
 

 

 

令和元年１０月１日 

株式会社 中国銀行 

 

投資信託新商品の取扱開始について 

 

 当行では、お客さまの幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、１０月１日

（火）より、投資信託新商品の取扱いを開始します。 

 

１．お取扱い開始日 

令和元年１０月１日（火） 

 

２．新商品 

（１）追加商品 

商品名 運用会社 

ダブル・ブレイン  野村アセットマネジメント(株) 

（２）つみたてＮＩＳＡ専用商品 

商品名 運用会社 

ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信(株) 

ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 三菱ＵＦＪ国際投信(株) 

（３）インターネット・モバイルバンキング専用商品 

商品名 運用会社 

ｉＦｒｅｅレバレッジ ＮＡＳＤＡＱ１００ 大和証券投資信託委託(株) 

ｉＦｒｅｅレバレッジ Ｓ＆Ｐ５００ 大和証券投資信託委託(株) 

 

３．商品内容 

（１）追加商品 

ファンド名 ダブル・ブレイン  
主な投資対象 世界各国の株式、債券等 

種  類 追加型投信/内外/資産複合/特殊型（絶対収益追求型） 

委託会社 野村アセットマネジメント(株) 

受託会社 三井住友信託銀行(株) 

信託期間 ２０２８年１１月２２日 

決算日 
年１回 １１月２２日 

（休業日の場合は翌営業日） 

購入価額 購入申込（注文）日の翌々営業日の基準価額 

購  入 

いつでも可 

(申込(注文)日当日あるいは翌営業日がロンドンの銀行、ダブリ

ンの銀行、ニューヨークの銀行の休業日を除く｡) 

購入 

手数料 

申込代金が 

１億円未満       ３．３％(税込) 

１億円以上１０億円未満 １．６５％(税込) 

１０億円以上      なし 



運用管理費用 

（信託報酬） 

年率０．９１３％（税込) 

実質運用管理費用（信託報酬） 

（概算）は年率２．０１３％程度（税込) 

換  金 

いつでも可 

(換金申込日当日あるいは翌営業日がロンドンの銀行、ダブリン

の銀行、ニューヨークの銀行の休業日を除く｡) 

換金（解約） 

手数料 
ございません 

信託財産留保額 ございません 

換金代金の 

支払開始日 
換金申込日から起算して６営業日目 

分配金 決算日の翌営業日に自動的に再投資します 

 

（２）つみたてＮＩＳＡ専用商品 

ファンド名 
ｅＭＡＸＩＳ  

ＮＹダウインデックス  
ｅＭＡＸＩＳ  

新興国株式インデックス  
主な投資対象 米国の株式 新興国の株式 

種  類 
追加型投信/海外/株式/ 

インデックス型 

追加型投信/海外/株式/ 

インデックス型 

委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信(株) 三菱ＵＦＪ国際投信(株) 

受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 三菱ＵＦＪ信託銀行(株) 

信託期間 無期限 無期限 

決算日 
年１回 １月２６日 

（休業日の場合は翌営業日） 

年１回 １月２６日 

（休業日の場合は翌営業日） 

購入価額 
購入申込（注文）日の 

翌営業日の基準価額 

購入申込（注文）日の 

翌営業日の基準価額 

購  入 

いつでも可 

(申込(注文)日がニューヨーク

証券取引所の休業日を除く｡) 

いつでも可 

(申込(注文)日がニューヨー

ク・ロンドン・香港証券取引

所、ニューヨーク・ロンドン・

香港の銀行の休業日を除く｡) 

購入 

手数料 
ございません ございません 

運用管理費用 

（信託報酬） 
年率０．６６％（税込) 年率０．６６％（税込) 

換  金 

いつでも可 

(換金申込日がニューヨーク証

券取引所の休業日を除く｡) 

いつでも可 

(換金申込日がニューヨーク・

ロンドン・香港証券取引所、ニ

ューヨーク・ロンドン・香港の

銀行の休業日を除く｡) 

換金（解約） 

手数料 
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 
換金申込日の翌営業日の 

基準価額の０．３％ 

換金代金の 

支払開始日 

換金申込日から起算して 

５営業日目 

換金申込日から起算して 

６営業日目 

分配金 
決算日の翌営業日に 

自動的に再投資します 

決算日の翌営業日に 

自動的に再投資します 

 

 

 



（３）インターネット・モバイルバンキング専用商品 

ファンド名 
ｉＦｒｅｅレバレッジ  
ＮＡＳＤＡＱ１００  

ｉＦｒｅｅレバレッジ  
Ｓ＆Ｐ５００  

主な投資対象 米国の株価指数先物取引 米国の株価指数先物取引 

種  類 
追加型投信/海外/株式/ 

特殊型（ブル・ベア型） 

追加型投信/海外/株式/ 

特殊型（ブル・ベア型） 

委託会社 大和証券投資信託委託(株) 大和証券投資信託委託(株) 

受託会社 (株)りそな銀行 (株)りそな銀行 

信託期間 無期限 無期限 

決算日 
年１回 １０月１８日 

（休業日の場合は翌営業日） 

年１回 ８月３０日 

（休業日の場合は翌営業日） 

購入価額 
購入申込（注文）日の 

翌営業日の基準価額 

購入申込（注文）日の 

翌営業日の基準価額 

購  入 

いつでも可 

(申込(注文)日がナスダック

（米国）の休業日、シカゴ・マ

ーカンタイル取引所の休業日、

「委託会社の休業日かつシカ

ゴ・マーカンタイル取引所が休

業日でない日」の前営業日を除

く｡) 

いつでも可 

(申込(注文)日がニューヨーク

証券取引所の休業日、シカゴ・

マーカンタイル取引所の休業

日、「委託会社の休業日かつシ

カゴ・マーカンタイル取引所が

休業日でない日」の前営業日を

除く｡) 

購入 

手数料 
一律２．２％(税込) 一律２．２％(税込) 

運用管理費用 

（信託報酬） 
年率０．９９％（税込) 年率０．９９％（税込) 

換  金 

いつでも可 

(換金申込日がナスダック（米

国）の休業日、シカゴ・マーカ

ンタイル取引所の休業日、「委

託会社の休業日かつシカゴ・マ

ーカンタイル取引所が休業日で

ない日」の前営業日を除く｡) 

いつでも可 

(換金申込日がニューヨーク証

券取引所の休業日、シカゴ・マ

ーカンタイル取引所の休業日、

「委託会社の休業日かつシカ

ゴ・マーカンタイル取引所が休

業日でない日」の前営業日を除

く｡) 

換金（解約） 

手数料 
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 ございません 

換金代金の 

支払開始日 

換金申込日から起算して 

５営業日目 

換金申込日から起算して 

５営業日目 

分配金 
決算日の翌営業日に 

自動的に再投資します 

決算日の翌営業日に 

自動的に再投資します 

 

以   上 

 



 

●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  申込み手数料（最大：３．３％（消費税等を含みます）） 

  ②運用管理費用（信託報酬）（最大：年率２．４２％（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（目論見書 
    および目論見書補完書面）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


