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当金庫が、お客様の投資に関する知識や経験、資産の状況、および投資目的等に応じて適切なご説明
やご案内をさせていただくために、お客様には、個別の取引とは別に、基本的な投資目的等を、初回ご
相談時等にご申告いただいております。

当金庫が把握しているお客様の情報を、最新の内容に整備するため、お客様には、定期的にご確認を
お願いしております。
当金庫が定期的に作成する【取引残高報告書】の中の【お客様　ご確認シート】に投資目的および資金性
格を記載しておりますので、お受け取りの際にはご確認いただき、変更等がございましたら、お取引店ま
でご連絡ください。

また、当金庫は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データが正確かつ最新の内容に保た
れるように努めております。お名前、ご住所等、当金庫へのお届出事項に変更がございましたら、お取引
店までご連絡ください。

●投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動
します。また、投資元本および収益金は保証されておりません。

●投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信
託報酬」および「その他の費用（監査報酬等）」などがかかります。これらの費用は各ファンドにより異なり、運
用状況等により変動します。各商品の【交付目論見書】および【目論見書補完書面】にてご確認ください。

●投資信託は預金保険の対象ではありません。また、当金庫で扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではあ
りません。

●投資信託は預金ではなく、元本の保証はされていません。

●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客様に帰属します。

●投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。

●投資信託をご購入の際には、必ず【交付目論見書】および【目論見書補完書面】をご確認のうえ、ご自身でご
判断下さい。【交付目論見書】および【目論見書補完書面】は、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しており
ます。ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、電子交付となります。

●投資信託のお取引には、クーリング・オフは適用されません。

●本資料は、2021年10月1日現在の取扱ファンドについて、各ファンドの運用会社が公表している資料等
に基づいて作成しております。今後、取扱ファンドの変更または投資信託約款の改正等により、内容等が変
更になる可能性があります。

投資信託に関するお問合わせ先

登録金融機関

北陸ろうきん営業店への
ご相談予約はこちらから

お客様情報のご登録内容をご確認ください

投資信託についてのご注意

北陸財務局長（登金）第３６号　北陸労働金庫

IB投信専用ヘルプデスク
０１２０－６０９－２２０

コールサービス時間
平日：9：00～17 :00（土日祝日休業）

2021.10.1
21-ESI-138
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資産運用は、一般的に高いリターンを期待するとリスク（リターンの変動幅）が大きくなり、リスクを低く抑
えるとリターンも低くなります。
保有する資産を「コア（中核）部分」と「サテライト（衛星）部分」に分けて、バランスよく組み合わせて運用す
る「コア・サテライト戦略」は、資産全体の運用効率を引き上げることを目指す運用手法です。
安定性を重視する「コア」をベースとして、必要に応じて、収益性を重視する「サテライト」をプラスして、「コ
ア」と「サテライト」をバランスよく組み合わせることにより、資産全体としてのリスクを抑えながら、比較的
高いリターンの確保を目指しませんか。

一般的な長期の傾向として、
地域は、国内 → 先進国 → 新興国の順に、
資産は、債券 → 株式 → REITの順に
リスクとリターンが高くなっていますが、
ファンドによって異なる場合があります。

◆投資対象別の主なリスク
資産 国内・海外共通 海外
債券 金利 信用 カントリー 為替

株式 価格変動 信用 カントリー 為替

REIT 価格変動 カントリー 為替

投資対象によって値動きが異なるため、一つの地域・
資産に投資するよりも複数の地域・資産に分散投資
することにより、リスクを抑えることが期待できます。

投資目的
1   収益性は低くても、安定した利回り・分配金を重視する。
2   リスクを相対的に小さくし、安定した利回り・分配金を重視する。
3   相応のリスクはあっても、値上り益と分配金の両方を重視する。
4   リスクは大きくても、値上り益や分配金を追求する。
5   リスクは大きくても、より積極的な値上り益などの収益を追求する。大

小
リ
ス
ク

リ
タ
ー
ン

当金庫では、お客様のご投資
の目的に応じた区分を5段階
に設定しています。
投資目的によって、リスク許容
度が変わり、選ぶファンドも異
なります。

投資目的を確認しましょう。1

投資信託のリスクやリターンの大きさは
様々であり、その投資信託が何を投資
対象としているかによって異なります。

投資対象を選びましょう。2

●長期でじっくりと安定的に運用
●リスクは相対的に低め
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●積極的な運用でリターンの上乗せを期待
●リスクは相対的に高め
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バランス

国内・海外（先進国・新興国）

債券・株式・REIT（不動産投資信託）

地　域

資　産

（先進国・新興国）
地域
分散

（不動産投資信託）
資産
分散

コア・サテライト戦略で資産運用

ファンドの選び方
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ロボット・アドバイザー

１月 ２月 ３月 ４月 ５月
購入額 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

基準価額 10,000 8,000 11,000 9,000 12,000

購入口数 10,000 12,500 9,091 11,111 8,333

平均購入単価 10,000 8,889 9,496 9,367 9,797

ファンドの運用状況・コスト（購入時手数料・信託報
酬）・純資産総額をポイントとして、ファンドを選びま
しょう。

ファンドを選びましょう。4

決算回数を選びましょう。3

中長期的な資産成長を
重視したい。

定期的な分配金受取りを
重視したい。資産成長型 毎月分配型

購入方法を選びましょう。5

当金庫のWebサイトの「ファンド情報」や運用会社の
Webサイトから各種情報を確認することができます。
＊ファンドの目的・特色・リスク等については、「投資信託説明書
（交付目論見書）」を確認しましょう。

毎回、同じ金額を投資しても、購入する時期が異なり、
基準価額が変動するため、購入できる口数が異なりま
す。これを長い目でみると、平均の購入単価をならすこ
とができます。
＊値動きの状況によっては、積立の効果が出ない場合もあります
ので、ご注意ください。

定期的に一定額でファンドを少しずつ購入し、コツコツと資産を育てていきます。

●毎月、コツコツ積立したい。
● 投資のタイミングを
分散したい。

定時定額
買付

●まとまった資金で運用したい。
● タイミングをみて
購入したい。

一括買付

毎月5,000円から 定期的に購入 時間分散

定時定額

時間
分散

（円）

5月4月3月2月1月0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
10,000
口

12,500
口

9,091
口

11,111
口

8,333
口

10,000円

8,000円

基準価額が高いときは、購入口数を少なく

毎月10,000円購入した場合（例）

基準価額が低いときは、購入口数を多く

11,000円
9,000円

12,000円

積立投資

資産配分については、ロボット・アドバイザー（ロボアド）も活用して
みませんか。
当金庫のWebサイトにて、5問程度の簡単な質問に答えると、ロボ
アドがお客様に最適な資産配分をご提案しますので、分散投資の参
考にもできます。

Type A 728px 90px

Type B 160px 60px Type D 336px 280px

Type C 320px 50px

Type E 768px 100px

購
入
の
流
れ
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販売
チャネル

投資
目的 投資対象 運用会社 　ファンド名称 決算回数

／年
購入時手数料
（税込）

信託報酬
／年（税込）

信託財産
留保額 特　　色

店頭
・
ネット

2

海外債券

日興 高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）
毎月分配型（愛称：73（しちさん）） 12回 1.65％

実質
0.9306％
程度

0
日本を含む先進国の高格付ソブリン債券を主要投資対象とし、インカム収益の
確保と信託財産の成長を目指します。原則として、純資産の70％程度に対して
為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。

三井住友ＤＳ コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型/１年決算型）
（愛称：泰平航路１年決算型） 1回 2.2％ 1.089％ 0.15％

米ドル建投資適格社債等を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定的な収益
の確保を目指します。投資対象とする債券は、A格相当以上を中心とし、業種配
分等にも考慮します。

3

三菱ＵＦＪ国際 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 12回 1.1％ 1.375％ 0.5％
先進主要国の国債や政府機関債などを主要投資対象とし、高水準かつ安定的な
インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。金利・為替見通しに基づ
く運用戦略を行います。

三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン 
（年1回決算型）（愛称：花こよみ年1） 1回 1.1％ 1.21％ 0 世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に投

資することにより、利子収益の獲得を目指します。

バランス

東京海上 東京海上・円資産バランスファンド
（年１回決算型）（愛称：円奏会） 1回 1.1％ 0.924％ 0

国内債券、国内株式、国内リートを投資対象とし、通常の状態では標準組み入れ比率を維
持するが、市場が大きく変動した場合でも、基準価額の変動リスクが、3％程度以下にな
るように、株式とリートの比率を調整することで、ファンド全体のリスクを抑えています。

東京海上 東京海上・世界資産バランスファンド（年1回決算型）
（愛称：円奏会ワールド （年1回決算型）） 1回 1.65％ 0.99% 0

海外債券70％、海外株式15％、海外REIT15％を基本配分として分散投資する
が株式とREITの配分比率の引き下げにより、基準価額の変動リスクを年率3％
程度に抑制し、守りながら増やす運用を行います。

日興 財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型 12回 2.2％ 1.045％ 0.3％

不動産・債券・株式を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目
指します。各資産の組入比率は、不動産等25％、債券50％、日本株式25％とし
ます。

日興 世界の財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型 12回 1.65％ 1.045％ 0.2％

国内外の不動産・債券・株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期
的な信託財産の成長を目指します。各資産の組入比率は、純資産総額の6分の1
ずつとします。

日興 ファイン・ブレンド（毎月分配型） 12回 2.2％
実質

1.47175％
以内

0
日本国債・海外債券・グローバル株式・グローバルREIT・金を主要投資対象とし、
基準価額の変動を抑えながら収益の獲得を目指します。各資産の基準価額への
影響度合いが概ね均等になるような資産配分戦略を用います。

三菱ＵＦＪ国際 トレンド・アロケーション・オープン 1回 1.65％
実質

1.183％
程度

0
世界各国の株式・債券・REIT等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指しま
す。市場環境に応じて機動的な資産配分を行い、外貨建資産については、為替
ヘッジを行います。

野村 野村ターゲットインカムファンド（年3％目標分配型）
（愛称：マイ・ロングライフ） 6回 2.2％ 1.0175％ 0.2％

世界各国の債券等および世界各国の株式等を投資対象とする投資信託証券に
投資します。また、世界各国の不動産投資信託証券（REIT）および企業向け貸付
債権（バンクローン）を投資対象とする場合があります。

野村 野村ターゲットインカムファンド（年6％目標払出型）
（愛称：マイ・ロングライフ） 6回 2.2％ 1.0175% 0.2％

退職者層を前提に、年率3％程度の利回り確保を目指し、各期の目標分配額が目
標分配額決定時点の基準価額の年率6％程度となるよう、公的年金の支払われ
ない奇数月に隔月分配を行うことを目指します。

野村 のむラップ・ファンド（保守型） 1回 1.1％ 1.188% 0.3％
国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国（日本を含む）のREITを投資対象とし
ます。国内債券を中心とした債券への投資比率を高め、安定した収益の確保と
信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。

野村 のむラップ・ファンド（普通型） 1回 1.1％ 1.353% 0.3％
国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国（日本を含む）のREITを投資対象とし
ます。内外株式、REITの投資比率を高め、信託財産の成長と安定した収益の確
保を図ることを目的として運用を行います。

4 野村 のむラップ・ファンド（積極型） 1回 1.1％ 1.518% 0.3％
国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国（日本を含む）のREITを投資対象とし
ます。外国株式への投資比率を高め、信託財産の成長を図ることを目的として
積極的な運用を行います。
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ずつとします。

日興 ファイン・ブレンド（毎月分配型） 12回 2.2％
実質

1.47175％
以内

0
日本国債・海外債券・グローバル株式・グローバルREIT・金を主要投資対象とし、
基準価額の変動を抑えながら収益の獲得を目指します。各資産の基準価額への
影響度合いが概ね均等になるような資産配分戦略を用います。

三菱ＵＦＪ国際 トレンド・アロケーション・オープン 1回 1.65％
実質

1.183％
程度

0
世界各国の株式・債券・REIT等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指しま
す。市場環境に応じて機動的な資産配分を行い、外貨建資産については、為替
ヘッジを行います。

野村 野村ターゲットインカムファンド（年3％目標分配型）
（愛称：マイ・ロングライフ） 6回 2.2％ 1.0175％ 0.2％

世界各国の債券等および世界各国の株式等を投資対象とする投資信託証券に
投資します。また、世界各国の不動産投資信託証券（REIT）および企業向け貸付
債権（バンクローン）を投資対象とする場合があります。

野村 野村ターゲットインカムファンド（年6％目標払出型）
（愛称：マイ・ロングライフ） 6回 2.2％ 1.0175% 0.2％

退職者層を前提に、年率3％程度の利回り確保を目指し、各期の目標分配額が目
標分配額決定時点の基準価額の年率6％程度となるよう、公的年金の支払われ
ない奇数月に隔月分配を行うことを目指します。

野村 のむラップ・ファンド（保守型） 1回 1.1％ 1.188% 0.3％
国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国（日本を含む）のREITを投資対象とし
ます。国内債券を中心とした債券への投資比率を高め、安定した収益の確保と
信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。

野村 のむラップ・ファンド（普通型） 1回 1.1％ 1.353% 0.3％
国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国（日本を含む）のREITを投資対象とし
ます。内外株式、REITの投資比率を高め、信託財産の成長と安定した収益の確
保を図ることを目的として運用を行います。

4 野村 のむラップ・ファンド（積極型） 1回 1.1％ 1.518% 0.3％
国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国（日本を含む）のREITを投資対象とし
ます。外国株式への投資比率を高め、信託財産の成長を図ることを目的として
積極的な運用を行います。
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ＥＳＧ関連

朝日ライフ 朝日ライフＳＲＩ社会貢献ファンド
（愛称：あすのはね） 1回 3.3％ 1.958％ 0.3％

国内の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。ビジネス
を通じて、社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資し
ます。信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。

SOMPO 損保ジャパン・グリーン・オープン
 （愛称：ぶなの森） 1回 3.3％ 1.65％ 0.3％

日本の上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）を上回る運用成果
を目指します。環境問題への取組状況と投資価値を分析し、評価の高い銘柄に
投資します。

明治安田 明治安田女性活躍推進ファンド 2回 3.3％ 1.463％ 0
国内の上場株式を主要投資対象とします。「女性活躍推進に優れた企業」・「女性活
躍推進を強化している企業」・「女性の活躍を後押しする商品・サービスを提供して
いる企業」に着目し、「女性活躍推進」に貢献すると判断される企業に投資します。

ニッセイ ニッセイ健康応援ファンド 1回 2.2％ 1.6115％ 0
国内の健康関連産業に属する企業の株式を主要投資とします。健康への貢献につ
ながる企業理念・哲学をもつ企業を”健康応援企業”として選定し、中長期にわたり
成長が期待される銘柄に厳選投資して、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ニッセイ ニッセイSDGｓグローバル・セレクトファンド
（資産成長型・為替ヘッジなし） 1回 2.2％ 1.584％ 0

SDGｓ達成に関連した事業を展開する企業の中から、株価上昇が期待される銘柄
を厳選し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。原則と
して対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。

国内株式

三井住友ＤＳ げんき１００年ライフ株式ファンド 2回 2.2％ 1.573％ 0.15％
日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業
育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行います。中長
期的にTOPIX（東証株価指数、配当込み）を上回る投資成果を目指して運用します。

大和 ダイワ好配当日本株投信
（愛称：季節点描） 4回 3.3％ 1.375％ 0

日本の上場株式に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得を目指
します。成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄
を選定します。

海外株式

AM-One グローバルハイクオリティ成長株式ファンド
（為替ヘッジなし）（愛称：未来の世界） 1回 3.3％ 1.87％ 0.3％ 主として世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に実質的に投

資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

野村 グローバル・バリュー・オープン 2回 3.3％ 1.672％ 0.3％
内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う
ことを基本とします。バリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチにより優
良銘柄を厳選します。

三菱ＵＦＪ国際 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 
 （愛称：健次） 2回 2.75％ 2.42％ 0.3％ 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とし

ます。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。

三菱ＵＦＪ国際 ワールド・ビューティー・オープン
（為替ヘッジなし） 2回 2.2％ 1.804％ 0

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式を投資対象とし、
株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を
考慮して、銘柄選定を行います。

日興 インデックスファンドNASDAQ100 1回 2.2％ 0.484% 0 NASDAQ100指数（円換算ベース）（米ドルベースをもとに算出）に連動する投
資成果を目指して運用を行います。

ＲＥＩＴ

日興 インデックスファンドＪリート 12回 1.65％ 0.715％ 0.3％ 東京証券取引所に上場しているJ-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数（配
当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

AM-One DIAMワールド・リート・インカム・オープン
（毎月決算コース）（愛称：世界家主倶楽部） 12回 2.2％ 1.738％ 0.3％ 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較

的高い配当利回りの安定的な獲得を目指します。

大和 ダイワ・US-REIT・オープン
（年１回決算型）為替ヘッジなし 1回 2.75％ 1.606％ 0

米国のREITを主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の
成長を目指します。FTSE　NAREITエクイティREIT・インデックス（配当金込み/
米ドルベース指数）を中長期的に上回ることを目指して運用を行います。

大和 ダイワ・US-REIT・オープン
（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） 12回 2.75％ 1.672％ 0

米国のREITを主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の
成長を目指します。FTSE　NAREITエクイティREIT・インデックス（配当金込み/
米ドルベース指数）を中長期的に上回ることを目指して運用を行います。

5 海外株式 三井住友ＤＳ 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
（愛称：椰子の実） 12回 3.3％ 1.738％ 0.3％

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、REIT等を主要投資対
象とし、配当収益の確保と安定した成長を目指します。銘柄選定にあたっては、
配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組入れます
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ＥＳＧ関連

朝日ライフ 朝日ライフＳＲＩ社会貢献ファンド
（愛称：あすのはね） 1回 3.3％ 1.958％ 0.3％

国内の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。ビジネス
を通じて、社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資し
ます。信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。

SOMPO 損保ジャパン・グリーン・オープン
 （愛称：ぶなの森） 1回 3.3％ 1.65％ 0.3％

日本の上場株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）を上回る運用成果
を目指します。環境問題への取組状況と投資価値を分析し、評価の高い銘柄に
投資します。

明治安田 明治安田女性活躍推進ファンド 2回 3.3％ 1.463％ 0
国内の上場株式を主要投資対象とします。「女性活躍推進に優れた企業」・「女性活
躍推進を強化している企業」・「女性の活躍を後押しする商品・サービスを提供して
いる企業」に着目し、「女性活躍推進」に貢献すると判断される企業に投資します。

ニッセイ ニッセイ健康応援ファンド 1回 2.2％ 1.6115％ 0
国内の健康関連産業に属する企業の株式を主要投資とします。健康への貢献につ
ながる企業理念・哲学をもつ企業を”健康応援企業”として選定し、中長期にわたり
成長が期待される銘柄に厳選投資して、信託財産の中長期的な成長を目指します。

ニッセイ ニッセイSDGｓグローバル・セレクトファンド
（資産成長型・為替ヘッジなし） 1回 2.2％ 1.584％ 0

SDGｓ達成に関連した事業を展開する企業の中から、株価上昇が期待される銘柄
を厳選し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。原則と
して対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。

国内株式

三井住友ＤＳ げんき１００年ライフ株式ファンド 2回 2.2％ 1.573％ 0.15％
日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業
育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行います。中長
期的にTOPIX（東証株価指数、配当込み）を上回る投資成果を目指して運用します。

大和 ダイワ好配当日本株投信
（愛称：季節点描） 4回 3.3％ 1.375％ 0

日本の上場株式に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得を目指
します。成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄
を選定します。

海外株式

AM-One グローバルハイクオリティ成長株式ファンド
（為替ヘッジなし）（愛称：未来の世界） 1回 3.3％ 1.87％ 0.3％ 主として世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）に実質的に投

資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

野村 グローバル・バリュー・オープン 2回 3.3％ 1.672％ 0.3％
内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う
ことを基本とします。バリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチにより優
良銘柄を厳選します。

三菱ＵＦＪ国際 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 
 （愛称：健次） 2回 2.75％ 2.42％ 0.3％ 世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とし

ます。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。

三菱ＵＦＪ国際 ワールド・ビューティー・オープン
（為替ヘッジなし） 2回 2.2％ 1.804％ 0

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式を投資対象とし、
株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を
考慮して、銘柄選定を行います。

日興 インデックスファンドNASDAQ100 1回 2.2％ 0.484% 0 NASDAQ100指数（円換算ベース）（米ドルベースをもとに算出）に連動する投
資成果を目指して運用を行います。

ＲＥＩＴ

日興 インデックスファンドＪリート 12回 1.65％ 0.715％ 0.3％ 東京証券取引所に上場しているJ-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数（配
当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

AM-One DIAMワールド・リート・インカム・オープン
（毎月決算コース）（愛称：世界家主倶楽部） 12回 2.2％ 1.738％ 0.3％ 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較

的高い配当利回りの安定的な獲得を目指します。

大和 ダイワ・US-REIT・オープン
（年１回決算型）為替ヘッジなし 1回 2.75％ 1.606％ 0

米国のREITを主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の
成長を目指します。FTSE　NAREITエクイティREIT・インデックス（配当金込み/
米ドルベース指数）を中長期的に上回ることを目指して運用を行います。

大和 ダイワ・US-REIT・オープン
（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし） 12回 2.75％ 1.672％ 0

米国のREITを主要投資対象とし、配当利回りを重視した運用により信託財産の
成長を目指します。FTSE　NAREITエクイティREIT・インデックス（配当金込み/
米ドルベース指数）を中長期的に上回ることを目指して運用を行います。

5 海外株式 三井住友ＤＳ 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
（愛称：椰子の実） 12回 3.3％ 1.738％ 0.3％

日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、REIT等を主要投資対
象とし、配当収益の確保と安定した成長を目指します。銘柄選定にあたっては、
配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組入れます
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ネット

3

バランス

三菱ＵＦＪ国際 つみたて８資産均等バランス

1回 0

0.242％ 0 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動き
に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー） 0.55％ 0
日本を含む世界各国（新興国を除く）の株式、公社債およびREIT市場に投資し、
市場の値動きに連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・
ジャパンが算出する指数（目標リスク水準6％程度）に連動する投資成果を目指
します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー） 0.55％ 0.05％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準9％程度）に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） 0.55％ 0.05％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準12％程度）に連動する投資成果を目指します。

4

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） 0.55％ 0.1％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準16％程度）に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー） 0.55％ 0.1％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準20％程度）に連動する投資成果を目指します。

国内株式
大和 ｉＦｒｅｅ　ＴＯＰＩＸインデックス 0.154％ 0 日本の上場株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し

ます。

AM-One たわらノーロード日経２２５ 0.187％ 0 日本の上場株式に投資し、日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指
します。

海外株式

AM-One たわらノーロード全世界株式 0.132% 0 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）（米ドルベースをもとに算出）に連動する投資成果を目指します。

AM-One たわらノーロード先進国株式 0.10989％ 0 海外の上場株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　NYダウインデックス 0.66％ 0 米国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

野村 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
（愛称：Fundｓ-i外国株式・為替ヘッジ型） 0.605％ 0 海外の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）に連動

する投資成果を目指します。

5 大和 ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス 0.374％ 0 新興国の株式に投資し、FTSE　RAFIエマージング　インデックス（円換算）に
連動する投資成果を目指します。

※つみたてＮＩＳＡの定時定額設定は、店頭でも設定できます。

販売
チャネル

投資
目的 投資対象 運用会社 　ファンド名称 決算回数

／年
購入時手数料
（税込）

信託報酬
／年（税込）

信託財産
留保額 特　　色

店頭

2 国内債券 AM-One 日本債券ファンド 1回 0 0.2695％～
1.2595％ 0

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入比率については、原則とし
て高位を保ちます。

3

海外債券

AM-One DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
（愛称：ハッピークローバー） 12回 1.65％ 1.1％ 0.2％

主高格付資源国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的
な成長を目指します。投資対象は、国債を中心として、AA格以上の格付を取得
し、流動性の高い銘柄とします。

大和 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 12回 2.2％ 1.375％ 0
海外のソブリン債（国債や政府機関債等）を主要投資対象とし、安定した収益の
確保および信託財産の着実な成長を目指します。国債の格付は、取得時におい
てA格相当以上、国債以外の格付はAA格相当以上とします。

日興 世界のサイフ 12回 1.65％
実質

0.96905％
程度

0
世界の短期債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を
目指します。原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等
に投資します。

バランス 野村 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）
（愛称：セッション） 12回 1.65％ 1.21％ 0.15％

世界各国の債券・株式・REITを主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確
保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。これらの資産に概ね7：2：1の
割合を目処にバランス良く分散投資します。

4 国内株式
日興 株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）

毎月分配型（愛称：カブチョファンド） 12回 2.2％
実質

1.7435％
程度

0.3％
日本の株式に投資し、安定した収益分配を行うことを目指します。高配当利回り、
割安、成長、3つの異なる観点から、投資を行い、組入比率は各 ３々分の1を目途
とします。

日興 インデックスファンド２２５ 1回 2.2％ 0.572％以内 0
日本の上場株式に投資し、日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指
します。バーラ日本株モデルに従って、東証一部上場銘柄から200銘柄以上に
投資します。

※店頭専用商品の購入は店頭のみですが、解約は、ネットでもできます。

9

ネット

3

バランス

三菱ＵＦＪ国際 つみたて８資産均等バランス

1回 0

0.242％ 0 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動き
に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー） 0.55％ 0
日本を含む世界各国（新興国を除く）の株式、公社債およびREIT市場に投資し、
市場の値動きに連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・
ジャパンが算出する指数（目標リスク水準6％程度）に連動する投資成果を目指
します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー） 0.55％ 0.05％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準9％程度）に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） 0.55％ 0.05％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準12％程度）に連動する投資成果を目指します。

4

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） 0.55％ 0.1％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準16％程度）に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー） 0.55％ 0.1％
日本を含む世界各国の株式、公社債およびREIT市場に投資し、市場の値動きに
連動する投資成果を目指します。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る指数（目標リスク水準20％程度）に連動する投資成果を目指します。

国内株式
大和 ｉＦｒｅｅ　ＴＯＰＩＸインデックス 0.154％ 0 日本の上場株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し

ます。

AM-One たわらノーロード日経２２５ 0.187％ 0 日本の上場株式に投資し、日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指
します。

海外株式

AM-One たわらノーロード全世界株式 0.132% 0 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）（米ドルベースをもとに算出）に連動する投資成果を目指します。

AM-One たわらノーロード先進国株式 0.10989％ 0 海外の上場株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

三菱ＵＦＪ国際 ｅＭＡＸＩＳ　NYダウインデックス 0.66％ 0 米国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

野村 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
（愛称：Fundｓ-i外国株式・為替ヘッジ型） 0.605％ 0 海外の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）に連動

する投資成果を目指します。

5 大和 ｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス 0.374％ 0 新興国の株式に投資し、FTSE　RAFIエマージング　インデックス（円換算）に
連動する投資成果を目指します。

※つみたてＮＩＳＡの定時定額設定は、店頭でも設定できます。

つ
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て
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象
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販売
チャネル

投資
目的 投資対象 運用会社 　ファンド名称 決算回数

／年
購入時手数料
（税込）

信託報酬
／年（税込）

信託財産
留保額 特　　色

店頭

2 国内債券 AM-One 日本債券ファンド 1回 0 0.2695％～
1.2595％ 0

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。公社債の実質組入比率については、原則とし
て高位を保ちます。

3

海外債券

AM-One DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
（愛称：ハッピークローバー） 12回 1.65％ 1.1％ 0.2％

主高格付資源国の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的
な成長を目指します。投資対象は、国債を中心として、AA格以上の格付を取得
し、流動性の高い銘柄とします。

大和 ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型） 12回 2.2％ 1.375％ 0
海外のソブリン債（国債や政府機関債等）を主要投資対象とし、安定した収益の
確保および信託財産の着実な成長を目指します。国債の格付は、取得時におい
てA格相当以上、国債以外の格付はAA格相当以上とします。

日興 世界のサイフ 12回 1.65％
実質

0.96905％
程度

0
世界の短期債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を
目指します。原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券等
に投資します。

バランス 野村 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）
（愛称：セッション） 12回 1.65％ 1.21％ 0.15％

世界各国の債券・株式・REITを主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確
保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。これらの資産に概ね7：2：1の
割合を目処にバランス良く分散投資します。

4 国内株式
日興 株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）

毎月分配型（愛称：カブチョファンド） 12回 2.2％
実質

1.7435％
程度

0.3％
日本の株式に投資し、安定した収益分配を行うことを目指します。高配当利回り、
割安、成長、3つの異なる観点から、投資を行い、組入比率は各 ３々分の1を目途
とします。

日興 インデックスファンド２２５ 1回 2.2％ 0.572％以内 0
日本の上場株式に投資し、日経平均株価（日経225）に連動する投資成果を目指
します。バーラ日本株モデルに従って、東証一部上場銘柄から200銘柄以上に
投資します。

※店頭専用商品の購入は店頭のみですが、解約は、ネットでもできます。

店
頭
専
用
商
品
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販売
チャネル

投資
目的 投資対象 運用会社 　ファンド名称 決算回数

／年 購入時手数料 信託報酬
／年（税込）

信託財産
留保額 特　　色

ネット

2
国内債券 AM-One たわらノーロード国内債券

1回 0

0.154％ 0 日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。

海外債券

野村 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
（愛称：Funds-i外国債券・為替ヘッジ型） 0.605％ 0 海外の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替

ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

3 AM-One たわらノーロード先進国債券 0.187％内 0 海外の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替
ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

4

大和 ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス 0.242％ 0
新興国通貨建ての債券に投資し、JPモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス-
エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円換算）に連動す
る投資成果を目指します。

国内株式 大和 ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス 0.2145％ 0 東京証券取引所上場株式に投資し、JPX日経インデックス400に連動する投資
成果を目指します。

海外株式 三井住友ＤＳ 三井住友ＤＳ・海外株式ETFファンド
実質1.12％
～1.22％
程度

0
主として、バンガード社が設定・運用するインデックス型の4つの米ドル建て米国
籍外国投資信託に投資し、グローバルな株式市場（除く日本）の動きをとらえる
ことを目指します。

ＲＥＩＴ

AM-One たわらノーロード国内リート 0.275％ 0 日本の上場不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）に連動す
る投資成果を目指します。

AM-One たわらノーロード先進国リート 0.297% 0 日本を除く世界各国のREITに投資し、S&P先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

野村 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
（愛称：Funds-i外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型） 0.605％ 0.3％ 日本を除く世界各国のREITに投資し、S&P先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み、円ヘッジ）に連動する投資成果を目指します。

投信関連用語

目論見書
投資家がファンドを購入するにあたって知っておくべき重要な情報が掲載された
資料です。投信会社が作成し、販売会社を通じて投資家に交付することが義務づ
けされています。

基準価額 一口あたり、現在いくらの価値があるかを表したものです。設定や解約をする場
合の価格としてのほか、個々のファンドの運用成果を判断する際に用います。

分別管理 顧客からお預かりした有価証券や資金などを販売会社や受託銀行の資産と明確
に区分して管理することです。

信託報酬 受益者が、運用期間中に信託財産より日々間接的に負担する費用です。

信託財産留保額
信託期間の途中で換金する場合に、ファンド運用の安定性を高めるのと同時に長
期に保有する受益者との公平性を確保するためのものです。中途解約のために
発生する組入証券の売却手数料等、諸費用をまかなうためにあてられます。

一般コース ファンドの決算期毎の分配金を受け取るコースです。

累投コース（累積投資） 投資信託の決算日に、支払われる分配金を効率的に運用するために、同じファン
ドを無手数料で自動的に購入する方式です。

特定口座

一般口座（特定口座ではない口座、非特定口座ともいう）では、投資家自らが取引
や損益を管理する必要があります。それに対し特定口座では、証券会社や銀行が
「年間取引報告書」を作成してくれます。これを確定申告書に添付して確定申告
することになります。源泉徴収ありの特定口座の場合、納税も代行してくれるた
め、原則として、確定申告が不要になります。
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販売
チャネル

投資
目的 投資対象 運用会社 　ファンド名称 決算回数

／年 購入時手数料 信託報酬
／年（税込）

信託財産
留保額 特　　色

ネット

2
国内債券 AM-One たわらノーロード国内債券

1回 0

0.154％ 0 日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。

海外債券

野村 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
（愛称：Funds-i外国債券・為替ヘッジ型） 0.605％ 0 海外の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替

ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

3 AM-One たわらノーロード先進国債券 0.187％内 0 海外の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替
ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

4

大和 ｉＦｒｅｅ新興国債券インデックス 0.242％ 0
新興国通貨建ての債券に投資し、JPモルガン　ガバメント・ボンド・インデックス-
エマージング・マーケッツ　グローバル　ダイバーシファイド（円換算）に連動す
る投資成果を目指します。

国内株式 大和 ｉＦｒｅｅＪＰＸ日経４００インデックス 0.2145％ 0 東京証券取引所上場株式に投資し、JPX日経インデックス400に連動する投資
成果を目指します。

海外株式 三井住友ＤＳ 三井住友ＤＳ・海外株式ETFファンド
実質1.12％
～1.22％
程度

0
主として、バンガード社が設定・運用するインデックス型の4つの米ドル建て米国
籍外国投資信託に投資し、グローバルな株式市場（除く日本）の動きをとらえる
ことを目指します。

ＲＥＩＴ

AM-One たわらノーロード国内リート 0.275％ 0 日本の上場不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）に連動す
る投資成果を目指します。

AM-One たわらノーロード先進国リート 0.297% 0 日本を除く世界各国のREITに投資し、S&P先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果を目指します。

野村 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
（愛称：Funds-i外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型） 0.605％ 0.3％ 日本を除く世界各国のREITに投資し、S&P先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込

み、円ヘッジ）に連動する投資成果を目指します。

投
信
関
連
用
語

ネ
ッ
ト
専
用
商
品

リスク 将来収益の不確実性（振れ）です。価格変動リスク・金利リスク・信用リスク・インフ
レリスク・カントリーリスク・流動性リスクなどが挙げられます。

為替ヘッジ
一定の為替レートで外貨と円貨を交換する契約を結び為替の変動による損失（為
替リスク）を回避することです。外国投資型投資信託では、為替ヘッジを行うもの
と、行わないものがあります。

インデックスファンド
ファンドの基準価額が、対象とする株価指数と同じ値動きをすることを目指す
ファンドです。ファンドの組入銘柄はインデックスの構成比に合わせて組入れる
ので、ファンドの運用コストは低くなります。株価指数が上昇した時には基準価
額も上がりますが、株価指数が下落した時は、基準価額も下がります。

バリュー投資 その企業の実力に比べ株価が割安と判断される銘柄を選択して投資していく方
法です。

ボトムアップ・アプローチ 個別企業の調査、分析から投資判断を下し、それを積み上げていくポートフォリ
オの構築方法です。
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