
 

平成２8 年１１月２８日 
各位 

 
株式会社北陸銀行 

 
 

投資信託新商品の取り扱い開始について 
 

 北陸銀行（頭取 庵 栄伸）では、平成２８年１１月２８日（月）より、新

たに「窓口扱・インターネット扱共通ファンド」３商品、「インターネット扱専

用ファンド」８商品、合計１１商品を販売開始いたします。 

 リスク許容度に応じた運用ニーズへの対応や購入手数料が無料の投資信託商

品のラインナップの拡充により、お客さまの利便性向上を目指すものです。 

 これにより商品ラインナップ数は「窓口扱・インターネット扱共通」３０商

品、「インターネット扱専用」３７商品の合計６７商品となります。 

今後ともお客さまの資産運用のご相談やフォローアップに親身になってお応

えしてまいります。 

 

記 

 

１．新たに販売を開始する窓口扱・インターネット扱共通ファンド（内容別紙） 

商品名 委託会社 

①のむラップ・ファンド（やや保守型） 野村アセットマネジメント株式会社

（本社：東京） ②のむラップ・ファンド（やや積極型）

③ロボット・テクノロジー関連株 
ファンド-ロボテック- 

大和証券投資信託委託株式会社 

（本社：東京） 

 

 

２．新たに販売を開始するインターネット扱専用ファンド（内容別紙） 

商品名 委託会社 

①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） 

野村アセットマネジメント株式会社

（本社：東京） 

②野村インデックスファンド・外国債

券・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 外

国債券・為替ヘッジ型） 

③野村インデックスファンド・新興国債

券・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i 新

興国債券・為替ヘッジ型） 



④野村インデックスファンド・外国

REIT・為替ヘッジ型（愛称：Funds-i

外国 REIT・為替ヘッジ型） 

野村アセットマネジメント株式会社

（本社：東京） 

⑤野村インデックスファンド・海外５資

産バランス（愛称：Funds-i 海外５

資産バランス） 

⑥野村インデックスファンド・内外７資

産バランス・為替ヘッジ型（愛称：

Funds-i 内外７資産バランス・為替

ヘッジ型） 

⑦野村インデックスファンド・米国ハ

イ・イールド債券（愛称：Funds-i フ

ォーカス 米国ハイ・イールド債券）

⑧野村インデックスファンド・米国ハ

イ・イールド債券・為替ヘッジ型（愛

称：Funds-i フォーカス 米国ハ

イ・イールド債券・為替ヘッジ型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する照会先】 

リテール推進部金融商品推進Ｇ 

             TEL 076-423-7111 



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

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 

 

 

 
 
 
 



（別紙）新商品の内容（平成２８年１１月２８日現在） 
 

１．新たに販売を開始する窓口扱・インターネット扱共通ファンド 

 

①のむラップ・ファンド（やや保守型） 
（委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 ○安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを

目的として運用を行ないます。 

○マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債

券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の

REIT に分散投資を行ないます。 

○原則として、為替ヘッジを行いません。 

ｂ）決算日 毎年２月１８日 

ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
（積立型投信は５千円以上１千円単位） 

ｄ）信託期間 平成３７年２月１８日 
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 １．２４７４％（税込み） 
ｇ）信託財産留保額 ０．３％ 
ｈ）投資リスク 株価変動リスク、REIT の株価変動リスク、債券価格変

動リスク、為替変動リスク 
 

②のむラップ・ファンド（やや積極型） 
（委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 ○信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを

目的として積極的な運用を行ないます。 

○マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債

券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の

REIT に分散投資を行ないます。 

○原則として、為替ヘッジを行いません。 

ｂ）決算日 毎年２月１８日 

ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
（積立型投信は５千円以上１千円単位） 

ｄ）信託期間 平成３７年２月１８日 
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 １．４０９４％（税込み） 
ｇ）信託財産留保額 ０．３％ 
ｈ）投資リスク 株価変動リスク、REIT の株価変動リスク、債券価格変

動リスク、為替変動リスク 
 
 



③ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック- 
（委託会社：大和証券投資信託委託株式会社） 

ａ）特徴 ○日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資し

ます。 

○株式の運用は、アクサ・インベストメント・マネージ

ャーズが担当します。 

○為替ヘッジを原則として行いません。 

ｂ）決算日 毎年３月１３日および９月１３日 

ｃ）販売単位 1 万円以上 1 円単位（分配金受取型のみ） 
（積立型投信は５千円以上１千円単位） 

ｄ）信託期間 平成３７年９月１２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 １．２１５％（税込み）※ファンドの信託報酬率に投資

対象ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に

負担する信託報酬率の概算値は年１．７８２％（税込）

程度となります。 
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、為替変動リスク、カント

リーリスク、その他 
 
２．新たに販売を開始するインターネット扱共通ファンド 

  
①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） 
 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 ○MSCI-KOKUSAI 指数（円ﾍﾞｰｽ・為替ﾍｯｼﾞあり）の値動

きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 
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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．５９４％ （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、為替変動リスク 

 
 

 

 

 



②野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 

（愛称：Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型） 
 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 ○シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・

円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用

を行います。 
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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．５９４％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 なし 
ｈ）投資リスク 債券価格変動リスク、為替変動リスク 

 
③野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 

（愛称：Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型） 
 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 ○JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・

インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的

な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行い

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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．６４８％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 ０．３％ 
ｈ）投資リスク 債券価格変動リスク、為替変動リスク 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



④野村インデックスファンド・外国 REIT・為替ヘッジ型 

（愛称：Funds-i 外国 REIT・為替ヘッジ型） 
 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 

ａ）特徴 ○S&P 先進国 REIT 指数（除く日本、配当込み、円ヘッ

ジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い

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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．５９４％ （税込み） 
ｇ）信託財産留保額 ０．３％ 
ｈ）投資リスク REIT の価格変動リスク、為替変動リスク 

 
⑤野村インデックスファンド・海外５資産バランス 

（愛称：Funds-i 海外５資産バランス） 

 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 
ａ）特徴 ○信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本しま

す。 
○外国および新興国の各株式、外国および新興国の各債

券、外国の REIT を実質的な主要投資対象とします。

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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．６４８％ （税込み）以内 
ｇ）信託財産留保額 ０．２％ 
ｈ）投資リスク 株価変動リスク、REIT の価格変動リスク、債券価格変

動リスク、為替変動リスク 
 
 

 

 

 

 

 

 



⑥野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 

（愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型） 

 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 
ａ）特徴 ○信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本しま

す。 
○国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の

各債券、国内および外国の REIT を実質的な主要投資

対象とします。 
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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．５４％ （税込み）以内 
ｇ）信託財産留保額 ０．２％ 
ｈ）投資リスク 株価変動リスク、REIT の価格変動リスク、債券価格変

動リスク、為替変動リスク 
 

⑦野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 

（愛称：Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券） 

 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 
ａ）特徴 ○バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデ

ックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動

きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

○実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッ

ジを行いません。 
ｂ）決算日 毎年４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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．８６４％ （税込み）以内 
ｇ）信託財産留保額 ０．２％ 
ｈ）投資リスク 債券価格変動リスク、為替変動リスク 

 
 

 

 

 

 



⑧野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 

（愛称：Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型） 

 （委託会社：野村アセットマネジメント株式会社） 
ａ）特徴 ○バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデ

ックス（円ヘッジ・円ベース）の中長期的な動きを概

ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 
○実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッ

ジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本と

します。 
ｂ）決算日 毎年４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） 

（積立型投信は５千円以上１千円単位） 
ｄ）信託期間 無期限 

ｅ）手数料 
 

購入時（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ扱） なし 
   （積立型扱） なし 

ｆ）信託報酬 ０．８６４％ （税込み）以内 
ｇ）信託財産留保額 ０．２％ 
ｈ）投資リスク 債券価格変動リスク、為替変動リスク 

以上 

 


