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【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
1.404%（税込み）（20万円以下の場合は、2,808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。

【投資信託のお取引に関するご注意事項】
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5.4%（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5.4%（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。

●2017年1月4日から2017年12月29日の間に、ファンドるいとう（投信積立）で月額1万円以上のお買付けがあり、2018年11月30日までの
間に、月額1万円以上かつ12ヵ月以上お買付けされたお客様がキャンペーン対象となります。

●新規契約のお客様は、抽せん口数が2倍となります。
　※2014年1月6日から2016年12月30日の間に、ファンドるいとう（投信積立）でお買付けがなかったお客様は、新規契約のお客様同様、抽せ
ん口数が2倍となります。

●複数の銘柄およびコースをご契約の場合、毎月の買付金額の合計が月額1万円以上であれば、キャンペーンの対象となります。
●月額1万円以上をファンドるいとう（投信積立）でお買付け開始以降、12ヵ月以上お買付けいただく前に仲介カスタマー・センター部店から野村
ネット＆コールへの取引店変更、または野村ネット＆コールから仲介カスタマー・センター部店への取引店変更をした場合には、キャンペーンの対
象とはなりません。

●12ヵ月以上お買付けいただく間に引落しエラーが発生した場合やお買付け金額を変更したり、銘柄・コースの切替を行った場合でも、期間内に
月額1万円以上かつ12ヵ月以上のお買付けでキャンペーン対象となります。

●本キャンペーンは、個人のお客様のみが対象となります。
●抽せんにおいて、同じお客様が重複して当せんすることはございません。また当せん者の決定は、厳正なる抽せんのうえ、その旨を当せんされ
たお客様に通知いたします。

●「ファンドるいとう新規キャンペーン2016」に当せんされたお客様は、本キャンペーンの抽せん対象外となります。
●ファンドるいとう（投信積立）の開始にはお申込みから初回のお買付け実施まで、引落し方法によっては、最大約3ヵ月かかりますのでお早めに
お手続きください。キャンペーン対象となる2017年12月のお買付けに間に合うお申込み最終日については、中面右ページをご確認ください。

●野村證券および運用会社の都合により、キャンペーン対象銘柄の買付が停止された場合、お買付けの継続ができず、キャンペーンの対象とはな
らないことがございますので、あらかじめご了承ください。
●プレゼントの入金時に口座廃止のお手続きをされている場合は、プレゼントの対象外となります。
●プレゼントは課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
（ご留意事項）
ファンドるいとう（投信積立）でお買付け開始以降、引落し先金融機関または引落し方法を変更されますと、お手続きのタイミングによってはお買
付けできない月が発生し、キャンペーンの対象とはならない場合がございますので十分ご注意ください。

※当パンフレットに記載の内容は、2016年12月21日現在の情報に基づいて作成しております。今後、変更される可能性がありますので、ご留意ください。　

野村證券ホームページ http: //www.nomura.co. jp/

ファンドるいとう（投信積立）キャンペーン2017に関するご説明事項

現金10万円！300
名様に 現金1万円！3,000

名様に

抽せんで3,300名様に当たる!

詳しくは中面をご覧ください。

※約定日ベース

キャンペーン2017
ファンドるいとう（投信積立）

2017年1月4日（水）～2017年12月29日（金）キャンペーン期間

CH1167/1612A（TP）

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

金融商品仲介業務取扱機関 委託金融商品取引業者



キャンペーン期間中にファンドるいとう（投信積立）で、月額1万円以上お買付けいただき、2017年1月4日
から2018年11月30日までの間に12ヵ月以上お買付けいただいたお客様の中から、抽せんで
3,300名様に現金をプレゼント！

2017年1月4日（水）～2017年12月29日（金）  ※約定日ベースキャンペーン
期間

キャンペーン
対象商品

キャンペーン
内容

プレゼント
入金

ファンドるいとう（投信積立）取扱銘柄

以下の❶❷両方の条件を満たしたお客様が抽せんの対象となります。
対象となったお客様の中から、抽せんで3,300名様に現金をプレゼントいたします。
[プレゼント内訳]  300名様に現金10万円、3,000名様に現金1万円
[キャンペーン抽せん対象条件]  
❶キャンペーン期間中にファンドるいとう（投信積立）で月額1万円以上のお買付けがあること
❷2017年1月4日から2018年11月30日までの間に、ファンドるいとう（投信積立）で月額1万円以上のお買付
けが12ヵ月以上あること

※ファンドるいとう（投信積立）の開始にはお申込みから初回のお買付け実施まで、引落し方法によっては、最大約3ヵ月かかりますのでお早めにお
手続きください。キャンペーン対象となる2017年12月のお買付けに間に合うお申込み最終日については、中面右ページ下をご確認ください。
※「ファンドるいとう新規キャンペーン2016」に当せんされたお客様は、本キャンペーンの抽せん対象外となります。

2019年1月末に金融商品仲介口座に入金いたします。

2017年12月
お買付けの

お申込み最終日

仲介カスタマー・センター

0120-086-104

● ファンドるいとう（投信積立）のお申込みについて

● ファンドるいとう（投信積立）取扱銘柄について

ファンドるいとう（投信積立）取扱銘柄一覧は、野村證券ホームページ（http://www.nomura.co.jp/）でご確認く
ださい。 

2017年12月お買付けのお申込み最終日（お申込み書類の野村證券受付最終日）は下記の通りです。お手続きにお時
間がかかる場合もございますので、お早めにお申込みください。各月のお申込み締切等、詳細につきましては下記のお
問合せ先までおたずねください。

お申込み方法
／お問合せ先

C銘柄 ⇒ D銘柄へ切替A銘柄とB銘柄

21万円÷12万円＝1.75→1口

（例）対象銘柄を以下のとおり、お買付けいただいた場合
■新規にご契約の場合 ■継続してご契約の場合

2017年6月から2018年11月まで、
それぞれ毎月5,000円ずつお買付け

累計18万円
（買付期間18ヶ月） ○

毎月1万円ずつお買付け
C銘柄：2017年1月から2017年6月まで　
D銘柄：2017年9月から2018年11月まで

累計21万円
（買付期間21ヶ月）

※2014年1月6日から2016年12月30日の間に、ファンドるいとう（投信積立）でお買付けがなかったお客様は、新規
契約のお客様同様、抽せん口数が2倍となります。

キャンペーン抽せん対象条件を満たしたお買付けの合計金額を対象に、12万円を1口として
抽せんを実施いたします。なお、ファンドるいとう（投信積立）を新規にご契約・お買付けいただ
いた場合は、抽せん口数が2倍となります。抽せん口数に上限はありません。

口数計算
方法

ファンドるいとう（投信積立）のお申込み方法、キャンペーンに関するご説明事項に関しては最終ページをご覧ください。

●ハッピーライフファンド ・ 株25 （ライフプラン積立て向け） ●ハッピーライフファンド ・ 株50 （ライフプラン積立て向け）
●ハッピーライフファンド ・ 株100 （ライフプラン積立て向け）  ●ミリオン （インデックスポートフォリオ） 
●ミリオン （バランスポートフォリオ）　●ミリオン （ジャパン ドリーム ポートフォリオ） 　●ミリオン （リザーブ ポートフォリオ）

     ただし以下の銘柄は対象外です。

○

現金10万円！300
名様に 現金1万円！3,000

名様に

抽せんで3,300名様に当たる!

キャンペーン2017
ファンドるいとう（投信積立）

て 、も も 、続 け て ！当 た るは じ め

2口
2倍！

新規契約の方は、
抽せん口数18万円÷12万円＝1.5→1口

●MRFからの自動換金／毎月16日換金 ： 2017年12月1日
　　　　　　　　　　　毎月未換金 ： 2017年11月15日

●ゆうちょ銀行口座からの自動払込み ： 2017年10月27日
　（株式累積投資（株式積立）でゆうちょ銀行口座からの自動払込みをご契約の場合は
2017年11月24日）

●預金口座からの自動引落し（JCB集金代行） ： 2017年9月28日

※携帯電話からもご利用いただけます。
※ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようにご注意ください。

【サービス時間】平日／8:30～17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）



※投資信託に関するリスク・手数料等については、当パンフレットの最終ページを必ずご覧ください。　

「ファンドるいとう（投信積立）」とは…

〈「ファンドるいとう（投信積立）」の特徴 〉

NISA、ジュニアNISAで上場株式もしくは公募株式投資信託等をお買付けいただくと、
売却益や分配金等が非課税になります。＊
＊株式投資信託の元本払戻金（特別分配金）はもとより非課税です。

NISA、ジュニアNISAをご利用いただくには、さまざまなルールやご注意事項がございます。
詳しくは、当パンフレットの中面右ページに記載しております仲介カスタマー・センターに
お問合せいただくか、野村證券ホームページ（http://www.nomura.co.jp/）の該当
ページを必ずご覧ください。

「ファンドるいとう（投信積立）」は、NISA、
ジュニアNISAでお買付けいただけます。

一度ご契約いただくと、毎月1回、あらかじめ指定した
投資信託に決まった金額を投資する積立サービスです。

一度にまとまった投資資金の
ない方でも、ご自身の資金計画
にあわせて長期的に投資がで
きます。

PO I NT

1
少額から
投資が可能！

毎月、自動引き落としでお買付
けいただくため手間いらず。ま
た、投資タイミングについても
悩む必要がありません。

PO I NT

2
自動引き落とし

だから
手間いらず！

毎月1回積立を続けることで、
投資タイミングが分散され、リ
スクの低減が期待されます。

PO I NT

3
投資タイミング
の分散で

リスクを低減！

1



なぜ「ファンドるいとう（投信積立）」？

ある投資信託を定量購入した場合と定額購入した場合の比較（例）

定量購入（毎月1万口※ずつ購入）

基準価額の推移

●ドル・コスト平均法は将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。局面によっては（例えば、ファンドの価格が
長期にわたって下降トレンドをたどるなど）、投資成果が期待できない場合があります。
●上記は定量購入と定額購入の一例であり、実際の値動き等を示すものではありません。口数の計算では小数第1位を切り上
げ、平均購入単価の計算では小数第1位を四捨五入して算出しています。また、計算過程において税金・手数料等は考慮し
ておりません。実際の算出とは異なります。

購入口数は価格が高い時には少なく、
安い時には多くなる

定量購入と比べ、
平均購入単価が
低くなりました。

1ヵ月目

10,000円

2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目

6,000円

購入口数

購  入  額

10,000口

10,000円

10,000口

6,000円

10,000口

12,000円

10,000口

8,000円

10,000口

14,000円 50,000円 10,000円

合計
50,000口

10,000口
あたり

12,000円

8,000円

14,000円

ファンドるいとう（投信積立）は、定額購入（毎月1万円ずつ購入）

購入口数

購  入  額

10,000口

10,000円

16,667口

10,000円

8,334口

10,000円

12,500口

10,000円

7,143口

10,000円 50,000円 9,150円

合計
54,644口

10,000口
あたり

このような投資手法を「ドル・コスト平均法」といいます

※投資信託の取引単位のことを「口数」と言い、1口＝1円、1口＝10,000円など、投資信託ごとにあらかじめ決められています。
　ここでは1口＝1円で計算しています。

一定期間ごとに定額で購入した場合、
一定口数ずつ定量で購入した場合と比較して

平均購入単価を抑える効果が期待できるからです。

※投資信託に関するリスク・手数料等については、当パンフレットの最終ページを必ずご覧ください。　
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