
 

 

2017年 3月 21日 

株式会社あおぞら銀行 

 

｢分配金再投資コース｣取扱い投資信託の追加について 

 

 あおぞら銀行では、一部の投資信託について、2017年 3月 21日より、「分配金受取コース」（収益分配

金をお客さまの指定する預金口座でお受け取りいただくコース）に加えて、「分配金再投資コース」（税

引き後の収益分配金を手数料無料で自動的に再投資するコース）の取扱いを開始いたします。 

今後ともお客さまの資産運用ニーズにお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、

引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1. 2017年 3月 21日より｢分配金再投資コース｣を追加する投資信託一覧 

ファンド名 委託会社名 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 

（円コース） 
アムンディ・ジャパン株式会社 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 

（ユーロコース） 
アムンディ・ジャパン株式会社 

三井住友・バンクローン・ファンド 

（為替ヘッジあり）毎月決算型 
三井住友アセットマネジメント株式会社 

世界三資産バランスファンド（毎月分配型） 

（愛称：セッション）※ 
野村アセットマネジメント株式会社 

｢分配金再投資コース｣で保有いただいている投資信託の決算日に分配金が発生した場合、その分配金 

から税金を差し引いた金額で、自動的に同じ投資信託の買付を手数料無料にて行います。 

※新規の販売は停止させていただいております。当該投資信託を保有されているお客さまのみ、分配

金コース変更サービスをご利用いただき、「分配金再投資コース」への変更が可能です。 

 

2. 投資信託の分配金コース変更サービスについて 

お買付後に分配金コースの変更をご希望の場合は、分配金コース変更サービスをご利用いただけ

ます。分配金コース変更サービスとは、お客さまの保有されている投資信託の分配金受取方法につ

いて、｢分配金受取コース｣と｢分配金再投資コース｣を手数料無料で相互に変更することができるサ

ービスです。このサービスは、上記 4ファンドを含む別表に記載のファンドについてご利用いただ

けます。 

お客さまのご意向に合わせて、分配金コースをご選択ください。             

以上  

 

 

 

 



 

 

別表 

   分配金コース変更取引対象ファンド 

（2017年3月21日現在） 

【次のページへ続きます】  

商品名称 投資信託委託会社（運用会社） 
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド 
（為替ヘッジあり）(愛称：海のしずく) 

あおぞら投信株式会社 

あおぞら・先進国バランス・ファンド 
（為替ヘッジあり）(愛称：森のしずく)  

あおぞら投信株式会社 

あおぞら・グローバル・バランス・ファンド 
（部分為替ヘッジあり）(愛称：星のしずく) 

あおぞら投信株式会社 

あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型） 
（愛称：くらだし） 

あおぞら投信株式会社 

ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド(毎月決算型) アセットマネジメント One株式会社 

ＤＩＡＭ高格付外債ファンド（愛称：トリプルエース） アセットマネジメント One株式会社 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 
（円コース） 

アムンディ・ジャパン株式会社 

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 
（ユーロコース） 

アムンディ・ジャパン株式会社 

イーストスプリング・インドネシア債券オープン 
（毎月決算型） 

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 

ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド 
（為替ヘッジあり） 

JＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

ＪＰＭアジア・ハイ・イールド債券ファンド 
（為替ヘッジなし） 

JＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド  JＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 

好配当グローバル REITプレミアム・ファンド 
円ヘッジありコース (愛称：ダブルストラテジー) 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 
株式会社 

好配当グローバル REITプレミアム・ファンド          
円ヘッジなしコース (愛称：ダブルストラテジー) 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 
株式会社 

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）  大和証券投資信託委託株式会社 

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）  大和証券投資信託委託株式会社 

メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和証券投資信託委託株式会社 

ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 大和証券投資信託委託株式会社 

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） 大和証券投資信託委託株式会社 

ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 大和証券投資信託委託株式会社 

ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン 大和証券投資信託委託株式会社 

ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）            
Ａコース（為替ヘッジあり） 

大和証券投資信託委託株式会社 

ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型） 
Ｂコース（為替ヘッジなし） 

大和証券投資信託委託株式会社 

ストックインデックスファンド２２５ 大和証券投資信託委託株式会社 

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 



 

 

 【前のページより続いております】 

分配金コース変更取引対象ファンド 

（2017年3月21日現在） 

※新規販売停止中のファンドとなります。当該投資信託を保有されているお客さまのみ、分配金コース変更サ

ービスをご利用いただき、「分配金再投資コース」への変更が可能です。 

                      

投資信託に関する一般的なご留意事項につきまして、次のページをご確認ください。 

商品名称 投資信託委託会社（運用会社） 

短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問株式会社 

短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問株式会社 

グローバル好配当株オープン 大和住銀投信投資顧問株式会社 

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 東京海上アセットマネジメント株式会社 

東京海上・円資産バランスファンド 
（毎月決算型）(愛称：円奏会)  

東京海上アセットマネジメント株式会社 

世界のサイフ 日興アセットマネジメント株式会社 

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド 
（毎月決算型）（愛称：ラッキー・カントリー） 

ニッセイアセットマネジメント株式会社 

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 
（毎月分配型） 

ピクテ投信投資顧問株式会社 

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド 
（為替ヘッジ型） 

三井住友アセットマネジメント株式会社 

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド              
（為替ノーヘッジ型）          

三井住友アセットマネジメント株式会社 

三井住友・グローバル・リート・オープン 
（愛称：世界の大家さん） 

三井住友アセットマネジメント株式会社 

アジア好利回りリート・ファンド 三井住友アセットマネジメント株式会社 

三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 
毎月決算型 

三井住友アセットマネジメント株式会社 

アジア・パシフィック・ソブリン・オープン 
（毎月決算型） 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞ 
（毎月決算型）（愛称：みらいの港） 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 
（毎月決算型）（愛称：みらいの港） 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 

UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） 
（愛称：わかば） 

UBSアセットマネジメント株式会社 

ダイワ公社債投信 1月号～12月号 ※ 大和証券投資信託委託株式会社  

MHAM公社債投信 1月号～12月号※ アセットマネジメント One株式会社 

アクティブ・ニッポン(愛称：武蔵)※ 大和証券投資信託委託株式会社 

世界三資産バランスファンド（毎月分配型） 
（愛称：セッション）※ 

野村アセットマネジメント株式会社 

ＰＲＵアメリカ中期社債ファンド 
（為替ヘッジなし／毎月決算型）※ 

プルデンシャル・インベストメント・ 
マネジメント・ジャパン株式会社 

グローバル３資産ファンド 
(愛称：ワンプレートランチ) ※ 

三井住友アセットマネジメント株式会社 

高金利ソブリンオープン※ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド 
（毎月決算型）※ 

ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 



 

 

＜お問合せ先＞ （受付時間 9：00～17：00※土・日・祝日を除く） 

 

【お取引店】 

本 店  0120－096－231 上  野  0120－268－231 京  都  0120－101－860 

札 幌  0120－107－231 池  袋  0120－099－511 大  阪  0120－234－531 

仙 台  0120－198－231 千  葉  0120－400－586 梅  田  0120－812－468 

新 宿  0120－126－231 横  浜  0120－458－084 広 島  0120－550－430 

日本橋  0120－031－608   金  沢  0120－283－430 高 松  0120－512－311 

渋 谷  0120－050－353 名古屋  0120－321－876 福 岡  0120－100－835 

フィナンシャルオアシス自由が丘 (渋谷支店自由が丘出張所)  0120-036-600 

インターネット支店（*）（あおぞらホームコールで受け付けます。） 0120－250－399 

*受付時間 9：00～19：00（土・日・祝日を除く） 

 

【投資信託に関するご注意点】 

・元本の保証はありません。株式相場・債券相場等の下落、組入株式・債券等の発行体の倒産や事業活動 

の変化、財務状況の悪化等による価格の下落、外貨建資産については為替相場の変動などの影響による 

基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を大きく割り込むおそれがあります。 

・手数料等として、商品毎に設定された、購入時手数料（購入金額に対して最大 3.78％（税込））、信託報

酬（純資産額に対して最大年率 2.727％（税込）（成功報酬を除く。別途運用実績に応じた成功報酬が設

けられている場合には、年率 2.727％（税込）を超える場合があります。））、信託財産留保額（換金時の

基準価額に対して最大 0.5％）、換金時手数料（解約金額に対して最大 1.08％（税込）、または 1万口あ

たり最大 108円（税込））、その他諸手数料・諸費用等をご負担いただきます。また、ご購入・換金時に

外貨両替を伴う場合には、為替手数料（片道１米ドルあたり 50銭（往復で 1円））をご負担いただきま

す。（2017年 3月 21日現在の当行の取扱商品についての記載です。） 

・運用による損益は、すべて、投資信託を保有するお客さま（受益者）に帰属します。 

・換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。 

・手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、各商品の投資信託説明書（交付目論見書）および 

目論見書補完書面やお客さま向けの資料で必ずご確認ください。 

・投資信託は預金（債券）ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行でご購入された投資信 

託は、投資者保護基金の対象ではありません。 

・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。銀行は募集の取扱い等を行います。 

・ご購入に際しては、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お渡ししますので、十 

分にお読みいただき、必ず内容をご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申込みください。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。インターネット 

バンキングの投資信託サービスにおいては、当行所定の電子交付の方法にてご提供します。 

 

 

商号 株式会社あおぞら銀行 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第8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 

 


