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「ファンド情報」の機能のうち、以下の3つについて説明します。 

下記の「目次」でご覧になりたい項目をクリックしてください。 
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【1】 「お気に入りファンド」の使い方 

 
 《ヒント》「お気に入りファンド」にファンドを登録できないときは  

お使いのブラウザの「Cookieの設定」をご確認ください。 

「お気に入りファンド」ではCookieを使用します。ブラウザの設定でCookieを「有

効」にしてご利用ください。Cookieを「無効」にしている場合、「お気に入りファン

ド」にファンドを登録できません。Cookieの設定方法は、ブラウザの種類・バージョ

ンによって異なります。お使いのブラウザのヘルプ等をご参照ください。 

 

1.1. 「お気に入りファンド」の機能 

お客さまが毎日チェックしたいファンド、気になるファンドなどを「お気に入りファンド」に登録できま

す。登録したファンドは、「お気に入りファンド」として一覧表示されます。 

※ 「お気に入りファンド」に登録できるのは、10ファンドまでです。 

 

「お気に入りファンド」を登
録するための「ファンド一
覧」を表示します。 

「比較対象」が2～4ファン
ド「ON」の場合、「ファンド
比較」画面を表示します。 

初期状態では、「お気に入りファンド」は5ファンドまで表
示されます。6ファンド以上登録している場合、このボタン
を押すとすべてのファンドが表示されます。 

が表示されている項目
は、項目名を押すと、昇
順（ ）、降順（ ）で
並べ替えられます。「ファン
ド名▶投信会社」はファン
ド名で並び替えられます。 

投信会社の
Webサイトを開
きます。 

「ファンド詳細情報」
画面を表示します。 

「比較対象」を一括
で「OFF」にします。 

「お気に入りファ
ンド」からファンド
を削除します。 

「ファンド詳細情報」画面を表示します。 
「京銀ダイレクトバンキング」にご登録済み
のお客さまは、ご購入手続きができます。 
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1.2. 「お気に入りファンド」にファンドを登録する 

「お気に入りファンド」にファンドを登録するには、「ファンド一覧」、「ランキング」、または「ファ

ンドをさがす」の検索結果に表示されるファンドリストで、 を押します。 

（1） 「ファンド一覧」から「お気に入りファンド」を登録する 

 

お気に入り登録用の「ファンド
一覧」が表示されます。 
 
『登録』ボタンを押すと、「お気
に入りファンド」にファンドが追加
されます。 
ボタンの代わりに「登録済み」と
表示されます。※1 

 
一度に複数のファンドを登録できます。 
ただし、お気に入りファンドに登録できるファン
ド数は、最大で10ファンドです。 

（注1）今回の登録以前にお気に入りに登録
済みのファンドは、この「ファンド一覧」
には表示されません。 

 
を押します。 

 

登録が終わったら、 

を押します。 

お客さまが登録されたファンドが、 
「お気に入りファンド」に一覧表示され
ます。 
初期状態では、5ファンドまで表示さ
れます。 
6ファンド以上登録された場合、左上

の を押すと、登録されて
いるすべてのファンドが表示されます。 
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（2） 「ランキング」、「ファンドをさがす」から「お気に入りファンド」を登録する 

「ランキング」、「ファンドをさがす」検索結果表示のファンドリストで ボタンを押すと、「お

気に入りファンド」にファンドを登録できます。 

 
 

 

 

『登録』ボタンを押すと、「お気
に入りファンド」にファンドが追加
されます。 
ボタンの代わりに「登録済み」と
表示されます。 
 
一度に複数のファンドを登録で
きます。 
ただし、お気に入りファンドに登
録できるファンド数は、最大で
10ファンドです。 

■ファンドをさがす（検索結果） 

■ランキング 
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【2】 「ランキング」の使い方 

 

 
 

 

「比較対象」が2～4ファン
ド「ON」の場合、「ファンド比
較」画面を表示します。 

投信会社の
Webサイトを開
きます。 

「ファンド詳細情
報」画面を表示し
ます。 

「比較対象」を一括
で「OFF」にします。 

「お気に入りファ
ンド」にファンド
を登録します。 

「ファンド詳細情報」画面を表示します。 
「京銀ダイレクトバンキング」にご登録済み
のお客さまは、ご購入手続きができます。 

「ランキング」の種類を選択してください。 
「ランキング」には、次の5種類があります。 
 ・販売件数 
 ・収益率（1 ヵ月）/（1年）/（3年） 
 ・閲覧回数 
右側に隠れているタブを表示させるには を、左側に
隠れているタブを表示させるには を押してください。 

「ランキング一覧」画面
を表示します。 
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【3】 「ファンドをさがす」の使い方 

3.1. ファンドをさがすには 

この画面でファンドを検索する方法は、次の2種類があります。 

• 投信会社名、ファンド名の一部を入力して検索する 

• キーワードを選択して、ジャンル・テーマ別のファンド一覧を表示する 

または、「詳細検索」画面を表示させて、「累積リターン」や「申込手数料」などの詳細条件からファン

ドをさがすこともできます。 

 
 

 

「ファンド検索-詳細検
索」画面を表示します。 

「全角文字」と「半角英数字」が使用できます。 

検索条件を入力し、 を押してください。 

※ 「ひらがな」と「カタカナ」は区別されません。 

キーワードを選択すると、ジャンル・テーマ
で抽出したファンドリストが表示されます。 
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3.2. 検索結果の使い方 

 

が表示されている項目は、
項目名を押すと、昇順
（ ）、降順（ ）で並べ
替えられます。「ファンド名▶
投信会社」はファンド名で並
び替えられます。 

投信会社のWeb
サイトを開きます。 

「ファンド詳細情報」
画面を表示します。 

「お気に入りファンド」に
ファンドを登録します。 

「ファンド詳細情報」画面を表示します。 
「京銀ダイレクトバンキング」にご登録済み
のお客さまは、ご購入手続きができます。 

「比較対象」が2～4ファン
ド「ON」の場合、「ファンド比
較」画面を表示します。 

「比較対象」を一括
で「OFF」にします。 

検索結果のファンド
数を表示します。 

検索条件を表示します。 
※ 検索条件にひらがなを入力した場
合、カタカナに置き換えられます。 

検索結果は10件ずつ表示され
ます。11件以上ある場合は、 

 でページを移動できます。 

検索結果は、「ジャンル・テーマでさがす」
のキーワードの下に表示されます。 
「検索条件」と「検索結果の件数」も併せ
て表示されます。 
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