ハートフル・コミュニケーション商品ラインアップとは、当行取扱い商品のうち、
「比較的仕組みがわかり
やすい商品」や「比較的リスクの低いと考えられる商品」などで、
「安定的な運用を望まれるお客様」や「ご
高齢のお客様」にも適すると考えられる商品として、当行が選定した商品ラインアップです。

「ハートフル・コミュニケーション 商品ラインアップ」
【仕組みが分かりやすい商品】
預金
債券



普通預金・定期預金・外貨預金（米ドル／豪ドル／ユーロ）



円建て債券（国債・事業債・ユーロ円債）



外貨建て債券（米ドル建て／豪ドル建て／ユーロ建て）

【公社債を中心に投資し、比較的安定的な運用を目指す商品】
＜主に日本の公社債に投資を行う投資信託＞


ニッセイ日本インカムオープン［愛称：J ボンド］

＜主に世界の国債に投資を行う投資信託＞


ノムラ・ボンド・インカム・オープン



野村先進国ヘッジ付き債券ファンド［愛称：エンタメくん］



野村ワールドボンド・ファンド



ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド［愛称：ほっとステップ］

＜主に世界の公社債（投資適格）に投資を行う投資信託＞


ゴールドマン・サックス・世界債券オープン
A コース（限定為替ヘッジ）／C コース（毎月分配型、限定為替ヘッジ）



UBS 公益・金融社債ファンド［愛称：わかば／わかば年１］
（為替ヘッジあり）／（年 1 回決算型・為替ヘッジあり）

投資信託


東京海上・ニッポン世界債券ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり）
（年 1 回決算型）



ブラックロック・BEST（為替ヘッジあり／年 2 回決算型）



野村 PIMCO 米国投資適格債券戦略ファンド
（為替ヘッジあり）毎月分配型／（為替ヘッジあり）年 2 回決算型

＜主に公社債に投資を行い、一部に株式やリートを組入れる投資信託＞


東京海上・円資産バランスファンド
［愛称：円奏会／円奏会（年１回決算型）
］（毎月決算型）／（年 1 回決算型）



マイ・ロード

＜主に短期金融商品に投資を行う投資信託＞


野村 MRF



ノムラ外貨 MMF（米ドル建て／豪ドル建て）

【死亡保障または年金原資、年金支払総額が保険料に対し、100％の水準で保証がある商品】
【死亡保障と生存給付金の支払額の合計が保険料に対し、100％の水準で保証がある商品】
保険

全取扱商品

【お客様のお考えをもとに契約に基づき資産運用するサービス】
投資一任



野村ファンドラップ

サービス



Funds Club

【相続・資産承継を目的とし、主に山陰合同銀行の定期預金で運用する商品】
信託商品



ごうぎん遺言代用信託



ごうぎん暦年贈与型信託

（2020 年 9 月 23 日付）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
手数料等およびリスク事項について
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
野村證券で取り扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等（国内株式取引の場合は約定代金に対して最大
1.43%（税込み）
（20 万円以下の場合は、2,860 円（税込み）
）の売買手数料、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購
入時手数料（換金時手数料）および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等）をご負担いただく場合があります。また、
各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、
当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額に対して最大 5.5%（税込み）の購入時手
数料（換金時手数料）をいただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大
2.0％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、
国内投資信託の場合には、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）(最大 5.5%（税込み・年率）
）のほか、
運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があり
ます。外国投資信託の場合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格
の変動や為替の変動等により基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託は、個別の投資信
託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大
値は今後変更される場合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
債券を募集・売出し等その他、野村證券との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきま
す。債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経
営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建
て債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、
購入対価のみお支払いいただきます。個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。個人向け国債
を中途換金する際、原則として次の算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた
金額より差し引かれます。
（〇変動 10 年：直前 2 回分の各利子（税引前）相当額×0.79685、〇固定 5 年、固定 3 年：2
回分の各利子（税引前）相当額×0.79685）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
野村ファンドラップの料金は、投資一任受任料とファンドラップ手数料の合計額となります。投資一任受任料は固定報酬
制と実績報酬併用制があり、固定報酬制では最大で運用資産の 0.4180%（税込み・年率）、実績報酬併用制では最大で運
用資産の 0.2090%（税込み・年率）＋運用益の積み上げ額の 11.0%（税込み）となります。ファンドラップ手数料は最大
で運用資産の 1.320%（税込み・年率）となります。このほかに投資信託では運用管理費用（信託報酬） （最大で信託財
産の 1.35%±0.70%（概算）
（税込み・年率）
）、信託財産留保額（最大で信託財産の 0.5%）
、その他費用をご負担いただきま
す。その他費用は運用状況等により変動するため、事前に上限額等を示すことができません。また、投資一任契約に基づ
く投資信託への投資は、投資信託の基準価額等が変動しますので損失が生じるおそれがあります。詳しくは、お客様向け
資料、契約締結前交付書面及び目論見書をよくお読みください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
預金との誤認防止について
株式、債券、投資信託等の有価証券や保険は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。また、元本の保証はありま
せん。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第 142 号
加入協会／ 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第
二種金融商品取引業協会
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Funds Club（ファンドラップ・サービス）
本サービスはウエルス・スクエアが提供する投資一任運用サービスです。山陰合同銀行は、お客様と投資一任契約の締結
の媒介をいたします。また、野村證券は、お客様と投資一任契約の締結の代理を行います。山陰合同銀行および野村證券
は、投資一任運用を行いません。本サービスをご利用の際には、山陰合同銀行に預金口座、野村證券に証券取引口座をご
開設いただく必要があります。本サービスは、投資信託を主な投資対象として運用を行いますので、投資元本は保証され
るものではなく、これを大きく割り込むことがあります。これらの運用による損益は全てお客様に帰属します。投資信託
は銀行の預金ではありません。したがいまして、預金保険の対象ではありません。ご契約の際は、契約締結前交付書面、
投資信託説明書(交付目論見書)およびお客様向け資料等をよくお読みください。
〈ご契約の締結の媒介※１〉
商号等：株式会社山陰合同銀行
登録金融機関 中国財務局長（登金）第 1 号
加入協会 ：日本証券業協会
※１ 野村證券がご契約の締結の代理を行います。
〈ご契約の締結の代理〉
商号等：野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 142 号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人
第二種金融商品取引業協会
〈ご契約・運用〉

商号等：株式会社ウエルス・スクエア
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第 2914 号
加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会
本サービスにおいてお客様にご負担いただく費用は、下記の①②を足し合わせた金額となります。
① 直接ご負担いただく費用：お客様の運用資産の時価評価額に対して 、最大で年率 1.375% （消費税等込み）(税抜き：
1.25%）を乗じた額を投資顧問報酬としてお支払いいただきます 。
② 間接的にご負担いただく費用：投資対象となる投資信託については、運用管理費用（信託報酬）（信託財産に対し、
最大で年 1.35%（消費税等込み）
）
、信託財産留保額（換金時最大で信託財産の 0.30%）のほか、売買等の取引費用や
監査費用等のその他の費用が信託財産から差し引かれます。また、投資信託が投資する投資信託証券には運用実績に
応じて成功報酬がかかるものがあります。これらの費用の合計額および上限額については、資産配分、運用状況、運
用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。詳しくは契約締結前交付書面、
投資信託説明書（交付目論見書）およびお客様向け資料でご確認ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
保険商品に関するご留意事項
山陰合同銀行は募集代理店として契約の媒介を行いますが、契約の相手方は山陰合同銀行ではなく引受保険会社となりま
す。生命保険は、銀行の預金ではありません。したがいまして預金保険の対象ではありません。引受保険会社が破綻した
場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約の際にお約束した保険金額、給付金額等が
削減される場合もあります。生命保険のお申込の有無が、お客さまと山陰合同銀行の他のお取引に影響をおよぼすことは
一切ございません。法令上の規則により、お客さまのお勤め先等によっては、山陰合同銀行で生命保険をお申込いただけ
ない場合があります。取引商品のうち一部の商品は、株価や債券価格の下落、為替の変動などにより、解約払戻金などの
お受取りになる金額の合計額が払込保険料の額を下回る可能性があります。商品のお申込に際しては、手数料等がかかる
場合があります。手数料等は商品等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができ
ません。現在、ご契約中の保険契約を解約・減額することを前提に新たな保険契約のお申込を検討されている場合、お客
さまにとって不利益となる場合があります。中途解約した場合の解約払戻金等は、払込保険料を下回ることがあります。
・商品によって異なりますが、免責事由などにより保険金等をお支払いできない場合があります。生命保険は、山陰合同
銀行による払込保険料および利回りの保証はありません。お申込にあたっては、各商品の「ご契約のしおり・約款」
、
「パ
ンフレット」
、
「契約締結前交付書面（「契約概要」
「注意喚起情報」
）
」等にて詳細をご確認ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ごうぎんオープン外貨定期預金（米ドル、豪ドル、ユーロ）
外貨預金には為替変動リスクがあります。為替相場の変動により差損が生じ、お引き出しおよび解約時の円貨額がお預入
れ時の円貨額を下回る(元本割れする）可能性があります。お預入れ時の適用相場とお引き出しおよび解約時の適用相場
には手数料(米ドル 2 円、豪ドル 4 円、ユー口 3 円）が含まれているため、為替相場の変動がない場合でも、手数料分の
差損が生じ、お受け取り円貨額がお預入れ時の円貨額を下回ることがあります。外貨現金または T/C でのお預入れ、ま
たは外貨現金でのお引き出しおよび解約時の場合には、手数料（外貨現金については 1 米ドルあたり 2 円、1 豪ドルあ
たり 8 円、1 ユーロあたり 6 円。T/C の手数料については 、窓口にご確認ください。）がかかります。中途解約は原則
できません。やむを得ず解約する場合は、中途解約日における当該外貨建ての外貨普通預金利率が適用となります。ごう
ぎんオープン外貨定期預金は預金保険の適用対象外です。
○ごうぎんオープン外貨定期預金の場合、お預入れ時およびお引き出しの際に下記の手数料がかかります。
為替手数料（ 1 通貨単位あたり）
通 貨
米ドル
豪ドル
ユーロ
片 道
1円
2円
1 円 50 銭
往 復
2円
4円
3円
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ごうぎん遺言代用信託・ごうぎん暦年贈与型信託
本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資
者保護基金の対象ではありません。本商品は、原則として中途解約ができません。ただし、みずほ信託銀行がやむを得な
いと認めた場合は、この限りではございません。信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還
を停止し、信託を終了する場合があります。本商品のお申し込みは、原則として取消すことができません。また、お申し
込みに関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
＜直接的にご負担いただく費用＞
○申込手数料：信託金の引落時に申込金額の 1.1%（税込み）を信託金と一緒にお支払いいただきます。なお、追加信託
時には、追加信託お申込時の金額の 1.1%（税込み）を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお
支払いいただきます。
○管理手数料[暦年贈与型信託のみ]：贈与にかかる各種事務への対価として、管理手数料を申し受けます。管理手数料は、
年 11,000 円（税込み）とし、毎年 1 月 15 日（銀行休業日の場合はその翌営業日）に、信託金の元本より払い出す方法
によりいただきます。ただし、お申込いただく月が 10 月～12 月の場合は、お申込の年において贈与が発生しないことか
ら、お申込の翌年における管理手数料はいただきません。
＜間接的にご負担いただく費用（※）＞ （※）信託財産の中から支払われる費用です。
○信託報酬：信託報酬は、原則として計算期日（毎年 5 月 10 日）に信託財産の中からいただきます。信託報酬は下記の
計算式に基づき算出されます。信託報酬=計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率 0.10%×計算期間中の日数÷365
（円未満切捨）ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益（信託財産の運用収益等から費用等
を控除した額）を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に 0.001%および計算期間中の日数を乗じ 365 で除した
値（円未満切捨）を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。
○その他信託財産にかかる費用：信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、信託財産の中から支払
う場合があります。当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。

＜本商品のリスクについて＞ 本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。
○信用リスク：運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われな
いことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。
○金利変動リスク：市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、
元本に損失が生じるおそれがあります。
○流動性リスク：一時期に大量の相続や中途解約、贈与等が発生することにより想定を超える支払が生じ、支払準備のた
めの資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適
用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
商号等：株式会社山陰合同銀行
登録金融機関 中国財務局長(登金)第1号
加入協会／日本証券業協会

