
 
 

平成２６年３月３１日 
各位 

株式会社北陸銀行 
 

投資信託新商品の販売開始について 
 

 北陸銀行（頭取 庵 栄伸）では、平成２６年４月１日（火）より、お客さまの多様な投資信

託運用ニーズにお応えするため、「窓口扱・インターネット扱共通ファンド」５商品、「インター

ネット扱専用ファンド」１商品の合計６商品を新規に販売いたします。また、販売を中止してお

りました４商品を「インターネット扱専用ファンド」として販売を再開いたします。 

 なお、北陸銀行での取扱商品数は、今回の新商品等を加えて「窓口扱・インターネット扱共通」

１９種類、「窓口扱専用」２種類、「インターネット扱専用」１９種類の合計４０種類となります。 

今後もお客さまの資産運用のご相談に親身にお応えしてまいります。 

 

記 

 
１．新規に販売を開始する商品（商品内容は別紙） 

 【取扱開始日 平成 26 年 4 月 1 日（火）】 
商品名 委託会社 

①ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド（愛称：未来

予想） 

みずほ投信投資顧問株式会社（本社：東京） 

②ＪＰＸ日経４００ファンド 野村アセットマネジメント株式会社（本

社：東京） 

③クルーズコントロール DIAM アセットマネジメント株式会社（本

社：東京） 

④フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド フィデリティ投信株式会社（本社：東京） 

⑤バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 新光投信株式会社（本社：東京） 

⑥メキシコ債券オープン（毎月分配型） 

（愛称：アミーゴ） 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

（本社：東京） 

①～⑤は全営業店（ローンプラザを除く）の店頭、インターネットでの取扱い 

⑥はインターネットでの取扱いのみ 
 

２．販売を再開する商品（商品内容は別紙） 

 【取扱開始日 平成 26 年 4 月 1 日（火）】 
商品名 委託会社 

⑦フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信株式会社（本社：東京） 

⑧フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド フィデリティ投信株式会社（本社：東京） 

⑨DIAM パッシブ資産分散ファンド（愛称：三本

の矢） 

DIAM アセットマネジメント株式会社（本

社：東京） 

⑩DIAM グローバル・アクティブ・バランスファ

ンド（愛称：クラシックエイト） 

DIAM アセットマネジメント株式会社（本

社：東京） 

 ⑦～⑩はインターネットでの取扱いのみ 



 

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 

 

以上 

 

【本件に関する照会先】 

 営業推進部 金融商品推進Ｇ 

TEL 076-423-7111 

 



（別紙）新商品等の内容（平成 26年 4月 1日現在） 
 ※手数料の消費税率は８％で表示しております。 

 

①ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド（愛称：未来予想） 
【窓口扱・インターネット扱共通ファンド】（委託会社：みずほ投信投資顧問株式会社） 

ａ）特徴 

 

日本の物価連動国債に投資を行い、物価の上昇からファンドの実

質的な資産価値を守ることを目指します。 

ｂ）決算日 毎年３、９月２５日 

ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（店頭）   1.08％（税込み） 
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） 0.864％（税込み） 

ｆ）信託報酬 最大 0.648％（税込み） 
ｇ）信託財産留保額 0.1％ 
ｈ）投資リスク 物価変動リスク 金利変動リスク 流動性リスク ほか 

 

②ＪＰＸ日経４００ファンド 
 【窓口扱・インターネット扱共通ファンド】（委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 
 

JPX 日経インデックス 400 の動きに連動する投資成果を目指しま

す。 
ｂ）決算日 毎年９月６日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（店頭）   2.16％（税込み） 
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） 1.728％（税込み） 

ｆ）信託報酬 0.5724％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 株価変動リスク ほか 

 
③クルーズコントロール 
 【窓口扱・インターネット扱共通ファンド】（委託会社：ＤＩＡＭアセットマネジメン

ト株式会社） 
ａ）特徴 
 

国内外の債券・株式に分散投資を行い、基準価額の下落を一定水

準(下値目安値)まで抑えることを目標に運用します。 
ｂ）決算日 毎年１、７月１１日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（店頭）   2.16％（税込み） 
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） 1.728％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.512％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 
 

資産配分リスク 株価変動リスク 金利リスク 為替リスク 

信用リスク 流動性リスク カントリーリスク ほか  



④フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 
【窓口扱・インターネット扱共通ファンド】（委託会社：フィデリティ投信株式会社） 

ａ）特徴 
 

米ドル建て高利回り事業債を中心に分散投資を行い、高水準の利

息等の収入を確保するとともに、値上り益の追及を目指します。 
ｂ）決算日 毎月２２日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 

ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（店頭）   2.16％（税込み） 
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） 1.728％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.7064％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 
 

価格変動リスク 信用リスク 金利変動リスク  
為替変動リスク ほか  

 
⑤バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 
【窓口扱・インターネット扱共通ファンド】（委託会社：新光投信株式会社） 

ａ）特徴 主として米国企業向けバンクローン（貸付債権）に実質的な投資を

行い、高水準のインカムゲインの確保を目指して運用を行います。 
ｂ）決算日 毎月１０日 

ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 平成 34 年 12 月 9 日 
ｅ）手数料 
 

購入時（店頭）   2.16％（税込み） 
（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） 1.728％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.7564％程度 （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 信用リスク 流動性リスク 為替変動リスク 金利変動リスク 

カントリーリスク 特定の投資信託証券に投資するリスク ほか 

         
⑥メキシコ債券オープン（毎月分配型）（愛称：アミーゴ） 
【インターネット扱専用ファンド】 （委託会社：大和住銀投信投資顧問株式会社） 

ａ）特徴 
 
 

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象として、利息収益の確

保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行

います。 
ｂ）決算日 毎月２２日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 平成３４年５月２３日 
ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱）  1.728％（税込み） 
（積立型扱）   2.16％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.3392％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 
 

金利変動リスク 信用リスク 流動性リスク 為替リスク  
カントリーリスク 新興国への投資リスク ほか  



⑦フィデリティ・日本成長株・ファンド 
【インターネット扱専用ファンド】（委託会社：フィデリティ投信株式会社） 

ａ）特徴 
 

わが国の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）されて

いる株式を主要な投資対象とします。 
ｂ）決算日 毎年１１月３０日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金再投資型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱）  1.728％（税込み） 
（積立型扱）    2.16％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.6524％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 価格変動リスク ほか  

 
⑧フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 
【インターネット扱専用ファンド】（委託会社：フィデリティ投信株式会社） 

ａ）特徴 
 

主として、国内外の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）

されている株式に投資を行い、配当収入を確保するとともに、投

資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行います。 
ｂ）決算日 毎年３、６、９、１２月２０日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱）  1.728％（税込み） 
（積立型扱）    2.16％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.46％±0.1％（税込み）程度 
ｇ）信託財産留保額 0.3％ 
ｈ）投資リスク 
 

価格変動リスク 為替変動リスク  
エマージング市場に関わるリスク リートに関わるリスク ほか  

       
⑨ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド（愛称：三本の矢） 
【インターネット扱専用ファンド】（委託会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 
 
 

外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券の３資産へ分散投

資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲ

インの獲得を目指します。 
ｂ）決算日 奇数月の各６日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 

 
購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱）  1.728％（税込み） 

（積立型扱）    2.16％（税込み） 
ｆ）信託報酬 1.08％（税込み） 
ｇ）信託財産留保額 0.3％ 
ｈ）投資リスク 

 
 

資産配分リスク 金利リスク 株価変動リスク  
リートの価格変動リスク 為替リスク 信用リスク  
流動性リスク カントリーリスク ほか  



⑩ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド 
（愛称：クラシックエイト） 
【インターネット扱専用ファンド】（委託会社：ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 
 
 

国内外の株式・債券・リートと、新興国の株式・債券の「8 つの資

産」に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保

を目指します。 
ｂ）決算日 毎月 8 日 
ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
ｄ）信託期間 無期限 
ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱）  1.728％（税込み） 
（積立型扱）    2.16％（税込み） 

ｆ）信託報酬 1.296％（税込み） 
ｇ）信託財産留保額 0.3％ 
ｈ）投資リスク 

 
 

資産配分リスク 株価変動リスク 金利リスク  
リートの価格変動リスク カントリーリスク 為替リスク  
信用リスク 流動性リスク ほか  

 


