News Release
2021 年 10 月 18 日
各位
株式会社北陸銀行
「ほくぎん投資信託 WEB セミナー」開催について
北陸銀行（頭取 庵 栄伸）は、インターネットを利用したオンデマンド配信にて投
資信託セミナーを下記の通り開催いたします。本セミナーの視聴は無料であり、5 つの
演題（各 15 分程度）からご興味のあるものを自由に選択してご視聴いただけます。
内容は国内外のマーケット環境および投資信託運用会社によるファンドの運用報告で
す。市場マーケットの振り返りと今後の見通しも織り込みながら、資産運用の一助にな
るような内容をご用意しております。
北陸銀行では、今後ともお客さまの資産運用のお役に立てるよう情報提供に努めてま
いります。
記
１．セミナー内容
演 題

≪各演題は選択して視聴いただけます≫

①

ウィズコロナ時代のグローバルマーケット

②

経済回復とともに見えてきた今後の世界の不動産市況
～ラサール・グローバル REIT ファンドの運用状況と見通し～

③

コロナ禍でいっそう進んだお金のデジタル化革命
～グローバル・フィンテック株式ファンドの魅力～

④

中国のシリコンバレー深センの魅力
～深セン・イノベーション株式ファンドのご紹介～

⑤

不透明な中だからこそ発揮される国際分散投資の効果
～ファイン・ブレンドのご紹介～

講 師
日興アセットマネジメント
２．配信日時
2021 年 10 月 18 日（月）～ 2021 年 11 月 30 日（火）
動画は当行ウェブサイト上の「オンラインセミナー」ページよりご覧いただけます。
ＵＲＬは以下のとおり
https://www.hokugin.co.jp/cs/increase_insurance/investment/onlineseminar/index.html

３．該当するＳＤＧｓの目標
SDGs は Sustainable Development Goals の略称で、2015 年に国連で採択された 2030 年ま
でに達成すべき 17 の目標と 169 の具体的なターゲットを定めた「持続可能な開発目標」です。
ほくほくフィナンシャルグループは、2019 年４月に「SDGs 宣言」を表明しました。

以上

投資信託に関する留意点
●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は、元本・分配金が保
証された商品ではありません。●投資信託は、次の要因によりお受取額が投資元本を下回ることがあ
ります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の値動き（価格変動リスク）があります。◎組み入
れ有価証券（株式・債券等）等の発行者の信用状態の悪化によるリスク（信用リスク）国情・財務状
況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク（カントリーリスク）があります。
◎外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動によるリスク（為替変動リスク）があり
ます。
《詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。》●投資信託の
お申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報酬がかかりま
す。また一部ファンドには、換金時に信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。
●お申込手数料は、お申込金額（1 口あたりの基準価額×お申込口数）に対しての料率です。お支払
総額は、お申込金額にお申込手数料額および手数料金額に係る消費税相当額を加えた金額です。●信
託財産留保額は、基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます。詳しくは各ファンドの目
論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。●一部のファンドには、信託期間中に中途換金
できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書および
目論見書補完書面等をご確認ください。●お申込手数料・信託報酬等は銘柄によって異なり、またお
客さまの負担となる手数料等の合計額は、お客さまの運用期間等によって異なるため、事前に表示す
ることはできません。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
●北陸銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は設定・運用
を投信会社が行う商品です。●お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論
見書補完書面等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。目論見書
等は北陸銀行の本支店等にご用意しております。
株式会社北陸銀行 登録金融機関：北陸財務局長（登金）第３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

【本件に関する照会先】
北陸銀行 リテール推進部

金融商品推進グループ

TEL(076)423-7111

ほ くぎ ん

投資信託
WEBセミナ ー
申込不要

参加無料
WEBで無料配信！

2021年

10 月18 日㊊ 〜11月 30 日㊋

◎各コンテンツは15分程度！自分で選んで視聴可能！
！

演 題

① ウィズコロナ時代のグローバルマーケット
経済回復とともに見えてきた今後の世界の不動産市況
② 〜ラサール・
グローバルREITファンドの運用状況と見通し〜

③

コロナ禍でいっそう進んだお金のデジタル化革命

④

中国のシリコンバレー深センの魅力

〜グローバル・フィンテック株式ファンドの魅力〜

〜深セン・イノベーション株式ファンドのご紹介〜

⑤ 不透明な中だからこそ発揮される国際分散投資の効果
〜ファイン・ブレンドのご紹介〜
●講師

日興アセットマネジメント

期間中、
間中、ご自宅のパソコンで、いつでも気軽にご視聴いただけます。

視聴方法
法

⇒

投資信託の
資信託の
ページはこちら
ジはこちら

❶

北陸銀行のホームページから
「ふやす・そなえる」
を
選択し、
「 投資信託」ボタンをクリックします。

❷

投 資 信 託のページから「オンライン
のバナーをクリ
セミナー」
セミナ
」のバナ
をクリックします。
します

●インターネッ
トの混雑状況、
また、お客さまのパソコンの状況等によってご覧いただけない場合がございます。
ご了承の上、
ご利用いただきますようお願い申し上げます。●内

ご注意事項 容、配信期間等は予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。●視聴は無料ですがプロバイダ等との接続料や通話料はお客さまのご負担となります。
通じて金融商品取引契約の締結勧誘を行う場合がございます。◎投資信託に関する留意点を裏面に記載しておりますので必ずご確認ください。
〈ご注意ください〉◎本セミナーを通じて金融商品取引契約の締結勧誘を行う場合がございます。
本チラシの有効期限:2021年11月30日

お問い合わせ／お取引店 または北陸銀行リテール推進部

076 - 423 - 7111（ 受付時間 / 平日9：00〜17：00 ）まで

WEB で！投資信託スタートガイド
START
当行で普通預金口座を
お持ちですか？

口座開設をお願いします。

NO

口座開設＆お手続きアプリ

YES

オススメ！

投資信託口座開設の
お手続きをお願いします。

ステップ

① STEP

口座開設＆お手続きアプリを
ダウンロード
iPhone の方

ステップ

口座開設＆お手続きアプリ・
ほくぎんダイレクトA（注1）

※原則、お申込後1〜3週間でご利用いただけます。

② STEP

ステップ

注意事項を確認後、本人確認書類の撮影、
マイナンバーの入力

口座開設＆お手続き
アプリを起動

●投資信託口座新規開設注意事項を確認。
●本人確認書類を撮影し、
マイナンバーを入力します。

●「既に口座をお持ちのお客さま」をタップ。
●「投資信託口座」をタップ。

ステップ

④ STEP

ステップ

お客さまアンケート、
投資信託口座開設確認項目を入力

Android の方

●お客さまアンケートを入力。
●投資信託口座開設確認項目を入力。

「ほくぎんダイレクトA」の
ご利用登録は
お済みですか？（注2）
※ログインパスワードをお忘
のお手続きをお願いします。

ほくぎんダイレクトAの
ご利用登録はこちら

⑤ STEP

申込完了！

●投資信託口座開設に必要な情報を入力。
●申込内容を確認し
「申込」をタップ。
●後日、
ご利用開始の通知が郵送で届きます。

ほくぎんダイレクトAの
ご利用登録を
お願いします。
▲

れの場合、パスワード再設定

NO

③ STEP

準備完了！
投資信託
デビューへ！

YES
（注1）
「 ほくぎんダイレクトA」は北陸銀行のインターネットバンキングです。
（注2）投資信託口座の振替指定口座は、ほくぎんダイレクトAの代表口座もしくは関連口座として登録をお願いします。

ログイン後

投資信託に関する留意点 ●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は、元本・分配金が保証された商品ではありません。●投資信託は、次の要因によりお受取額が投資
元本を下回ることがあります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の値動き
（価格変動リスク）があります。◎組み入れ有価証券（株式・債券等）等の発行者の信用状態の悪化によるリスク
（信用リスク）国情・財
務状況等の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によるリスク
（カントリーリスク）があります。◎外貨建て資産に投資するものは、
この他に為替相場の変動によるリスク
（為替変動リスク）があります。
《詳
しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。》●投資信託のお申し込みにあたっては、当行所定の申込手数料がかかるほか、保有期間中には信託報酬がかかります。
また一部ファン
ドには、換金時に信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。●お申込手数料は、お申込金額（1口あたりの基準価額×お申込口数）に対しての料率です。お支払総額は、お申込金額にお申込手
数料額および手数料金額に係る消費税相当額を加えた金額です。●信託財産留保額は、基準価額に各ファンド所定の料率を乗じて計算されます。詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご
確認ください。●一部のファンドには、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面等をご確認ください。●お申込
手数料・信託報酬等は銘柄によって異なり、
またお客さまの負担となる手数料等の合計額は、お客さまの運用期間等によって異なるため、事前に表示することはできません。●投資信託の運用による損益は、投資
信託を購入されたお客さまに帰属します。●北陸銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は設定・運用を投信会社が行う商品です。●お申し込みの際は、購入されるファ
ンドの最新の目論見書および目論見書補完書面等をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、
ご自身でご判断ください。
目論見書等は北陸銀行の本支店等にご用意しております。
NISA制度（NISA・つみたてNISA）に関する留意点

●北陸銀行での成人NISA、つみたてNISA口座（以下、
「 口座」
といいます）対象商品は公募株式投資信託のみです。上場株式、上場投資信託（ETF）、
不動産投資信託（REIT）等は取り扱っておりません。●口座で発生した譲渡損は、他の課税口座で発生した収益と損益通算できません。譲渡損はないものとされ、課税口座で発生した収益との損益通算や確
定申告による損失繰り延べはできません。●NISA制度では同一年において1人1口座に限り開設いただけますので、複数の金融機関に重複して申し込むことはできません。●一定の手続きのもとで金融機
関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関で口座を開設した場合でも、各年において1つの口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。
また、口座内の公募株式投
資信託等を変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税管理勘定（以下、
「 非課税投資枠」
といいます。）*で、すでに公募株式投資信託等を購入していた
場合、その年分について金融機関を変更することはできません。*非課税管理勘定とは、金融機関において、他の課税対象となる口座と区分するために口座内において設けられる勘定のことです。●万一重
複して申し込まれた場合には、最も希望する金融機関ではない金融機関に口座が開設されることもあり、その場合でも金融機関を変更することはできません。また口座開設が大幅に遅れる可能性もありま
す。口座は原則、特定口座としてご利用いただいている投信口座に追加して開設します。口座開設にはマイナンバーの告知が必要となります。●1年間の非課税投資額の上限枠は成人NISAが120万円、つみ
たてNISAが40万円であり、一度使用すると、たとえ解約しても再利用することはできません。●現在、課税口座で保有している公募株式投資信託等を成人NISA、つみたてNISA口座へ移管することはできま
せん。●成人NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用は受けられません。暦年単位で変更することは可能です。●分配金受取型の投資信託で、分配金が元本払戻金（特別分配金）になる
場合、非課税のメリットはありません。●NISA制度に関する留意事項は2021年6月30日時点のものであり、今後変更される可能性もあります。

共通の注意事項 ●各アプリのご利用対象等、詳細についてはアプリ内の説明・注意事項をお読みください。●iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイ
ホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Android、Google PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。

株式会社北陸銀行

登録金融機関：北陸財務局長（登金）第3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
2021年9月現在

