
 

 

 

●投資信託は預⾦ではなく、預⾦保険の対象ではありません。
は、設定・運⽤を投信会社が⾏う商品です。
は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
た投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
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。
補完書面）」を
最新の「契約締結前交付書面（目論⾒書・補完書面）」をご覧になり商
品内容やリスク、⼿数料等について⼗分ご理解いただいたうえで、投資目的
に合った商品をお客さま自らの判断と責任においてご注文願います。なお、

 

 
●インターネット専⽤ファンドのお取引には、あしぎんインターネットバンキングサ
ービスのご契約と投資信託口座の開設およびあしぎんインターネットバンキング
サービスのサービス利⽤口座に投資信託口座と投資信託指定預⾦口座のご
登録が必要となります。
トバンキン
談・お取扱は⾏っておりません。
の「契約締
売⽤資料」はご⽤意しておりません。これの資料は、ホームページよりダウンロ
ードいただくこ
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は、設定・運⽤を投信会社が⾏う商品です。
は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
た投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
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。●当⾏におきましては、「契約締結前交付書面（目論⾒書・
補完書面）」を PDF
最新の「契約締結前交付書面（目論⾒書・補完書面）」をご覧になり商
品内容やリスク、⼿数料等について⼗分ご理解いただいたうえで、投資目的
に合った商品をお客さま自らの判断と責任においてご注文願います。なお、

インターネット専⽤ファンドのお取引には、あしぎんインターネットバンキングサ
ービスのご契約と投資信託口座の開設およびあしぎんインターネットバンキング
サービスのサービス利⽤口座に投資信託口座と投資信託指定預⾦口座のご
登録が必要となります。
トバンキングのみでのお取扱に限定しています。店頭窓口・電話等でのご相
談・お取扱は⾏っておりません。
の「契約締結前交付書面（目論⾒書・補完書面）」、パンフレット等の「販
売⽤資料」はご⽤意しておりません。これの資料は、ホームページよりダウンロ
ードいただくこ とによりご確認いただけます。
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インターネット専⽤ファンドのお取引には、あしぎんインターネットバンキングサ 
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ファンドの残⾼（口数）があり、投資信託インターネットバンキングを解約し
た場合、インターネット専⽤ファンドを売却できません。（インターネット専⽤フ

積⽴投信のお取引
一部のインターネット専⽤ファンドは、対象外と

2021 年 1月 22 ⽇現在

準価額が変動します
投資に比べ、より大幅に基

したがって、元本

かかります。保有
外貨建資産保

。詳細は各ファンド
財産留保額が

ができませんので

 

 

インターネッ
形式でダウン

一般型（分配⾦受取コース）、累投型（分配
●当⾏

がお⼿続きをさせていただく時点で、ご指定の引落口座から引落可能な残⾼
注文いただき、その

お客さまのご
前に引落口座の残⾼を⼗分に

お申込みに際し質問をさせていただきますが、ご回答の内

ご購入いただく際は、最新の「契約締結前交付書面（目論⾒書・補完書
インターネット専⽤ファンドのご購入、ご解約等

判断願いま
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