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平成 28年 7月 28日 

株式会社 佐賀共栄銀行 
 

 

投資信託の新商品取扱開始について 

 

株式会社 佐賀共栄銀行（頭取 二宮 洋二）では、多様化するお客様のニーズに的確にお応え

するため、下記内容で、投資信託の商品を新たに４銘柄追加して取扱うこととしましたので、お知

らせします。 

 

記 

 

１．新規取扱商品名 

ファンド名 投資信託委託会社 

ラップ・コンシェルジュ 

（年 1回決算型） 
大和証券投資信託委託株式会社 

日本連続増配成長株オープン 

（3か月決算型） 
岡三アセットマネジメント株式会社 

米国連続増配成長株オープン 

（年 1回決算型） 
岡三アセットマネジメント株式会社 

欧州不動産戦略ファンド 

（3か月決算型） 
みずほ投信投資顧問株式会社 

   ※新規取扱商品の概要については別紙をご覧ください。 

 

２．取扱開始日 

 平成 28年 8月 1日（月） 

 

以   上 
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■ラップ・コンシェルジュ  安定タイプ／ミドルタイプ／成長タイプ   （年 1回決算型） 

項 目 内 容 

投信会社名 大和証券投資信託委託株式会社 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合 

ファンドの特色 

国内外の資産に分散投資をすることで、リスクを抑えつつ、中長期的での

資産の成長を目指します。 

経済動向や市場環境等を考慮し、資産分配比率を検証・見直し細やかな運

用調整を行います。 

リスク許容度などに沿って 3タイプ（安定タイプ・ミドルタイプ・成長タ

イプ）から選んでいただけます。 

募集購入単位 1万円以上（1円単位） 

決算日 毎年 6月 15日（休業日の場合、翌営業日） 

解約代金受渡日 解約請求受付日から起算して 6営業日目 

信託期間 無期限 

申込手数料 3.24％（税込） 

信託報酬 
安定タイプ      ミドルタイプ     成長タイプ 

年 1.0584％（税込）  年 1.1664％（税込）  年 1.2744％（税込） 

信託財産留保額 ありません 
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■日本連続増配成長株オープン（3か月決算型） 

項 目 内 容 

投信会社名 岡三アセットマネジメント株式会社 

商品分類 追加型投信／国内／株式 

ファンドの特色 日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり 1 株あたりの普通配当金が毎期増

加している企業の株式)に投資を行います。 

投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用

リスク、流動性等を考慮して行います。 

ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、

今後の連続増配の持続可能性を勘案し行います。                           

募集購入単位 1万円以上（1円単位） 

決算日 毎年 3月、6月、9月、12月の各 15日（休業日の場合は翌営業日） 

解約代金受渡日 解約請求受付日から起算して 5営業日目 

信託期間 平成 37年 12月 15日 

申込手数料 3.24％（税込） 

信託報酬 年 1.5552％（税込） 

信託財産留保額 ありません 
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■米国連続増配成長株オープン（年 1回決算型） 【愛称：女神さまオープン】 

項 目 内 容 

投信会社名 岡三アセットマネジメント株式会社 

商品分類 追加型投信／海外／株式 

ファンドの特色 長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をと

らえることで高い成長が期待できる銘柄に投資を行います｡ 

ポートフォリオの構築にあたっては､定量分析､定性分析を行い､各銘柄の

流動性および市況動向等を勘案して行います。 

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｡ 

募集購入単位 1万円以上（1円単位） 

決算日 毎年 9月 26日（休業日の場合は翌営業日） 

解約代金受渡日 解約請求受付日から起算して 5営業日目 

信託期間 平成 35年 9月 26日 

申込手数料 3.24％（税込） 

信託報酬 年 1.566％（税込） 

信託財産留保額 ありません 
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■欧州不動産戦略ファンド （3 か月決算型）   【愛称：ＯＨ！シャンゼリゼ】 

項 目 内 容 

投信会社名 みずほ投信投資顧問株式会社 

商品分類 追加型投信／海外／資産複合 

ファンドの特色 欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式に投資を行い、安定した

収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 

世界最大級の不動産サービス会社であるＣＢＲＥグループの運用会社『Ｃ

ＢＲＥクラリオン』が運用を行います。 

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。 

募集購入単位 1万円以上（1円単位） 

決算日 毎年 2月、5月、8月、11月の各 22日（休業日の場合は翌営業日） 

解約代金受渡日 解約請求受付日から起算して 5営業日目 

信託期間 平成 36年 5月 22日 

申込手数料 3.24％（税込） 

信託報酬 年 1.6632％（税込） 

信託財産留保額 ありません 
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■投資リスクについて 

 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下のとおりです。 

・価格変動リスク 

一般に公社債は金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には、 

価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 

ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件などによりばらつきがあります。 

・流動性リスク 

市場規模や取引量が少ない場合、組入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却 

できず、不測の損失を被るリスクがあります。 

・信用リスク 

一般に公社債及び短期金融資産にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される 

場合には、公社債及び短期金融資産の価格は下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンド 

の基準価額が値下がりする要因となります。 

・為替変動リスク 

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、 

ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 

・カントリーリスク 

投資対象国・地域において、「政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じたり、取引に対して 

新たな制度が設けられた場合」には、基準価額の「値下がりする要因」となります。 

・リートに関するリスク 

不動産市況（不動産価格、賃料相場、空室率など）の影響を受け、「不動産市況」が悪化すると、 

基準価額の「値下がりする要因」となります。 
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   ■ 投資信託に関する留意点（必ずお読みください） 

・投資信託は預金ではありません。 

・投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。 

・当行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

・投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。 

・投資信託はクーリングオフできません。 

・投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替の価格の 

変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託を 

ご購入のお客様が負うことになります。 

・投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等（申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額） 

が合計でお取引金額の 0.0%～最大 3.74％（商品ごとに異なります。消費税込）必要です。また、これらの 

手数料とは別に投資信託の総資産総額の年 0.5616%～最大年 2.376％（商品により異なります。消費税込） 

を信託報酬として、毎年、信託財産を通じてご負担いただきます。よって、お客様にご負担いただく手数料 

は、これらを足し合わせた金額となります。 

･投資信託をご購入の場合は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」を 

必ずご覧ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は、当行本支店に 

ご用意しております。 

・当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。 

 

販売会社情報 

【商 号 等】   株式会社佐賀共栄銀行 

【登録金融機関】 福岡財務支局長（登金）第 10号 

【加 入 協 会】  日本証券業協会 

 

 

本件照会先 営業統括部 リテール営業グループ 

担 当 者 本 告・山 口 

Ｔ Ｅ Ｌ 0952-26-2806 


