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大分類 分類名 説明

国内株式型 国内株コア型 主として、国内株式全般を投資対象とするファンド

国内株式型 国内株グロース型 主として、国内のグロース株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内株バリュー型 主として、国内のバリュー株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内株高配当型 主として、国内の高配当株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内中小型株型 主として、国内の中小型株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内株ＥＳＧ型 主として、国内株式を投資対象とし、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に着目して運用するファンド

国内株式型 国内インフラ関連株型 主として、国内のインフラ関連株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内テクノロジー関連株型 主として、国内のテクノロジー関連株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内資源関連株型 主として、国内の資源関連株式を投資対象とするファンド

国内株式型 国内医療・バイオ関連株型 主として、国内の医療・バイオ関連株式を投資対象とするファンド

国内株式型 その他国内株テーマ型 国内株を投資対象とするテーマ型の中で、上記の分類に当てはまらないファンド

国内株式型 日経平均連動型 『日経平均株価』に連動することを目標とするファンド

国内株式型 ＴＯＰＩＸ連動型 『ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）』に連動することを目標とするファンド

国内株式型 ＪＰＸ日経４００連動型 『ＪＰＸ日経４００』に連動することを目標とするファンド

国内株式型 その他国内株式インデックス型 上記以外の国内株式インデックス型ファンド

国内債券型 国内短期債券型 主として、平均残存年数３年程度以下の国内債券を投資対象とするファンド

国内債券型 国内債券型 主として、国内の債券を投資対象とするファンド

国内債券型 国内物価連動債型 主として、国内の物価連動債を投資対象とするファンド

国内債券型 国内債券インデックス型 国内債券のインデックスに連動することを目標とするファンド

海外株式型 国際株コア型（ノーヘッジ） 主として、海外の株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・スタイル・テーマを対象としないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際株コア型（一部ヘッジ） 主として、海外の株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・スタイル・テーマを対象としないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際株コア型（フルヘッジ） 主として、海外の株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・スタイル・テーマを対象としないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際株グロース型（ノーヘッジ） 主として、海外のグロース株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際株グロース型（一部ヘッジ） 主として、海外のグロース株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際株グロース型（フルヘッジ） 主として、海外のグロース株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際株バリュー型（ノーヘッジ） 主として、海外のバリュー株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際株バリュー型（一部ヘッジ） 主として、海外のバリュー株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際株バリュー型（フルヘッジ） 主として、海外のバリュー株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際株高配当型（ノーヘッジ） 主として、海外の高配当株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際株高配当型（一部ヘッジ） 主として、海外の高配当株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際株高配当型（フルヘッジ） 主として、海外の高配当株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際株中小型（ノーヘッジ） 主として、海外の中小型株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際株中小型（一部ヘッジ） 主として、海外の中小型株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際株中小型（フルヘッジ） 主として、海外の中小型株式を投資対象とするファンドで、特定の地域・テーマを対象としないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 北米株コア型（ノーヘッジ） 主として、北米の株式全般を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 北米株コア型（一部ヘッジ） 主として、北米の株式全般を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 北米株コア型（フルヘッジ） 主として、北米の株式全般を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 北米株グロース型（ノーヘッジ） 主として、北米のグロース株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 北米株グロース型（一部ヘッジ） 主として、北米のグロース株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 北米株グロース型（フルヘッジ） 主として、北米のグロース株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 北米株バリュー型（ノーヘッジ） 主として、北米のバリュー株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 北米株バリュー型（一部ヘッジ） 主として、北米のバリュー株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 北米株バリュー型（フルヘッジ） 主として、北米のバリュー株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）
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海外株式型 北米株高配当型（ノーヘッジ） 主として、北米の高配当株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 北米株高配当型（一部ヘッジ） 主として、北米の高配当株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 北米株高配当型（フルヘッジ） 主として、北米の高配当株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 北米株中小型（ノーヘッジ） 主として、北米の中小型株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 北米株中小型（一部ヘッジ） 主として、北米の中小型株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 北米株中小型（フルヘッジ） 主として、北米の中小型株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 欧州株型（ノーヘッジ） 主として、欧州の株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 欧州株型（一部ヘッジ） 主として、欧州の株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 欧州株型（フルヘッジ） 主として、欧州の株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 アジア・オセアニア株型（ノーヘッジ） 主として、アジアおよびオセアニアの株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 アジア・オセアニア株型（一部ヘッジ） 主として、アジアおよびオセアニアの株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 アジア・オセアニア株型（フルヘッジ） 主として、アジアおよびオセアニアの株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 オセアニア株型（ノーヘッジ） 主として、オセアニアの株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 オセアニア株型（一部ヘッジ） 主として、オセアニアの株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 オセアニア株型（フルヘッジ） 主として、オセアニアの株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 アジア株複数国型（ノーヘッジ） 主として、アジアの複数国の株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 アジア株複数国型（一部ヘッジ） 主として、アジアの複数国の株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 アジア株複数国型（フルヘッジ） 主として、アジアの複数国の株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 中国株型（ノーヘッジ） 主として、中国の株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 中国株型（一部ヘッジ） 主として、中国の株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 中国株型（フルヘッジ） 主として、中国の株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 インド株型（ノーヘッジ） 主として、インドの株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 インド株型（一部ヘッジ） 主として、インドの株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 インド株型（フルヘッジ） 主として、インドの株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 アジア株その他単一国型（ノーヘッジ） 主として、中国、インド、日本以外のアジアの単一国の株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 アジア株その他単一国型（一部ヘッジ） 主として、中国、インド、日本以外のアジアの単一国の株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 アジア株その他単一国型（フルヘッジ） 主として、中国、インド、日本以外のアジアの単一国の株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 ベトナム株型（ノーヘッジ） 主として、ベトナムの株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 ベトナム株型（一部ヘッジ） 主として、ベトナムの株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 ベトナム株型（フルヘッジ） 主として、ベトナムの株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 環太平洋株型（ノーヘッジ） 主として、環太平洋の複数国の株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 環太平洋株型（一部ヘッジ） 主として、環太平洋の複数国の株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 環太平洋株型（フルヘッジ） 主として、環太平洋の複数国の株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 その他複数地域株型（ノーヘッジ） 複数の地域の海外株式を投資対象とするファンドで、他の海外株式型の分類に当てはまらないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 その他複数地域株型（一部ヘッジ） 複数の地域の海外株式を投資対象とするファンドで、他の海外株式型の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 その他複数地域株型（フルヘッジ） 複数の地域の海外株式を投資対象とするファンドで、他の海外株式型の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 エマージング株複数地域型（ノーヘッジ）
主として、『ラテンアメリカ』、『アジア（除く中東）』、『東欧（トルコ含む）』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング株式を
投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 エマージング株複数地域型（一部ヘッジ）
主として、『ラテンアメリカ』、『アジア（除く中東）』、『東欧（トルコ含む）』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング株式を
投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 エマージング株複数地域型（フルヘッジ）
主として、『ラテンアメリカ』、『アジア（除く中東）』、『東欧（トルコ含む）』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング株式を
投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 ブラジル・ラテンアメリカ株型（ノーヘッジ） 主として、ブラジルなどラテンアメリカの株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 ブラジル・ラテンアメリカ株型（一部ヘッジ） 主として、ブラジルなどラテンアメリカの株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 ブラジル・ラテンアメリカ株型（フルヘッジ） 主として、ブラジルなどラテンアメリカの株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 ロシア・東欧株型（ノーヘッジ） 主として、ロシア・東欧の株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）
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海外株式型 ロシア・東欧株型（一部ヘッジ） 主として、ロシア・東欧の株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 ロシア・東欧株型（フルヘッジ） 主として、ロシア・東欧の株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 中東・アフリカ型（ノーヘッジ） 主として、中東・アフリカの株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 中東・アフリカ型（一部ヘッジ） 主として、中東・アフリカの株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 中東・アフリカ型（フルヘッジ） 主として、中東・アフリカの株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際株ＥＳＧ型（ノーヘッジ）
主として、海外の株式を投資対象とするファンドで、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に着目して運用するファンド（為替ヘッジは原則行
わない）

海外株式型 国際株ＥＳＧ型（一部ヘッジ）
主として、海外の株式を投資対象とするファンドで、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に着目して運用するファンド（一部為替ヘッジを行
う）

海外株式型 国際株ＥＳＧ型（フルヘッジ）
主として、海外の株式を投資対象とするファンドで、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）に着目して運用するファンド（為替フルヘッジを原則
行う）

海外株式型 国際インフラ関連株型（ノーヘッジ） 主として、海外のインフラ関連株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際インフラ関連株型（一部ヘッジ） 主として、海外のインフラ関連株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際インフラ関連株型（フルヘッジ） 主として、海外のインフラ関連株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際テクノロジー関連株型（ノーヘッジ） 主として、海外のテクノロジー関連株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際テクノロジー関連株型（一部ヘッジ） 主として、海外のテクノロジー関連株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際テクノロジー関連株型（フルヘッジ） 主として、海外のテクノロジー関連株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際資源関連株型（ノーヘッジ） 主として、海外の資源関連株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際資源関連株型（一部ヘッジ） 主として、海外の資源関連株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際資源関連株型（フルヘッジ） 主として、海外の資源関連株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 国際医療・バイオ関連株型（ノーヘッジ） 主として、海外の医療・バイオ関連株式を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 国際医療・バイオ関連株型（一部ヘッジ） 主として、海外の医療・バイオ関連株式を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 国際医療・バイオ関連株型（フルヘッジ） 主として、海外の医療・バイオ関連株式を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 その他国際株テーマ型（ノーヘッジ） 海外株を投資対象とするテーマ型の中で、上記の分類に当てはまらないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 その他国際株テーマ型（一部ヘッジ） 海外株を投資対象とするテーマ型の中で、上記の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 その他国際株テーマ型（フルヘッジ） 海外株を投資対象とするテーマ型の中で、上記の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型
先進国株インデックス型（除く日本）（ノーヘッ
ジ）

海外先進国株式のインデックス（日本を含まない）に連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型
先進国株インデックス型（除く日本）（一部ヘッ
ジ）

海外先進国株式のインデックス（日本を含まない）に連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型
先進国株インデックス型（除く日本）（フルヘッ
ジ）

海外先進国株式のインデックス（日本を含まない）に連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型
先進国株インデックス型（含む日本）（ノーヘッ
ジ）

海外先進国株式のインデックス（日本を含む）に連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型
先進国株インデックス型（含む日本）（一部ヘッ
ジ）

海外先進国株式のインデックス（日本を含む）に連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型
先進国株インデックス型（含む日本）（フルヘッ
ジ）

海外先進国株式のインデックス（日本を含む）に連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 エマージング株インデックス型（ノーヘッジ） 新興国株式のインデックスに連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 エマージング株インデックス型（一部ヘッジ） 新興国株式のインデックスに連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 エマージング株インデックス型（フルヘッジ） 新興国株式のインデックスに連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外株式型 その他国際株インデックス型（ノーヘッジ） 海外株式のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外株式型 その他国際株インデックス型（一部ヘッジ） 海外株式のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外株式型 その他国際株インデックス型（フルヘッジ） 海外株式のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 国際債券型（ノーヘッジ） 主として、海外の債券を投資対象とするファンドで地域等を特定しないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 国際債券型（一部ヘッジ） 主として、海外の債券を投資対象とするファンドで地域等を特定しないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 国際債券型（フルヘッジ） 主として、海外の債券を投資対象とするファンドで地域等を特定しないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 国際物価連動債券型（ノーヘッジ） 主として、海外の物価連動債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 国際物価連動債券型（一部ヘッジ） 主として、海外の物価連動債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 国際物価連動債券型（フルヘッジ） 主として、海外の物価連動債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 国際債券アンコンストレインド型（ノーヘッジ） 主として、海外の債券を投資対象とするファンドで絶対収益を目指すファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 国際債券アンコンストレインド型（一部ヘッジ） 主として、海外の債券を投資対象とするファンドで絶対収益を目指すファンド（一部為替ヘッジを行う）
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海外債券型 国際債券アンコンストレインド型（フルヘッジ） 主として、海外の債券を投資対象とするファンドで絶対収益を目指すファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 北米債券型（ノーヘッジ） 主として、北米の債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 北米債券型（一部ヘッジ） 主として、北米の債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 北米債券型（フルヘッジ） 主として、北米の債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 欧州債券型（ノーヘッジ） 主として、欧州の債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 欧州債券型（一部ヘッジ） 主として、欧州の債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 欧州債券型（フルヘッジ） 主として、欧州の債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 オセアニア債券型（ノーヘッジ） 主として、オセアニアの債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 オセアニア債券型（一部ヘッジ） 主として、オセアニアの債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 オセアニア債券型（フルヘッジ） 主として、オセアニアの債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 エマージング債券複数地域型（ノーヘッジ）
主として、『ラテンアメリカ』、『アジア（除く中東）』、『東欧（トルコ含む）』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング債券を
投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 エマージング債券複数地域型（一部ヘッジ）
主として、『ラテンアメリカ』、『アジア（除く中東）』、『東欧（トルコ含む）』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング債券を
投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 エマージング債券複数地域型（フルヘッジ）
主として、『ラテンアメリカ』、『アジア（除く中東）』、『東欧（トルコ含む）』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング債券を
投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 ブラジル・ラテンアメリカ債券型（ノーヘッジ） 主として、ブラジルなどラテンアメリカの債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 ブラジル・ラテンアメリカ債券型（一部ヘッジ） 主として、ブラジルなどラテンアメリカの債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 ブラジル・ラテンアメリカ債券型（フルヘッジ） 主として、ブラジルなどラテンアメリカの債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 アジア債券型（ノーヘッジ） 主として、アジアの債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 アジア債券型（一部ヘッジ） 主として、アジアの債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 アジア債券型（フルヘッジ） 主として、アジアの債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 ロシア・東欧債券型（ノーヘッジ） 主として、ロシア・東欧の債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 ロシア・東欧債券型（一部ヘッジ） 主として、ロシア・東欧の債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 ロシア・東欧債券型（フルヘッジ） 主として、ロシア・東欧の債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 アフリカ債券型（ノーヘッジ） 主として、アフリカの債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 アフリカ債券型（一部ヘッジ） 主として、アフリカの債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 アフリカ債券型（フルヘッジ） 主として、アフリカの債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 米国ハイイールド債券型（ノーヘッジ） 主として、北米のハイイールド債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 米国ハイイールド債券型（一部ヘッジ） 主として、北米のハイイールド債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 米国ハイイールド債券型（フルヘッジ） 主として、北米のハイイールド債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 欧州ハイイールド債券型（ノーヘッジ） 主として、欧州のハイイールド債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 欧州ハイイールド債券型（一部ヘッジ） 主として、欧州のハイイールド債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 欧州ハイイールド債券型（フルヘッジ） 主として、欧州のハイイールド債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 国際ハイイールド債券型（ノーヘッジ） 主として、海外のハイイールド債券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 国際ハイイールド債券型（一部ヘッジ） 主として、海外のハイイールド債券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 国際ハイイールド債券型（フルヘッジ） 主として、海外のハイイールド債券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 その他高利回り債券型（ノーヘッジ）
主として、海外の高利回り債券を投資対象とするファンドで、他の海外債券型の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則
行う）

海外債券型 その他高利回り債券型（一部ヘッジ）
主として、海外の高利回り債券を投資対象とするファンドで、他の海外債券型の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを行
う）

海外債券型 その他高利回り債券型（フルヘッジ）
主として、海外の高利回り債券を投資対象とするファンドで、他の海外債券型の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則
行う）

海外債券型 ハイブリッド証券型（ノーヘッジ） 主として、海外のハイブリッド証券を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 ハイブリッド証券型（一部ヘッジ） 主として、海外のハイブリッド証券を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 ハイブリッド証券型（フルヘッジ） 主として、海外のハイブリッド証券を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 バンクローン型（ノーヘッジ） 主として、海外のバンクローンを投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 バンクローン型（一部ヘッジ） 主として、海外のバンクローンを投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 バンクローン型（フルヘッジ） 主として、海外のバンクローンを投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）
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海外債券型
先進国債券インデックス型（除く日本）（ノーヘッ
ジ）

海外先進国債券のインデックス（日本を含まない）に連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型
先進国債券インデックス型（除く日本）（一部
ヘッジ）

海外先進国債券のインデックス（日本を含まない）に連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型
先進国債券インデックス型（除く日本）（フル
ヘッジ）

海外先進国債券のインデックス（日本を含まない）に連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型
先進国債券インデックス型（含む日本）（ノー
ヘッジ）

海外先進国債券のインデックス（日本を含む）に連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型
先進国債券インデックス型（含む日本）（一部
ヘッジ）

海外先進国債券のインデックス（日本を含む）に連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型
先進国債券インデックス型（含む日本）（フル
ヘッジ）

海外先進国債券のインデックス（日本を含む）に連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 エマージング債券インデックス型（ノーヘッジ） 新興国債券のインデックスに連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 エマージング債券インデックス型（一部ヘッジ） 新興国債券のインデックスに連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 エマージング債券インデックス型（フルヘッジ） 新興国債券のインデックスに連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

海外債券型 その他国際債券インデックス型（ノーヘッジ） 海外債券のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

海外債券型 その他国際債券インデックス型（一部ヘッジ） 海外債券のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを行う）

海外債券型 その他国際債券インデックス型（フルヘッジ） 海外債券のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 ロングショート型 主に株式のロングショート戦略で運用するファンド

代替投資型 その他ヘッジファンド型 ヘッジファンド戦略で運用するファンドのうち、主に株式ロングショート以外の単一戦略で運用するファンド

代替投資型 ヘッジファンド複合戦略型 複数のヘッジファンド戦略を組み合わせて運用するファンド

代替投資型 国内ＲＥＩＴ型 主として、J-REIT（国内不動産投信）を投資対象とするファンド

代替投資型 国際ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、海外先進国複数地域のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 国際ＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、海外先進国複数地域のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 国際ＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、海外先進国複数地域のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 北米ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、北米のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 北米ＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、北米のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 北米ＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、北米のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 欧州ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、欧州のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 欧州ＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、欧州のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 欧州ＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、欧州のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 豪州ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、オーストラリアのREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 豪州ＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、オーストラリアのREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 豪州ＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、オーストラリアのREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 アジア・オセアニアＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、アジアおよびオセアニアのREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 アジア・オセアニアＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、アジアおよびオセアニアのREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 アジア・オセアニアＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、アジアおよびオセアニアのREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 エマージングＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、エマージング地域のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 エマージングＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、エマージング地域のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 エマージングＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、エマージング地域のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 その他ＲＥＩＴ型（ノーヘッジ） 主として、海外のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 その他ＲＥＩＴ型（一部ヘッジ） 主として、海外のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 その他ＲＥＩＴ型（フルヘッジ） 主として、海外のREIT（不動産投信）を投資対象とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 コモディティ型 主として、コモディティ（商品）を投資対象とするファンド

代替投資型 代替投資複合型 複数の代替投資戦略・資産を組み合わせて運用するファンド

代替投資型 ＭＬＰ型（ノーヘッジ） 主として、海外のMLP（エネルギー事業を主な対象とする共同投資事業形態）を投資対象とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 ＭＬＰ型（一部ヘッジ） 主として、海外のMLP（エネルギー事業を主な対象とする共同投資事業形態）を投資対象とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 ＭＬＰ型（フルヘッジ） 主として、海外のMLP（エネルギー事業を主な対象とする共同投資事業形態）を投資対象とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 国内ＲＥＩＴインデックス型 国内REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンド
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代替投資型 先進国ＲＥＩＴインデックス型（ノーヘッジ） 海外先進国REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンド（為替ヘッジは原則行わない）

代替投資型 先進国ＲＥＩＴインデックス型（一部ヘッジ） 海外先進国REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンド（一部為替ヘッジを行う）

代替投資型 先進国ＲＥＩＴインデックス型（フルヘッジ） 海外先進国REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンド（為替フルヘッジを原則行う）

代替投資型 その他ＲＥＩＴインデックス型（ノーヘッジ）
海外REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替ヘッジは原
則行わない）

代替投資型 その他ＲＥＩＴインデックス型（一部ヘッジ）
海外REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（一部為替ヘッジを
行う）

代替投資型 その他ＲＥＩＴインデックス型（フルヘッジ）
海外REIT（不動産投信）のインデックスに連動することを目標とするファンドで上記の分類に当てはまらないファンド（為替フルヘッジを
原則行う）

代替投資型 その他代替投資型 代替投資型ファンドのうち、上記の分類に当てはまらないファンド

バランス型 バランス型（債券中心）
株式・債券等の複数資産を投資対象とし、基本的に決められた資産配分で運用するファンドの内、主に株式・ＲＥＩＴの実質組入比率
が３０％以下のもの

バランス型 バランス型（標準）
株式・債券等の複数資産を投資対象とし、基本的に決められた資産配分で運用するファンドの内、主に株式・ＲＥＩＴの実質組入比率
が３０％超かつ６０％以下のもの

バランス型 バランス型（株式・ＲＥＩＴ中心）
株式・債券等の複数資産を投資対象とし、基本的に決められた資産配分で運用するファンドの内、主に株式・ＲＥＩＴの実質組入比率
が６０％超のもの

バランス型 ターゲットデート（～2020）型 西暦2020年までの期間をターゲットとするターゲットデート型ファンド

バランス型 ターゲットデート（2021～2030）型 西暦2021年～2030年までの期間をターゲットとするターゲットデート型ファンド

バランス型 ターゲットデート（2031～2040）型 西暦2031年～2040年までの期間をターゲットとするターゲットデート型ファンド

バランス型 ターゲットデート（2041～2050）型 西暦2041年～2050年までの期間をターゲットとするターゲットデート型ファンド

バランス型 ターゲットデート（2051～2060）型 西暦2051年～2060年までの期間をターゲットとするターゲットデート型ファンド

バランス型 ターゲットデート（2061～2070）型 西暦2061年～2070年までの期間をターゲットとするターゲットデート型ファンド

バランス型 その他国内外バランス型 株式・債券等の複数資産を投資対象とし、他のバランス型の分類に当てはまらないファンド

バランス型 バランス比率変動型（債券中心）
株式・債券等の複数資産を投資対象とし、機動的な資産配分変更を行うファンドの内、主に株式・ＲＥＩＴの実質組入比率が３０％以下
のもの

バランス型 バランス比率変動型（標準）
株式・債券等の複数資産を投資対象とし、機動的な資産配分変更を行うファンドの内、主に株式・ＲＥＩＴの実質組入比率が３０％超か
つ６０％以下のもの

バランス型 バランス比率変動型（株式・ＲＥＩＴ中心）
株式・債券等の複数資産を投資対象とし、機動的な資産配分変更を行うファンドの内、主に株式・ＲＥＩＴの実質組入比率が６０％超の
もの

バランス型 レバレッジバランス型 株式・債券等の複数資産を投資対象とするファンドの内、株式・債券等の実質組入比率の上限が１００％超のもの

派生商品型 国内転換社債型 主として、国内の転換社債を投資対象とするファンド

派生商品型 海外転換社債型 主として、海外の転換社債を投資対象とするファンド

派生商品型 国内株派生型 国内株式を原資産とする派生商品で運用するファンド

派生商品型 海外株派生型 海外株式を原資産とする派生商品で運用するファンド

派生商品型 債券派生型 内外債券を原資産とする派生商品で運用するファンド

派生商品型 為替派生型 為替を原資産とする派生商品で運用するファンド

派生商品型 その他派生型 派生商品で運用するファンドで上記の分類に当てはまらないファンド

通貨選択型 国内株通貨選択型 国内株式を投資対象とする通貨選択型ファンド（円コースを除く）

通貨選択型 海外株通貨選択型 海外株式を投資対象とする通貨選択型ファンド（投資対象地域と通貨が同一の場合を除く）

通貨選択型 国際債券通貨選択型 海外債券を投資対象とする通貨選択型ファンド（投資対象地域と通貨が同一の場合を除く）

通貨選択型 高利回り債券通貨選択型 海外の高利回り債券を投資対象とする通貨選択型ファンド（投資対象地域と通貨が同一の場合を除く）

通貨選択型 ＲＥＩＴ通貨選択型 REIT（不動産投信）を投資対象とする通貨選択型ファンド（投資対象地域と通貨が同一の場合を除く）

通貨選択型 その他通貨選択型 通貨選択型ファンドのうち上記の分類に当てはまらないファンド（投資対象地域と通貨が同一の場合を除く）
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