
インターネットバンキングでつみたてNISA
　ろうきんの【インターネットバンキング投資信託】は24時間365日（システムメンテナンス時を除く）、スマート
フォンでもパソコンでも、定時定額買付契約のお申込みや残高・取引のご照会ができます。つみたてNISAのお
取引には、便利なインターネットバンキングをご利用ください。

●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、2022年4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。
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2 取引メニューから投資信託を選択
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投資信託についてのご注意

投資信託に関するお問い合わせ先

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）

北陸ろうきん営業店への
ご相談予約はこちらから

登録金融機関　北陸財務局長（登金）第３６号　北陸労働金庫 2022.4.1
21-ＥＳＩ-218

毎月の積立額は3万円ぐらいまでで
資産形成を始めてみたい方

つみたてNISAが向いている方
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信託報酬も低コスト



確定拠出年金つみたてNISA

つみたてNISA＋αのご提案
財形貯蓄つみたてNISA

積立投資のおすすめ

資産分散のおすすめ

定期的に購入し、時間を分散させることによって、投資タイミングによる影響
を受けにくく、まとめて購入するよりも平均購入単価を平準化し安定させるこ
とが期待できます。
分散投資しながら、長く保有することで、リターンが平準化され、安定した運
用成果が期待できます。

値動きの異なる複数の資産に分散して投資すると、1つの資産の値下がりを他の資産の値上がりで
カバーできる場合もあり、全体としてリスクを抑える効果が期待できます。

確定拠出年金（DC）とは？
確定拠出年金（企業型・個人型）は、公的年金

に上乗せして加入できる年金制度です。企業また
は個人が一定の掛け金を設定し、ご自分で運用し
ながら、毎月資産を積み立てていきます。拠出
時・運用中・受取時に税制優遇が受けられます。
原則60歳まで途中引出しができません。

どのような活用方法があるの？
つみたてNISAとDCを併用することで、投資
資金の使途を広げ、現役世代から老後まで、様々
なライフイベントに応じた備えをすることができ
ます。

財形貯蓄とは？
財形貯蓄は、給与天引きで自動積立貯蓄ができ

る勤労者のための制度です。財形住宅と財形年金
については、目的に応じた引出しに限り、元本
550万円までの利息を非課税で引出すことができ
ます。

どのような活用方法があるの？
つみたてNISAと財形貯蓄を併用することで、
資産運用の幅を広げ、現役世代から老後まで、
様々なライフイベントに対する備えをすることが
できます。

■つみたて NISA は、様々な制度・商品と組み合わせて使うことで、多様なライフプラン
に合わせた備えができます。

■ご自分に合った組み合わせで、一歩進んだ資産形成を始めてみませんか？

Q6

Q4 A4

Q5 A5

つみたてNISAとは

つみたてNISAの始め方

誰でも利用できるの？ 国内にお住まいの成人のお客様が1口座のみ開設で
きます。
※2022年開設は20歳以上の方が対象です。（基準日2022年1月1日）
※2023年開設は18歳以上の方が対象です。（基準日2023年1月1日）

毎月5千円から千円単位、ご自分のペースで無理のない金
額から投資できます。毎月3万円、年2回は2万円ずつ増
額すると、年間合計で最大40万円まで購入できます。

長期の積立・分散投資に適した購入時手数料がゼロ円で
信託報酬が低い商品を厳選してラインアップしています。手数料は高いの？

いくらから購入できるの？

Q
A

お得なの？

リスクがあるから不安・・・

お金が必要になったら・・・

つみたてNISAでは、年間40万円まで購入できる投資信
託の売却時の値上がり益と分配時の普通分配金にかかる
税金（20.315％）が非課税になります。
非課税期間は購入した年から最長20年間続きます。総額
では、最大800万円（40万円×20年間）まで非課税で投
資できます。

つみたてNISAは、購入時期が分散されるため、一度に購
入するよりも購入単価を平準化することが期待できます。

値動きの異なる資産への分散投資により、リスクを抑えるこ
とが期待できます。また、長期の投資により、リターンの振
れ幅を小さくすることが期待できます。

いつでも売却できます。

※つみたてNISA口座の開設には、投資信託取引口座のご契約が必要です。
※つみたてNISAとNISAは選択制であり、同一年に両方を利用することはできません。
※つみたてNISAのお申込みにあたっては、【つみたてNISAご利用のご案内】をご確認ください。

非課税口座開設申込み
ろうきんダイレクト（イン
ターネットバンキング）また
は店頭で申込み

ファンドの指定
ろうきんダイレクト（イン
ターネットバンキング）また
は店頭で定時定額買付の
申込み

Q1 A1

Q2 A2

Q3 A3

A6

Q7 A7

非課税期間終了後は？ 特定口座・一般口座に、移管されます。

つみたて開始
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ろうきんのつみたてNISAラインアップ　【バランスファンド】
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バランスファンドは、一つのファンドで値動き
の異なる幅広い資産に分散投資し、大きな損失
を回避し、より安定したパフォーマンスを目指
します。

自動で、リバランス
されます。

投資
目的 分類 主な投資対象 運用

会社 ファンド名称 為替
ヘッジ 投資リスク 特色 信託報酬 /

年（税込）
信託財産
留保額

購入時
手数料

決算回数
/年

３

国際バランス・
安定型

日本を含む世界各国の株
式・公社債（新興国株式、
新興国債券除く）・REIT

三菱
UFJ
国際

eMAXIS 最適化バランス
（マイゴールキーパー）

無し

・価格変動
・為替変動
・信用
・流動性

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る最適化バランス（６％）指数（目標リスク６％
程度）に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。

0.55%

０

０ １回

国際バランス・
安定成長型

日本を含む世界各国（新興
国含む）の株式・公社債・
REIT

eMAXIS 最適化バランス
（マイディフェンダー）

・価格変動
・為替変動
・信用
・流動性
・カントリー

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出す
る最適化バランス（９％）指数（目標リスク９％
程度）に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。

0.05%

国際バランス・
成長型

つみたて8資産均等バランス
各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた
合成ベンチマークに連動する成果を目指して運用
を行います。

0.242％ ０

eMAXIS 最適化バランス
（マイミッドフィルダー）

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出
する最適化バランス（12％）指数（目標リスク
12％程度）に連動する投資成果を目指して運用を
行います。

0.55%

0.05%

４

eMAXIS 最適化バランス
（マイフォワード）

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出
する最適化バランス（16％）指数（目標リスク
16％程度）に連動する投資成果を目指して運用を
行います。

0.1%
eMAXIS 最適化バランス
（マイストライカー）

イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出
する最適化バランス（20％）指数（目標リスク
20％程度）に連動する投資成果を目指して運用を
行います。

＜このページの用語＞

【投資目的】 3　相応のリスクはあっても、値上がり益と分配金の両方を重視する。
 4　リスクは大きくても、値上がり益や分配金を追求する。

【投資リスク】 価 格 変 動　運用資産の市場価額の変動による影響を受ける。
為 替 変 動　為替市場の変動による影響を受ける。
信 用　投資先や取引先などの破綻や債務不履行による影響を受ける。
流 動 性　 市場の流動性が低く、想定より不利な価格での取引や取引自体が行えなくなる場合がある。
カントリー　 投資国・地域固有の政情、経済、自然災害などの事情で市場が想定以上に大きく変動す

ることによる影響を受ける。

【リバランス】  株式・債券・投資信託などの価格が上下することによって当初の配分割合が崩れたら、元のバラン
スに戻すこと。

【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。

【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。

【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。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る。
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ろうきんのつみたてNISAラインアップ　【インデックスファンド】
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インデックスファンドは、ファンド
の基準価額の値動きが指数（イン
デックス）と連動するような運用を
目指します。

値動きが
わかりやすい

投資対象地域が選べる

コストが低い

投資
目的 投資対象 主な投資対象 運用会社 ファンド名称 指数 特色 為替

ヘッジ 投資リスク 信託報酬 /
年（税込）

信託財産
留保額

購入時
手数料

決算回数
/年

４

国内株式 日本の上場株式

大和 iFree TOPIX インデックス TOPIX

対象指数に
連動する投
資成果を目
指して運用
を行います。

・株価変動
・その他 0.154％

０ ０ １回

AM－ONE たわらノーロード日経225 日経225
・株価変動
・信用
・流動性

0.187％

海外株式

グローバル（除く日本）株式

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）

MSCI-KOKUSAI

有り ・株価変動
・為替変動 0.605％

AM－ONE

たわらノーロード先進国株式

無し

・株価変動
・為替変動
・信用
・流動性

0.10989%

グローバル（新興国を含む）株式 たわらノーロード全世界株式 MSCI オール・カントリー・
ワールド・インデックス

・株価変動
・為替変動
・信用
・流動性
・カントリー

0.132％

米国株式 三菱UFJ 国際 eMAXIS NY ダウインデックス ダウ・ジョーンズ工業株価平均
（NYダウ）

・価格変動
・為替変動
・信用
・流動性

0.66％

5 新興国株式 大和 iFree 新興国株式インデックス FTSE　RAFI
エマージングインデックス

・株価変動
・為替変動
・カントリー
・その他

0.374％

＜このページの用語＞

【投資目的】 4　リスクは大きくても、値上がり益や分配金を追求する。 
 5　リスクは大きくても、より積極的な値上がり益などの収益を追求する。

【投資リスク】 価 格 変 動　運用資産の市場価額の変動による影響を受ける。
株 価 変 動　株式への投資は、株価変動の影響を受ける。
為 替 変 動　為替市場の変動による影響を受ける。
信 用　投資先や取引先などの破綻や債務不履行による影響をうける。
流 動 性　 市場の流動性が低く、想定より不利な価格での取引や取引自体が行えなくなる場合がある。
カントリー　 投資国・地域固有の政情、経済、自然災害などの事情で市場が想定以上に大きく変動す

ることによる影響を受ける。

【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。

【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。

【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。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る。




