○　アフラック・インコーポレーテッド
○　アプライド　マテリアルズ　インク
○　シティグループ・インク
○　ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
○　モトローラ･ソリューションズ･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
○　ファイザー・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　US　ガバメント・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・アドバンテージ・ファンド
○　ビザ・インク
○　SPDRゴールド・トラスト

34 平成21年4月16日
（平成28年9月23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

33 平成21年4月8日
（平成29年1月11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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　ＤＢプラティナム・アドバイザーズ
○　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
○　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－アメリカン・グロース・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・グロース・トレンド・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－グローバル・ボンド・ポートフォリオ
○　アライアンス・バーンスタイン－ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ
○　アーカス・ジャパン・ファンド（ルクセンブルグ）エス・エイ
○　ＳＦ（ＬＵＸ）ＳＩＣＡＶ３
○　ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ
○　ＵＢＳボンド・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
○　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
○　アーカス・インベストメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
○　ソシエテ ジェネラルバンク・アンド・トラスト・エス・エイ
○　モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
○　ホープウェル・ハイウェイ・インフラストラクチャー・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
○　チャイナ・シェンフア・エナジー・カンパニー・リミテッド
○　WHグループ・リミテッド
○　チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド
○　中国人民保険集団股份有限公司
○　中国人民財産保険株式会社
○　トロント・ドミニオン銀行

○　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

○　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

36 平成21年4月27日
（平成28年11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

35 平成21年4月22日
（平成29年1月13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

38 平成21年5月1日
（平成27年1月8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680

37 平成21年4月28日
（平成29年2月2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　Ｍ５Ｋ　１Ｊ７　オンタリオ州　ト
ロント　ベイ・ストリート222　トロント・ド
ミニオン・センター　アーンスト・アンド・
ヤング・タワー

39 平成21年5月1日
（平成28年9月9日）

デロイト・アンド・トゥシュ
（勤業眾信聯合會計師事務所）

台湾台北市民生東路３段156号12階



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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・マネジメント（アイルランド）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
○　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）
○　メキシコ電話会社（テルメックス）
○　アメリカ・モバイル

40 平成21年5月13日
（平成27年7月13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

41 平成21年5月14日
（平成26年6月25日） マンセラ・エス・シー

メキシコ合衆国　メキシコシティ　11520
C.P. グラナダ　エヘルシト・ナシオナル
通り　トーレ・パセオ　843-B



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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
○　プレミアム・ファンズ プロフェッショナル通貨取引ファンド
○　プレミアム・ファンズ ピムコ トータル・リターン ストラデジー米ドル建て、プレミアム・ファンズ ピムコ トータル・
リターン ストラデジー円建て（ヘッジあり）
○　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　キャピタル　US　グロース・アンド・インカム・ファンド
○　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
○　日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
－日興ダイナミック・エクイティ
－日興ダイナミック・ボンド
○　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ＳＭ
○　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
○　サムスン資産運用株式会社
○　釜山銀行
○　ウリィ銀行
○　韓国輸出入銀行

42 平成21年5月14日
（平成28年5月10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

43 平成21年5月29日
（平成26年6月13日） 安進会計法人

大韓民国ソウル特別市永登浦区汝矣
島洞23番地ソウル国際金融センター
One IFCビル９階（〒150-876）



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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
○　トップマネジャー
○　エムユージーシー・ルックス・マネジメント・エス・エイ
○　SBIファンドマネジメントカンパニーエスエー
○　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
○　ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ
○　RBS（ルクセンブルグ）エス・エイ
○　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
○　トヨタ　モーターファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ
○　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
○　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
○　テレフォニカ・エセ・アー
○　エンデサ
○　スペイン開発金融公庫

44 平成21年6月11日
（平成28年10月17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－２２２０　ノイドルフ通り　５６０

46 平成21年6月11日
（平成29年2月9日）

アーンスト・アンド・ヤング・エセ・エ
レ

スペイン王国　２８０２０　マドリッド市プ
ラサ・デ・パブロ・ピカソ１番　エディフィ
シオ・トレ・ピカソ

45 平成21年6月11日
（平成27年1月15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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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）
○　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

47
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

ケーピーエムジー　ケイマン諸島
平成21年6月12日
（平成28年12月5日）



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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
○　シュローダー・インベストメント・マネージメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
○　ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンド
○　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
○　ブラックロック・グローバル・ファンズ
○　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･インベストメント･パートナーズ･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
○　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

48
平成21年6月23日

（平成29年1月12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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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
○　ＵＢＳ　ＥＴＦ・シキャブ
○　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
○　ＵＢＳグローバル・ソリューションズ
○　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

○　バンコ・サンタンデール・エセ・アー

49 平成21年6月23日
（平成27年11月10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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　アドバンスト・トラスト－日興MAN-RMFヘッジファンド・オープン（米ドルポートフォリオ）、日興MAN-RMFヘッ
ジファンド・オープン（円ポートフォリオ）
○　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）
○　クリエイティブ・トラスト：SMBCエグゼクティブ・ファンド・シリーズ　マン・SG米ドル建て償還時元本確保型ファンド

○　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（米ドル建て）、ヘッジファンド連動型ファンド（ユーロ建
て）

○　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　パートII（米ドル建て）、ヘッジファンド連動型ファンド
パートII（ユーロ建て）
○　FC C – 上場期待中国株ファンド
○　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
○　メロン・オフショア・ファンズ－日興グローバル・カレンシー・ファンド
○　メロン・オフショア・ファンズ－日興メロン・グローバル・マーケット・ファンド
○　メロン・オフショア・ファンズ－日興・メロン・グローバル財産３分法ファンド
○　メロン・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
○　日興AMオフショア・ファンズ　豪ドル建てエマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
○　DIAMケイマン・トラスト-DIAMエマージング・ボンド・ファンド
○　ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド（３倍レバレッジ型）
○　ノムラ・日本株・ロング・ショート・ファンド 0603
○　ＦＣ　グローバル　ベトナム　ファンド
○　プラチナ･トラスト-MCPアジア･ヘッジファンド連動ファンド（米ドル建）
○　プラチナ・トラスト－ヘッジファンド － FX、ファイナンシャルズ＆フュ－チャーズ（円元本確保型）
○　プラチナ・トラスト－ヘッジファンド・セレクション　ザ・プロフェッショナル債券戦略
○　プラチナ・トラスト－ヘッジファンド・セレクション － ナチュラル・リソーシズ（円）
○　プラチナ・トラスト－SMBCフレンド・BNPパリバ　早期償還条項付　償還時豪ドル建元本確保型ファンド07－
06（日経平均連動分配型）
○　プラチナ・トラスト－最高実績参照型ファンド0807A（米ドル建て償還時元本確保型）
○　プラチナ・トラスト－最高実績参照型ファンド0809E（米ドル建て償還時元本確保型）
○　アイガー・ファンドシリーズ－ベトナム成長ファンド
○　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
○　クリエイティブ・トラスト：SMBCエグゼクティブ・ファンド・シリーズ、マン・SG米ドル建て償還時元本確保型ファ
ンド2007－03
○　パトナム・バンクローン・ファンド
○　ノムラ・グローバル・マーケット・ニュートラル・ファンド 0707（３倍レバレッジ型）
○　HS-VAMベトナム指数連動型ファンド
○　ノムラ・ユーロ・レバレッジド・ローン・ファンド－クラスA
○　日興ベトナム・ファンド



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　ダイワ・J.P.モルガン・ファンド・シリーズ－トランストレンド連動ファンド（豪ドル建・元本確保型）
○　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
○　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
○　Ｔ.ロウ プライス・インベストメント・トラスト－外貨建エマージング債券ファンド
○　ノムラ・セレクト・シリーズ・トラスト　ノムラ・ポールソン・ファンド
○　メロン・オフショア・ファンズ－日興ＢＮＹメロン利回り債券３分法ファンド毎月分配型（円建ヘッジありクラスＡ/
Ｂ、円建ヘッジなしクラスＡ/Ｂ）
○　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
○　クリエイティブ･トラスト:ダイワ/リクソー ステップアップ元本確保型ファンド(日経平均連動･豪ドル建)09-01
○　クリエイティブ･トラスト:リクソー･分散型CTAファンド(米ドル建)
○　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)
○　BNYメロン･ジャパン･オフショア･ファンド･シリーズ-BNYメロン･グローバル債券ファンド（毎月分配型）(円建て
ヘッジあり（1009）、円建てヘッジなし（1009）)
○　メロン･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
○　ＵＢＳ豪ドル･ボンド･インカム
○　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
○　ノムラ・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
○　みずほ・アンブレラ・ユニット・トラスト－ みずほ人民元建て債券ファンド
○　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-
○　短期ハイイールド・ボンド・ファンド
○　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
○　コクサイ・ケイマン・トラスト-グローバルCBエマージングPLUS
○　コクサイ・ケイマン・トラスト-グローバルCBエマージングPLUSカレンシー・セレクション（毎月分配型）

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

プライスウォーターハウスクーパー
ス　ケイマン諸島

平成21年6月25日
（平成28年8月3日）

50



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　ダイワ･ファンド･シリーズ-ダイワ新興国債券ファンド（毎月分配型）
○　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
○　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
○　メロン・オフショア・ファンズ－日興BNYメロン新興国中小型株式ファンド
○　ＢＮＹメロン･ジャパン･オフショア･ファンド･シリーズ-ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド円投資型1203
○　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
○　米ドル建　オーストラリア債権オープン毎月分配型
○　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
○　メロン・オフショア・ファンズ-日興インサイト新興国社債ファンド・円ヘッジ
○　メロン・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
○　ＢＮＹメロン･ジャパン･オフショア･ファンド･シリーズ-ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド円投資型1204
○　ＢＮＹメロン･ジャパン･オフショア･ファンド･シリーズ-ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド円投資型1207
○　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
○　ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）　ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース
○　メロン･オフショア･ファンズ－世界スマート債券ファンド
○　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
○　メロン・オフショア・ファンズ-日興インサイト新興国社債ファンド
○　メロン・オフショア・ファンズ-ＢＮＹメロン新興国社債ファンド・円ヘッジ
○　メロン・オフショア・ファンズ-ＢＮＹメロン新興国社債ファンド
○　ノムラ・ファンド・セレクト-ストラテジック・インカム・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
○　ABケイマン・トラスト-日興ABグローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
○　ノムラ・ファンド・セレクト-グローバル・ユーティリティ・ボンド
○　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
○　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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
 ―新興国高利回り社債ファンド 米ドル建
 ―新興国高利回り社債ファンド 豪ドル建 豪ドルヘッジ

○　MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
 ―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
○　ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト-ＧＳ債券戦略ファンド

○　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

51 平成21年7月23日
（平成28年8月22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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

52+549:592B5495549:573
○　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
○　キャボット・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション
○　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
○　イーエムシー・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
○　ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド
○　ピムコ・バミューダ・トラストⅡ-ピムコ・ワールド・ハイインカム
○　パトナム・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド
○　パトナム・グローバル・インカム・トラスト
○　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
○　iシェアーズ MSCI コクサイ ETF
○　iシェアーズ MSCI フロンティア100 ETF
○　iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF
○　プルデンシャル・ファイナンシャル・インク
○　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
○　ピムコ・バーミューダ・トラスト-ピムコ・リアル・リターン・ファンド
○　メドトロニック・パブリック・リミテッド・カンパニー

52
平成21年7月24日
（平成29年2月3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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　HSBC ファイナンス・コーポレーション
○　iシェアーズ　S&P100 ETF
○　iシェアーズ　米国不動産 ETF
○　iシェアーズ　ラッセル 2000 ETF
○　iシェアーズ・コア　米国高配当株 ETF
○　ビーシーイー・インク

-

○　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

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

○　中国中信集団有限公司

○　ビーピー・ピーエルシー

○　FCJ-トラスト-上場期待日本株ファンド

○　ダイワ・ヨーロッパ･ファンド･マネジャーズ・アイルランド・リミテッド

○　ユナイテッドワールドオンラインリミテッド

○　ETFS　コモディティ　セキュリティーズ　リミテッド
○　ETFS　メタル　セキュリティーズ　リミテッド

57

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

チャネル諸島 GY11WR ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、ガーンジーエ
スプラネード、ガーンジーコート

60 平成21年9月25日
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

58

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12日
（平成29年2月9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22　ベイ・アデレード・セン
ター　イースト・タワー

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

ランキンバーカー（ケイマン）リミ
テッド

平成21年9月9日

英国SE1 2AF ロンドン　ワン・モア・ロ
ンドン・プレイス

アーンスト・アンド・ヤング・エルエ
ルピー

平成21年9月3日
（平成28年6月27日）

平成21年9月24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 ストローク プレー

ス1

61 平成21年10月15日
（平成28年10月11日）

ケーピーエムジー　チャネル　アイ
ランズ　リミテッド

59

56 平成21年8月31日
（平成28年7月11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））

54

アウ・ピン・ラム

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

55



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

-

○　ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド

-

○　エンデサ

○　UBS(Irl)オルタナティブ・ソリューションズplc

62 平成21年10月16日
（平成28年1月19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

64 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

66

63 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

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

65 平成21年11月24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　カステラーナ　95　エディ
フィシオ　トーレ　エウロパ

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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　パラディアム・ジャパン・トラスト－SMBCフレンド・ドイツ銀行グループ　早期償還条項付　償還時豪ドル建元
本確保型ファンド　07－01（日経平均連動分配型）
○　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）
○　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
○　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 Ⅱ
○　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
○　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2
○　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
○　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
○　ノムラ HFR エマージング・マーケット・ファンド
○　ノムラ・ベスト・トレンド・シリーズ・トラスト ノムラ・ベスト・トレンド・ファンド
○　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
○　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（2008－09）
○　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（2008－11）
○　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）
○　ノムラ･マン･CTAセレクト･ファンド
○　フィロソフィック･インベストメント･トラスト-ウィントン･パフォーマンス連動満期時元本確保型ファンド2（豪ドル建）

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

67
平成22年１月29日
（平成28年11月24日）

アーンスト・アンド・ヤング・リミテッ
ド



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　マン･エーエイチエル･円トラスト
○　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
○　申銀萬國・アイザワ中国Ａ株ファンド-申銀萬國・アイザワ中国Ａ株ファンド3号
○　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
-

○　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）
○　ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピージェイエスシー

○　イタウ・ウニバンコ・ホールディング・エッセ・アー

○　スヴェンスカ・ハンデルスバンケン・エイ・ビー・プブリクト

○　ディー・エヌ・ビー・バンク エイ・エス・エイ

○　エネル･エスピーエー

68 平成22年6月7日 ビーディーオー　テジュ　エルエル
シー

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

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

70

71

平成22年11月24日
（平成25年4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、アブダビ、私書箱
7613号、アル ナサール ストリート　ファ
ルコン タワー

アーンスト・アンド・ヤング・エ・オー
トル

平成22年6月22日
（平成29年1月13日）69

73 平成23年11月21日 アーンスト・アンド・ヤング・アー・エ
ス

アーンスト・アンド・ヤング・エス
ピーエー

72 平成23年9月12日
（平成29年1月10日） ケーピーエムジー エービー

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

イタリア共和国 ローマポー通り 32

スウェーデン王国　ソルナSE-169 03
PO Box 3018  ダルヴェジェン22　イ
ヴェネマングスゲーテン17

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

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

74 平成24年1月10日
（平成28年10月12日）



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

○　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

76 平成25年4月25日
（平成27年8月21日）

アーンスト・アンド・ヤング・ベドレイフス
レビゾーレン・ビーシーヴィービーエー

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

77 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

78 平成25年5月17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

○　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

79 平成25年5月24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

80 2013年5月28日
（平成28年12月21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

81 平成25年7月19日
（平成28年6月9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

-

82 平成25年10月28日
（平成28年5月16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

83 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

84 平成26年6月30日
（平成26年7月30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、#32-00、オー
ユーイー・ダウンタウン・トゥー、6 シェ
ントン・ウェイ

○　アコーディア・ゴルフ・トラスト

○　マラヤン・バンキング・ベルハド

平成24年4月1日
（平成28年11月11日） アーンスト・アンド・ヤング

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

ビーディーオーケイマン リミテッド
平成24年3月8日
（平成27年4月24日）75

85

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



平成29年2月11日現在

【外国監査法人等数：88】
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

86 平成27年6月5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

-

○　メディシノバ・インク

88 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

アメリカ合衆国　60601　イリノイ州　シ
カゴ市　イースト　ランドルフストリート
130　スイート　2800

ビーディーオーユーエスエー・エル
エルピー

平成27年6月19日
（平成28年12月15日）87


