
■一億人の投信大賞2015

順位 カテゴリ ファンド名《愛称》 運用会社名

国内株式

1 国内株式・大型成長型 年金積立 J グロース 日興AM パッシブファンド

2 国内株式・大型ブレンド型 日本株式インデックスe 三井住友トラスト

3 国内株式・小型成長型 中小型株式オープン 三井住友トラスト

4 国内株式・大型ブレンド型 三菱UFJ バリューオープン 三菱UFJ国際

5 アロケーション・TAA型 ひふみプラス レオス・キャピタル

6 アロケーション・TAA型 ひふみ投信 レオス・キャピタル

7 国内株式・大型成長型 コモンズ30ファンド コモンズ投信

8 国内株式・大型ブレンド型 優良日本株ファンド 三菱UFJ国際

9 国内株式・大型ブレンド型 DIAM国内株式パッシブ・ファンド DIAMアセット

10 国内株式・小型成長型 結い 2101 鎌倉投信

11 国内株式・大型成長型 野村インデックスファンド・日経225 野村AM

外国株式

1 外国株式・世界型 セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信

2 外国株式・世界型(除く日本) 野村インデックスファンド・外国株式 野村AM

3 外国株式・世界型(除く日本) DIAM外国株式パッシブ・ファンド DIAMアセット

4 外国株式・世界型(除く日本) eMAXIS 全世界株式インデックス 三菱UFJ国際

5 外国株式・世界型(除く日本) NN海外株式オープン NNIP

6 外国株式・世界型(除く日本) 外国株式インデックスe 三井住友トラスト

7 外国株式・世界型(除く日本) eMAXIS 先進国株式インデックス 三菱UFJ国際

8 外国株式・世界型(除く日本) SMT グローバル株式インデックス・オープン 三井住友トラスト

9 外国株式・世界型 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) ピクテ投信

10 外国株式・世界型 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) アムンディ

11 外国株式・世界型 ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり) アムンディ

12 外国株式・世界型 ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし) アムンディ

資産分散

1 アロケーション・積極型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 三菱UFJ国際

2 アロケーション・積極型 のむラップ・ファンド (積極型) 野村AM

3 アロケーション・積極型 SBI資産設計オープン(資産成長型) 三井住友トラスト

4 アロケーション・積極型 eMAXIS バランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際

5 アロケーション・積極型 のむラップ・ファンド (普通型) 野村AM

6 アロケーション・積極型 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信

7 アロケーション・積極型 世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト

8 アロケーション・積極型 コア投資戦略ファンド(成長型) 三井住友トラスト

9 アロケーション・積極型 コア投資戦略ファンド(安定型) 三井住友トラスト

1 アロケーション・標準型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 三菱UFJ国際

2 アロケーション・標準型 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 日興AM



順位 カテゴリ ファンド名《愛称》 運用会社名

資産分散

3 アロケーション・標準型 のむラップ・ファンド (保守型) 野村AM

4 アロケーション・標準型 UBSコア・コンサバティブ・ファンド UBS AM

1 アロケーション・安定型 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング50 損保J日本興亜

2 アロケーション・安定型 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 三菱UFJ国際

3 アロケーション・安定型 マイ・ロード 野村AM

4 アロケーション・安定型 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング60 損保J日本興亜

1 アロケーション・TAA型 eMAXIS バランス(波乗り型) 三菱UFJ国際

2 アロケーション・TAA型 クルーズコントロール DIAMアセット

3 アロケーション・TAA型 トレンド・アロケーション・オープン 三菱UFJ国際

4 アロケーション・TAA型 投資のソムリエ DIAMアセット

新興国株式

1 外国株式・新興国型(複数国/地域) インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 日興AM

2 外国株式・新興国型(複数国/地域) ユニオンファンド ユニオン投信

3 外国株式・新興国型(複数国/地域) eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ国際

国内債兼

1 国内債券・中長期型 東京海上・円建て投資適格債券ファンド (年2回決算型) 東京海上AM

2 国内債券・中長期型 しんきん公共債ファンド しんきんAM

3 国内債券・中長期型 SMT 国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト

4 国内債券・中長期型 DLIBJ公社債オープン (中期コース) DIAMアセット

5 国内債券・中長期型 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 日興AM

6 国内債券・物価連動型 MHAM物価連動国債ファンド みずほ投信

7 国内債券・中長期型 DIAM国内債券パッシブ・ファンド DIAMアセット

8 国内債券・中長期型 三井住友・日本債券インデックス・ファンド 三井住友AM

9 国内債券・中長期型 eMAXIS 国内債券インデックス 三菱UFJ国際

外国債券

1 外国債券・世界型(除く日本) 三菱UFJ 海外債券オープン 三菱UFJ国際

2 外国債券・世界型(除く日本) 外国債券インデックスe 三井住友トラスト

3 外国債券・世界型 野村テンプルトン･トータル･リターン Bコース 野村AM

4 外国債券・世界型(除く日本) SMT グローバル債券インデックス・オープン 三井住友トラスト

5 外国債券・世界型(除く日本) DIAM外国債券パッシブ・ファンド DIAMアセット

6 外国債券・世界型 テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース フランクリン・テンプルトン

7 外国債券・世界型(除く日本)(為替ヘッジあり) 損保ジャパン外国債券ファンド 損保J日本興亜

8 外国債券・世界型(為替ヘッジあり) モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド ゴールドマン・サックス

9 外国債券・マルチストラテジー型 野村テンプルトン･トータル･リターン Aコース 野村AM

10 外国債券・世界型(除く日本) eMAXIS 先進国債券インデックス 三菱UFJ国際

11 外国債券・世界型 高金利先進国債券オープン(資産成長型) 日興AM

12 外国債券・世界型(除く日本)(為替ヘッジあり) グローバル・ボンド・ポート (Cコース) DIAMアセット

新興国債券



順位 カテゴリ ファンド名《愛称》 運用会社名

新興国債券

1 外国債券・新興国型 エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) 三菱UFJ国際

2 外国債券・新興国型 SMT 新興国債券インデックス・オープン 三井住友トラスト

3 外国債券・新興国型 eMAXIS 新興国債券インデックス 三菱UFJ国際

国内REIT

1 国内REIT Jリートアクティブファンド(1年決算型) 三井住友トラスト

2 国内REIT 野村インデックスファンド・J-REIT 野村AM

3 国内REIT SMT J-REITインデックス・オープン 三井住友トラスト

4 国内REIT eMAXIS 国内リートインデックス 三菱UFJ国際

外国REIT

1 外国REIT・世界型(除く日本) 野村インデックスファンド・外国REIT 野村AM

2 外国REIT・世界型(除く日本) SMT グローバルREITインデックス・オープン 三井住友トラスト

3 外国REIT・世界型(除く日本) eMAXIS 先進国リートインデックス 三菱UFJ国際

4 外国REIT・世界型 ワールド・リート・オープン(1年決算型) 三菱UFJ国際


