
 

 

 

 

 

平成２９年１０月２日 

株式会社 中国銀行 

 

つみたてＮＩＳＡの受付・取扱開始および 

つみたてＮＩＳＡ専用商品選定理由公表について 

 

 当行では、平成３０年１月４日（木）の「つみたてＮＩＳＡ」制度開始にともな

い、平成２９年１０月２日（月）より受付を開始します。 

また、商品選定の理由を公表のうえ、平成３０年１月４日（木）より、専用商品

の取扱いを開始します。 

 

１．取扱開始日 

平成２９年１０月２日（月）：口座開設のお申込み受付開始 

平成２９年１１月６日（月）：定期・定額購入サービス（※）受付開始 

平成３０年 １月４日（木）：買付開始 

※投資信託の「定期・定額購入サービス」とは、毎月１万円以上の一定額を定 

 期的に自動購入するつみたて型のサービスです。増額月の設定も可能です。 

 

２.「つみたてＮＩＳＡ」の制度概要 

「つみたてＮＩＳＡ」とは、平成３０年からはじまる新たな少額投資非課税制

度であり、長期運用・資産分散・時間分散により、リスクを低減しながらリター

ンを目指し、お客さまの安定的な資産形成に資する制度です。 

投資初心者をはじめ幅広い年代の方の、安定的な資産形成をサポートする制度

となっており、積立投資を使って、投資をおこなう時間がない方でも、気軽に投

資をはじめることができるしくみになっています。 

なお、制度の詳細は「別紙１」に記載しております。 

 

３．「つみたてＮＩＳＡ」専用商品（３商品） 

商品名 運用会社 

ｅＭＡＸＩＳ  ＴＯＰＩＸ インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信㈱ 

全世界株式インデックス・ファンド  ステート・ストリート・ 

グローバル・アドバイザーズ㈱ 

ＳＭＴ  世界経済インデックス・オープン  三井住友トラスト・アセット 

マネジメント㈱ 

なお、商品内容の詳細につきましては、「別紙２」に記載しております。 

 



４．つみたてＮＩＳＡ商品のおもな選定理由について 

（１）「つみたてＮＩＳＡ」は長期運用・資産分散・時間分散により、投資リス

クを低減しながらリターンを目指す制度であることから、商品選定にあたっ

ては、長期運用と資産分散の観点を重視しました。 

（２）複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく、ひとつの投資信

託商品で分散効果を得ることが期待できる商品を選定しました。 

なお、当行における「投資信託定期・定額購入サービス」では、毎月の積

立金額は、１万円以上となっております。 

 

  各商品の選定理由に関しましては、「別紙３」に記載しております。 

 

以   上 

 



（別紙１） 

「つみたてＮＩＳＡ」の制度概要について 

 

 つみたてＮＩＳＡ  【ご参考】ＮＩＳＡ  

対象者  ２０歳以上の居住者等  

非課税期間  最長２０年間  最長５年間  

非課税対象  

長期の積立・分散投資  
に適した株式投資信託の  

売却益や分配金  
（つみたてＮＩＳＡ専用商品

のみに限ります。）  

公募株式投資信託等の  
売却益や分配金  

金融機関変更  
（各年ごとに）変更可能  

「つみたてＮＩＳＡ」と「ＮＩＳＡ」は選択制であり、  
同一年での併用はできません。  

非課税  
投資額  

年間   ４０万円  １２０万円  

累積  ８００万円  ６００万円  

買付方法  定期・定額購入サービス  通常の買付  
定期・定額購入サービス  

インターネット・  
モバイルバンキン

グサービス  

ご利用いただけません。  
（解約のみ可）  ご利用いただけます。  

 



（別紙２） 

「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の詳細について 

ファンド名 
eMAXIS TOPIX 
インデックス  

全世界株式インデック

ス・ファンド 

SMT 世界経済インデ
ックス・オープン 

主な投資対象 国内株式 
日本を含む世界各国の 

株式 

日本を含む世界各国の 

株式、債券 

種  類 
追加型投信/国内/ 

株式/インデックス型 

追加型投信/内外/ 

株式/インデックス型 

追加型投信/内外/ 

資産複合 

委託会社 三菱 UFJ 国際投信(株) 
ステート・ストリート・

グローバル・ 

アドバイザーズ(株) 

三井住友トラスト・アセ

ットマネジメント(株) 

受託会社 
三菱 UFJ 信託 
銀行(株) 

三井住友信託 

銀行(株) 

三井住友信託 

銀行(株) 

信託期間 無期限 無期限 無期限 

決算日 年 1 回 1 月 26 日 年 1 回 11 月 30 日 年 1 回 6 月 10 日 

申込価額 
買付申込日の 

基準価額 

買付申込日の 

翌営業日の基準価額 

買付申込日の 

翌営業日の基準価額 

販  売 いつでも可 

いつでも可 

（買付申込日が米国、英

国、香港、シンガポール

いずれかの取引所または

銀行の休業日、またはフ

ランスおよびドイツの両

国の取引所もしくは銀行

の休業日を除く） 

いつでも可 

（買付申込日がニューヨ

ーク・ロンドンの証券取

引所および銀行休業日を

除く） 

販売手数料 なし なし なし 

運用管理費用 

（信託報酬） 

年率 0.432％ 

（税込) 

年率 0.5184％ 

（税込) 

年率 0.54％ 

（税込) 

換  金 いつでも可 

いつでも可 

（換金申込日が米国、英

国、香港、シンガポール

いずれかの取引所または

銀行の休業日、またはフ

ランスおよびドイツの両

国の取引所もしくは銀行

の休業日を除く） 

いつでも可 

（換金申込日がニューヨ

ーク・ロンドンの証券取

引所および銀行休業日を

除く） 

解約手数料 ございません ございません ございません 

信託財産 

留保額 
ございません 

解約請求受付日の翌営業

日の基準価額の 0.3％ 

解約請求受付日の翌営業

日の基準価額の 0.1％ 

解約代金の 

支払開始日 

解約請求受付日から起算

して 4 営業日目 

解約請求受付日から起算

して 8 営業日目 

解約請求受付日から起算

して 6 営業日目 

分配金 
（分配金再投資コース） 

決算日の翌営業日に自動

的に再投資します 

（分配金再投資コース） 

決算日の翌営業日に自動

的に再投資します 

（分配金再投資コース） 

決算日の翌営業日に自動

的に再投資します 

 



（別紙３） 

各商品の選定理由について 

 
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸ インデックス 

●TOPIX（東証株価指数）は東京証券取引所一部上場の全銘柄（約２，００
０銘柄）に投資しており、２２５銘柄に投資する日経平均株価指数と比べ

て、この商品１つで身近な国内株式の分散投資が完結できます。 

●日本株式は短期的には上昇と下落を繰返しながらも、長期的には日本経済の

成長とともに上昇していることから、時間を分散しながら長期にわたり保有

するメリットが高い投資対象です。 

●業種別配分についても、時価総額の変動により中長期で自動的にリバランス

（調整）されることから、投資初心者の方から経験豊富な方まで幅広く保有

していただける商品であると考えています。 

 

 

全世界株式インデックス・ファンド 

●日本・新興国を含む世界約５０か国、２，０００銘柄以上の株式に投資し、

この商品１つで世界株式の分散投資が完結できます。 

●世界株式は短期的には上昇と下落を繰返しながらも、長期的には世界経済の

成長とともに上昇していることから、時間を分散しながら長期にわたり保有

するメリットが高い投資対象です。 

●業種別・国別配分についても、時価総額の変動により中長期で自動的にリバ

ランスされることから、投資初心者の方から経験豊富な方まで幅広く保有し

ていただける商品であると考えています。 

 
 
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 

●世界（先進国(日本を含む)・新興国）の様々な地域の株式と債券に投資しま

す。 

●投資資産の割合は株式と債券に半分ずつ、投資地域はＧＤＰ（経済規模）の

変化に応じて、年１回見直しをします。 

●株式や債券は値動きの特性は異なりますが、長期的には世界経済の成長とと

もに上昇しています。 

●各国のＧＤＰの成長や割合に応じて、資産配分が定期的に自動でリバランス

されます。資産と地域の組合せで４資産均等分散や８資産均等分散とする場

合に比べて、ＧＤＰ比に応じた地域配分とすることで、中長期での世界経済

の変動に対応可能な仕組みとなっており、投資初心者の方から経験豊富な方

まで幅広く保有していただける商品であると考えています。 

 



 

●投資信託の特徴
・多くの人から託された資金を１つにまとめて専門家が運用し、さまざま 
  なタイプの商品に少額から分散投資できます。 
・投資信託には、主に公社債や短期金融商品で運用する公社債投資信託と、 
  主に債券や株式などで運用する株式投資信託があります。 
・「投資信託定期・定額購入サービス」は手軽で計画的。月々１万円から 
  始められる投資信託の積立です。 

●投資信託のご購入にあたりご注意いただきたい事項 
・投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 
・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の規定にもとづく支払い対象 
  ではありません。 
・投資信託は委託会社が運用しているもので、当行が運用しているもので 
  はありません。
・投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことにな 
  るため、お取引きによって生じた損益はお客さまに帰属します。 
・投資信託は、株式・債券・商品など（外貨建てを含みます）の価格の変 
  動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を 
  割込むことがあります。したがって、元本が保証されているものではあ 
  りません。主なリスクとして、価格変動リスク、為替変動リスク、信用 
  リスク、流動性リスク等があります。 

●投資信託のお取引きに関する手数料
  投資信託は、次の手数料等が必要になります。 
  ①お申込み手数料（最大：３．２４％（消費税等を含みます）） 
  ②運用管理費用（信託報酬）（最大：年率２．３７６％（消費税等を 
    含みます））

 
  ③信託財産留保額（基準価額の最大：０．５％）
  ④その他の費用（信託事務処理費用、売買委託手数料、借入金・立替金 
    利息、監査費用など） 
  ※その他の費用の金額および全体の合計額は、保有期間に応じて異なり 
    ますので、あらかじめお示しすることができません。個別ファンドの 
    手数料（費用）等の詳細については、契約締結前交付書面、投資信託 
    説明書（目論見書）をご覧ください。 

商号 株式会社中国銀行

登録金融機関 中国財務局長（登金）第２号

（加入協会） 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会






