
つみたてNISAについての留意事項

投資信託についてのご注意

つみたてNISA

つみたてNISAの利用がオススメな方
■将来を見据えて、積み立てでコツコツ資産形成したい方
■初めて投資信託の利用を考えている方
■
■

沖縄県労働金庫　登録金融機関
沖縄総合事務局長（登金）第8号

つみたてNISAのポイント

非課税投資額は毎年40万円
非課税期間は最長20年間

つみたてNISA＋αのご提案

年間40万円を上限に、少額から無理なく資産運用を始めることができます。
投資した年から最長20年間非課税で保有いただけます。

積立投資でコツコツと資産形成
毎月5,000円から投資いただけます。
例えば、ある投資信託を毎月2万円ずつ積み立てるとします。10年間で投資額240万円、基準価額
が値上がりしたので、売却により受取額が約280万円になりました。約40万円の売却益は非課税
なので、通常の投資信託購入時に比べて約8万円得したことになります。

つみたてNISAの対象商品は、販売手数料が無料
長期・積立・分散投資に適した低コスト商品に投資
国が定めた長期安定運用、低コスト等の基準を満たした商品からお選びいただきます。

●「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。「一般NISA」と「つみ
たてNISA」の変更を行う場合は暦年単位となります。
●累積投資契約（定時定額買付サービス）に基づく定期かつ継続的な方法により対象商品を買付いただくことが必要です。
●「つみたてNISA」は「一般NISA」と異なり、ロールオーバーは行えません。
●「つみたてNISA」に関わる累積投資契約（定時定額買付サービス）により買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原
則として年1回通知いたします。

●基準経過日（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年
を経過した日ごとの日）にお名前・ご住所について確認を行います。確認期間（基準経過日から1年を経過する日までの
間）内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。
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毎月2万円
10年間
積立投資

売却益約40万円×20.315％＝
約8万円

つみたてNISA口座なら

約8万円が
非課税でお得！

10年後売却合計240万円

約40万円

240万円

売却益

・本資料は、2022年4月現在の法令等に基づいて作成しております。今後、関連法令等の改正が行われた場合、内容等が変更になる可能性があります。

（投資信託のリスク）
●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し、投資元本が保証されていないため、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、基準価額は変動します。よって、元本および収益金が保
証されておりません。

（投資信託に関する諸費用）
●投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」お
よび「その他の費用（監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限
額等を表示することができません。必ず、各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額につ
いても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません。

（その他の重要事項）
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。当金庫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、預金ではなく、元本の保証はされていません。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さま
に帰属します。●投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。●投
資信託をご購入の際には「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認のうえご自身でご判断く
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、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しており
ます。ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。●投資信託の
取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。

確定拠出年金とは？
　確定拠出年金（企業型・個人型）は、公的年金に
上乗せして加入できる年金制度です。企業または
個人が一定の掛け金を設定し、ご自分で運用しな
がら、毎月資産を積み立てていきます。原則60歳
まで途中引出しができません。

どのような活用方法があるの？
　つみたてNISAと確定拠出年金を併用することで、
投資資金の使途を広げ、現役世代から老後まで、あ
らゆるライフイベントに応じた備えをすることがで
きます。

財形貯蓄とは？
　財形貯蓄は、給与天引きで自動積立貯蓄ができ
る勤労者のための制度です。財形住宅と財形年金
については、目的に応じた引出しに限り、元本550
万円までの利息を非課税で引出すことができます。

どのような活用方法があるの？
　つみたてNISAと財形貯蓄を併用することで、資
産運用の幅を広げることができます。また、住宅取
得や年金以外のライフイベントに対する備えをする
ことができます。

■つみたてNISAは、様々な制度・商品と組み合わせて使うことで、多様なライフプランにあわせた備えができます。
■ご自分にあった組み合わせで、一歩進んだ資産形成をはじめてみませんか？

※1  2022年4月までは企業型では企業の年金規約に定める資格喪失年齢となる誕生月まで、個人型では60歳になるまで拠出できます。
※2  2022年5月以降は、企業型では70歳未満で企業の年金規約に定める資格喪失年齢となる誕生月まで、個人型では65歳になるまで拠出できます。

つみたてNISA 確定拠出年金
（企業型・個人型） つみたてNISA 財形貯蓄

つみたてNISA

利用条件

税制優遇

運用益の非課税期間

注意事項

一般NISA 確定拠出年金
（企業型・個人型）

財形住宅
財形年金 一般財形

利用できる方 その年の1月1日に
20歳（2023年以降は18歳）以上の方 65歳未満※1※2

契約時に55歳未満で
お勤めの方 お勤めの方

利用限度額 年間40万円
（累計800万円）

年間120万円
（累計600万円）

職業により
異なります 合計550万円 制限なし

運用時 非課税
（損益通算不可）

非課税
（損益通算不可） 非課税 非課税 課税

売却（払出） いつでも可 いつでも可 原則、60歳まで
不可 目的に応じて可 原則、積立開始後

1年以内は不可

買付時（拠出時） なし なし 個人型の場合、
全額所得から控除 なし なし

最長20年間 最長5年間 無期限 無期限 なし

つみたてNISAと一般NISAは併用不可 個人型の場合、
手数料がかかります ー ー

売却時（払出時） 非課税 非課税
課税

一時金：退職所得控除
年金：公的年金等控除

非課税
（目的外は課税） 課税

ろうきんのつみたてNISAの特徴

ろうきんで

毎月コツコツ積み立てしながら非課税制度でおトク!!

低 コ ス ト
販売手数料が無料
信託報酬も低い

積  立
毎月コツコツ5千円から

はじめられる

非 課 税
毎年40万円

20年間で800万円

「つみたてNISA」は、毎月の積み立てで購入した投資信託の売却時の
値上り益と、分配時の普通分配金にかかる税金が非課税になります。
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■店舗のご案内…窓口営業時間 平日（月～金） 9：00～15：00

｝
｝本店営業部

名 護 支 店
コ ザ 支 店
具志川支店

浦 添 支 店
普天間支店
おもろまち支店
県庁出張所

☎ 098（861）0118
☎ 0980（52）2844

☎ 098（937）1189

※県庁出張所のみ11:30～12:30は昼休み休業となります。

☎ 098（877）3301

☎ 098（867）1515
☎ 098（861）0894

与那原支店
宮 古 支 店
八重山支店

☎ 098（946）4710
☎ 0980（72）3678
☎ 0980（82）3727

■お客様相談デスク
0120-602-040 平日（月～金）9：00～17：00（当金庫の休業日は除きます） 2022年4月

TEL： 0120-885-875
平日： 午前9時～午後5時

投資信託の制度・商品に関するお問い合わせは
ろうきんダイレクトヘルプデスク
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■

沖縄県労働金庫　登録金融機関
沖縄総合事務局長（登金）第8号

つみたてNISAのポイント

非課税投資額は毎年40万円
非課税期間は最長20年間

つみたてNISA＋αのご提案

年間40万円を上限に、少額から無理なく資産運用を始めることができます。
投資した年から最長20年間非課税で保有いただけます。

積立投資でコツコツと資産形成
毎月5,000円から投資いただけます。
例えば、ある投資信託を毎月2万円ずつ積み立てるとします。10年間で投資額240万円、基準価額
が値上がりしたので、売却により受取額が約280万円になりました。約40万円の売却益は非課税
なので、通常の投資信託購入時に比べて約8万円得したことになります。

つみたてNISAの対象商品は、販売手数料が無料
長期・積立・分散投資に適した低コスト商品に投資
国が定めた長期安定運用、低コスト等の基準を満たした商品からお選びいただきます。

●「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。「一般NISA」と「つみ
たてNISA」の変更を行う場合は暦年単位となります。
●累積投資契約（定時定額買付サービス）に基づく定期かつ継続的な方法により対象商品を買付いただくことが必要です。
●「つみたてNISA」は「一般NISA」と異なり、ロールオーバーは行えません。
●「つみたてNISA」に関わる累積投資契約（定時定額買付サービス）により買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原
則として年1回通知いたします。

●基準経過日（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年
を経過した日ごとの日）にお名前・ご住所について確認を行います。確認期間（基準経過日から1年を経過する日までの
間）内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。
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・本資料は、2022年4月現在の法令等に基づいて作成しております。今後、関連法令等の改正が行われた場合、内容等が変更になる可能性があります。

（投資信託のリスク）
●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し、投資元本が保証されていないため、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、基準価額は変動します。よって、元本および収益金が保
証されておりません。

（投資信託に関する諸費用）
●投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」お
よび「その他の費用（監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限
額等を表示することができません。必ず、各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額につ
いても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません。

（その他の重要事項）
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。当金庫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、預金ではなく、元本の保証はされていません。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さま
に帰属します。●投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。●投
資信託をご購入の際には「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認のうえご自身でご判断く
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、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しており
ます。ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。●投資信託の
取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。

確定拠出年金とは？
　確定拠出年金（企業型・個人型）は、公的年金に
上乗せして加入できる年金制度です。企業または
個人が一定の掛け金を設定し、ご自分で運用しな
がら、毎月資産を積み立てていきます。原則60歳
まで途中引出しができません。

どのような活用方法があるの？
　つみたてNISAと確定拠出年金を併用することで、
投資資金の使途を広げ、現役世代から老後まで、あ
らゆるライフイベントに応じた備えをすることがで
きます。

財形貯蓄とは？
　財形貯蓄は、給与天引きで自動積立貯蓄ができ
る勤労者のための制度です。財形住宅と財形年金
については、目的に応じた引出しに限り、元本550
万円までの利息を非課税で引出すことができます。

どのような活用方法があるの？
　つみたてNISAと財形貯蓄を併用することで、資
産運用の幅を広げることができます。また、住宅取
得や年金以外のライフイベントに対する備えをする
ことができます。

■つみたてNISAは、様々な制度・商品と組み合わせて使うことで、多様なライフプランにあわせた備えができます。
■ご自分にあった組み合わせで、一歩進んだ資産形成をはじめてみませんか？

※1  2022年4月までは企業型では企業の年金規約に定める資格喪失年齢となる誕生月まで、個人型では60歳になるまで拠出できます。
※2  2022年5月以降は、企業型では70歳未満で企業の年金規約に定める資格喪失年齢となる誕生月まで、個人型では65歳になるまで拠出できます。

つみたてNISA 確定拠出年金
（企業型・個人型） つみたてNISA 財形貯蓄

つみたてNISA

利用条件

税制優遇

運用益の非課税期間

注意事項

一般NISA 確定拠出年金
（企業型・個人型）

財形住宅
財形年金 一般財形

利用できる方 その年の1月1日に
20歳（2023年以降は18歳）以上の方 65歳未満※1※2

契約時に55歳未満で
お勤めの方 お勤めの方

利用限度額 年間40万円
（累計800万円）

年間120万円
（累計600万円）

職業により
異なります 合計550万円 制限なし

運用時 非課税
（損益通算不可）

非課税
（損益通算不可） 非課税 非課税 課税

売却（払出） いつでも可 いつでも可 原則、60歳まで
不可 目的に応じて可 原則、積立開始後

1年以内は不可

買付時（拠出時） なし なし 個人型の場合、
全額所得から控除 なし なし

最長20年間 最長5年間 無期限 無期限 なし

つみたてNISAと一般NISAは併用不可 個人型の場合、
手数料がかかります ー ー

売却時（払出時） 非課税 非課税
課税

一時金：退職所得控除
年金：公的年金等控除

非課税
（目的外は課税） 課税

ろうきんのつみたてNISAの特徴

ろうきんで

毎月コツコツ積み立てしながら非課税制度でおトク!!

低 コ ス ト
販売手数料が無料
信託報酬も低い

積  立
毎月コツコツ5千円から

はじめられる

非 課 税
毎年40万円

20年間で800万円

「つみたてNISA」は、毎月の積み立てで購入した投資信託の売却時の
値上り益と、分配時の普通分配金にかかる税金が非課税になります。
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■店舗のご案内…窓口営業時間 平日（月～金） 9：00～15：00

｝
｝本店営業部

名 護 支 店
コ ザ 支 店
具志川支店

浦 添 支 店
普天間支店
おもろまち支店
県庁出張所

☎ 098（861）0118
☎ 0980（52）2844

☎ 098（937）1189

※県庁出張所のみ11:30～12:30は昼休み休業となります。

☎ 098（877）3301

☎ 098（867）1515
☎ 098（861）0894

与那原支店
宮 古 支 店
八重山支店

☎ 098（946）4710
☎ 0980（72）3678
☎ 0980（82）3727

■お客様相談デスク
0120-602-040 平日（月～金）9：00～17：00（当金庫の休業日は除きます） 2022年4月

TEL： 0120-885-875
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つみたてNISAのイメージ

つみたてNISAとは リスク（収益や損失の振れ幅）を軽減させる方法 つみたてNISAの始め方

インターネットバンキングでつみたてNISA

分散投資
投資の格言として「卵は一つのカゴに盛るな」というものがあります。もし、すべての卵を入れたカゴを落
としてしまったら、卵は全部割れてしまいますが、複数のカゴに分けて卵を盛っておけば、割れる卵は少な
くなります。このように、一つの投資対象に集中的に投資するのではなく、複数の異なる投資対象に分散
して投資することによって、万一のリスクを小さく抑えることができます。

Point

1

時間分散
投資を行う場合、一度にまとめて購入するのではなく、毎月いくらというように一定額を定期的に購入し
ていくという方法があります（ドル・コスト平均法）。
定期的に一定額を購入することで価格が低いときには多くの口数を購入し、価格が高いときには少ない
口数を購入することで、時間と価格の分散により、平均購入単価を安定させる効果が期待できます。

Point

2

長期投資
金融市場の動向を予測することは難しく、時に資産価格が大きく変動することもありますが、一般的に、運
用期間が長くなるほど、短期間の運用に比べて、リターンの振れ幅が小さくなる傾向があります。
分散投資しながら、長く保有することで、リターンが平準化され、安定した運用成果が期待できます。

Point

3

2018年1月から、「一般NISA」に加えて、「つみたてNISA」が始まりました。
これまでの「一般NISA」と同様に、毎年の非課税投資枠の範囲で購入した投資信託の売却時の値上り益

と、分配時の普通分配金にかかる税金が非課税になります。
「つみたてNISA」では、毎年40万円の非課税投資枠、最長20年間の非課税期間を活用した積立投資が
可能となります。

投資によるリスク（収益や損失の振れ幅）を軽減させるためには、リスクを知って、そのリスクとうまく付き
合うことが重要です。具体的には、3つの大切なポイントを押さえることが必要です。

毎月コツコツ積み立てて、長期・分散投資効果に運用益の非課税効果をプラスして、
資産形成をはじめませんか？

毎月コツコツ積み立てしながら、将来を見据えて資産形成

ご利用できる方 国内にお住まいのその年の1月1日に20歳（2023年以降は18歳）以上の
お客さまが1口座のみ開設できます。※一般NISAとの同一年の併用はできません。

投資方法 毎月、一定額の積立投資になります。
※年2回まで特定月を指定し、積立額を増額できます。

途中売却 いつでも売却できます。
※売却分の非課税枠を再利用することはできません。

非課税対象 つみたてNISA口座で購入した投資信託の売却時の値上り益と分配時の
普通分配金にかかる税金が非課税になります。

非課税投資額 毎年40万円まで非課税で投資できます。

非課税期間 投資した年から最長20年間となります。

つみたてのメリット～ドル・コスト平均法の活用～
ドル・コスト平均法とは一定額を定期的に購入していく方法です。
時間と価格の分散により、平均購入単価を安定させる効果が期待できます。
※ドル・コスト平均法は、投資信託の基準価額の下落リスクを低減するものではありません。

《投資信託の積立投資と一括投資の比較》（例示）

〈長期投資でリターンの振れ幅を小さく抑える効果〉 〈国内株式における投資期間1年と5年のリターン〉
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※上記の数字は、仮定のものであり、将来の成果をお約束するものではあり
ません。また、計算には手数料等を考慮しておりません。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計
60,000円 60,000円購入額
60,000口 60,000口購入口数

一括投資 平均購入単価…10,000円（1万口あたり）

10,000円10,000円 10,000円10,000円10,000円10,000円60,000円毎月の購入額
10,000口 9,090口 7,692口 16,666口12,500口 8,333口 64,281口購入口数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計

積立投資 平均購入単価…9,334円（1万口あたり）
※購入単価を安定化することが期待できます。

投資でいう
と、投資結
果のリター
ンの振れ幅
をリスクと
いいます。

リスク
（リターン
の振れ幅）時間

リ
タ
ー
ン

投資期間1年 投資期間5年

年間収益率（TOPIX） 年間収益率（TOPIX）5ヶ月平均
1979年 1989年 1999年 2009年
1983年 1993年 2003年 2013年～ ～ ～ ～1979年 1989年 1999年 2009年

※上記は過去のデータ（TOPIX）をもとにしたものであり、将来の成果
を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金・手数料等
は考慮しておりません。

※分散投資、時間分散、長期投資によって、リターンの安定化、一定のリスク軽減効果、購入単価の安定化が期待で
きますが、必ずしも期待どおりの結果になるわけではありません。

ろうきんの「インターネットバンキング投資信託」は、24時間365日（システムメンテナンス時を除く）、ス
マートフォンでもパソコンでも、定時定額買付契約のお申込みや残高・取引のご照会ができます。つみたて
NISAのお取引には、便利なインターネットバンキングをご利用ください。

インターネットバンキングにログイン1
ファンドを選択し、引落日・購入金額等必要事項を入力
してください。

定時定額買付契約のお申込み3

前営業日基準のファンド別の残高・お取引の履歴・トー
タルリターン（累計損益）をご確認できます。

残高・取引のご照会4

保有されているファンドの解約申込みができます。
解約のお申込み5

取引メニューから投資信託を選択2
定時定額買付契約の新規申込みができます。新規申込
毎月の購入金額・増額月・増額月の購入金額
の変更申込みができます。

変更申込

定時定額買付契約の廃止申込みができます。廃止申込

※つみたてNISA口座の開設には、普通預金および投資信託取引口座のご契約が必要です。
※投資信託取引口座の開設には、マイナンバーの告知が必要です。
※当金庫で既に投資信託口座を開設されているお客さまは、つみたてNISA口座の開設に必要な書類をお電話にてご請求ください。
　書類請求先：ろうきんダイレクトヘルプデスク（TEL0120-885-875）
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書類をご自宅で受領
③申込書類・確認書
類をろうきんに郵送

ファンドの指定

インターネットバンキ
ングで定時定額買付
のお申込み

積立開始

つみたてNISAで定時
定額買付をスタート

つみたてNISA口座
開設完了

ろうきんで受付してから
約2週間～3週間後、
「非課税口座の開設承
認のお知らせ」をご自宅
へ郵送
※ろうきんにて税務署
への申請を行い、審査完
了後に通知を郵送します。
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用期間が長くなるほど、短期間の運用に比べて、リターンの振れ幅が小さくなる傾向があります。
分散投資しながら、長く保有することで、リターンが平準化され、安定した運用成果が期待できます。

Point

3

2018年1月から、「一般NISA」に加えて、「つみたてNISA」が始まりました。
これまでの「一般NISA」と同様に、毎年の非課税投資枠の範囲で購入した投資信託の売却時の値上り益

と、分配時の普通分配金にかかる税金が非課税になります。
「つみたてNISA」では、毎年40万円の非課税投資枠、最長20年間の非課税期間を活用した積立投資が
可能となります。

投資によるリスク（収益や損失の振れ幅）を軽減させるためには、リスクを知って、そのリスクとうまく付き
合うことが重要です。具体的には、3つの大切なポイントを押さえることが必要です。

毎月コツコツ積み立てて、長期・分散投資効果に運用益の非課税効果をプラスして、
資産形成をはじめませんか？

毎月コツコツ積み立てしながら、将来を見据えて資産形成

ご利用できる方 国内にお住まいのその年の1月1日に20歳（2023年以降は18歳）以上の
お客さまが1口座のみ開設できます。※一般NISAとの同一年の併用はできません。

投資方法 毎月、一定額の積立投資になります。
※年2回まで特定月を指定し、積立額を増額できます。

途中売却 いつでも売却できます。
※売却分の非課税枠を再利用することはできません。

非課税対象 つみたてNISA口座で購入した投資信託の売却時の値上り益と分配時の
普通分配金にかかる税金が非課税になります。

非課税投資額 毎年40万円まで非課税で投資できます。

非課税期間 投資した年から最長20年間となります。

つみたてのメリット～ドル・コスト平均法の活用～
ドル・コスト平均法とは一定額を定期的に購入していく方法です。
時間と価格の分散により、平均購入単価を安定させる効果が期待できます。
※ドル・コスト平均法は、投資信託の基準価額の下落リスクを低減するものではありません。

《投資信託の積立投資と一括投資の比較》（例示）

〈長期投資でリターンの振れ幅を小さく抑える効果〉 〈国内株式における投資期間1年と5年のリターン〉

12,000円

10,000円

8,000円

6,000円

10,000円 11,000円 13,000円 6,000円 8,000円 12,000円基準価額

1万口
あたりの
基準価額 高い時は

少なく買う

低い時は
多く買う

1月 2月 3月 4月 5月 6月

※上記の数字は、仮定のものであり、将来の成果をお約束するものではあり
ません。また、計算には手数料等を考慮しておりません。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計
60,000円 60,000円購入額
60,000口 60,000口購入口数

一括投資 平均購入単価…10,000円（1万口あたり）

10,000円10,000円 10,000円10,000円10,000円10,000円60,000円毎月の購入額
10,000口 9,090口 7,692口 16,666口12,500口 8,333口 64,281口購入口数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計

積立投資 平均購入単価…9,334円（1万口あたり）
※購入単価を安定化することが期待できます。

投資でいう
と、投資結
果のリター
ンの振れ幅
をリスクと
いいます。

リスク
（リターン
の振れ幅）時間

リ
タ
ー
ン

投資期間1年 投資期間5年

年間収益率（TOPIX） 年間収益率（TOPIX）5ヶ月平均
1979年 1989年 1999年 2009年
1983年 1993年 2003年 2013年～ ～ ～ ～1979年 1989年 1999年 2009年

※上記は過去のデータ（TOPIX）をもとにしたものであり、将来の成果
を示唆あるいは保証するものではありません。また、税金・手数料等
は考慮しておりません。

※分散投資、時間分散、長期投資によって、リターンの安定化、一定のリスク軽減効果、購入単価の安定化が期待で
きますが、必ずしも期待どおりの結果になるわけではありません。

ろうきんの「インターネットバンキング投資信託」は、24時間365日（システムメンテナンス時を除く）、ス
マートフォンでもパソコンでも、定時定額買付契約のお申込みや残高・取引のご照会ができます。つみたて
NISAのお取引には、便利なインターネットバンキングをご利用ください。

インターネットバンキングにログイン1
ファンドを選択し、引落日・購入金額等必要事項を入力
してください。

定時定額買付契約のお申込み3

前営業日基準のファンド別の残高・お取引の履歴・トー
タルリターン（累計損益）をご確認できます。

残高・取引のご照会4

保有されているファンドの解約申込みができます。
解約のお申込み5

取引メニューから投資信託を選択2
定時定額買付契約の新規申込みができます。新規申込
毎月の購入金額・増額月・増額月の購入金額
の変更申込みができます。

変更申込

定時定額買付契約の廃止申込みができます。廃止申込

※つみたてNISA口座の開設には、普通預金および投資信託取引口座のご契約が必要です。
※投資信託取引口座の開設には、マイナンバーの告知が必要です。
※当金庫で既に投資信託口座を開設されているお客さまは、つみたてNISA口座の開設に必要な書類をお電話にてご請求ください。
　書類請求先：ろうきんダイレクトヘルプデスク（TEL0120-885-875）

インターネットバンキング

投資信託取引
口座開設申込み

①インターネットバ
ンキングで投資信託
取引口座開設をお申
込み
②約1週間後、申込
書類をご自宅で受領
③申込書類・確認書
類をろうきんに郵送

ファンドの指定

インターネットバンキ
ングで定時定額買付
のお申込み

積立開始

つみたてNISAで定時
定額買付をスタート

つみたてNISA口座
開設完了

ろうきんで受付してから
約2週間～3週間後、
「非課税口座の開設承
認のお知らせ」をご自宅
へ郵送
※ろうきんにて税務署
への申請を行い、審査完
了後に通知を郵送します。

投資信託取引
口座開設申込み

窓 口

店頭で投資信託取引
口座開設申込書・確認
書類をご提出

つみたてNISA申込み

店頭で非課税口座
開設届出書をご提出

ファンドの指定

店頭で定時定額買付
取引申込書をご提出
※お取扱商品は、店頭
窓口でご確認ください。

積立開始

つみたてNISAで定時
定額買付をスタート

2018年

2019年

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2041年

2042年

2018年 2019年 2020年 … 2036年 2037年 2038年 … 2041年 2042年 … 2060年 2061年

投 資 非課税期間（20年間）

投 資

投 資

投 資

40万円

1

非課税期間終了時

課税口座に移管
1

売　却
2



つみたてNISAについての留意事項

投資信託についてのご注意

つみたてNISA

つみたてNISAの利用がオススメな方
■将来を見据えて、積み立てでコツコツ資産形成したい方
■初めて投資信託の利用を考えている方
■
■

沖縄県労働金庫　登録金融機関
沖縄総合事務局長（登金）第8号

つみたてNISAのポイント

非課税投資額は毎年40万円
非課税期間は最長20年間

つみたてNISA＋αのご提案

年間40万円を上限に、少額から無理なく資産運用を始めることができます。
投資した年から最長20年間非課税で保有いただけます。

積立投資でコツコツと資産形成
毎月5,000円から投資いただけます。
例えば、ある投資信託を毎月2万円ずつ積み立てるとします。10年間で投資額240万円、基準価額
が値上がりしたので、売却により受取額が約280万円になりました。約40万円の売却益は非課税
なので、通常の投資信託購入時に比べて約8万円得したことになります。

つみたてNISAの対象商品は、販売手数料が無料
長期・積立・分散投資に適した低コスト商品に投資
国が定めた長期安定運用、低コスト等の基準を満たした商品からお選びいただきます。

●「一般NISA」と「つみたてNISA」は選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。「一般NISA」と「つみ
たてNISA」の変更を行う場合は暦年単位となります。
●累積投資契約（定時定額買付サービス）に基づく定期かつ継続的な方法により対象商品を買付いただくことが必要です。
●「つみたてNISA」は「一般NISA」と異なり、ロールオーバーは行えません。
●「つみたてNISA」に関わる累積投資契約（定時定額買付サービス）により買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原
則として年1回通知いたします。
●基準経過日（つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年
を経過した日ごとの日）にお名前・ご住所について確認を行います。確認期間（基準経過日から1年を経過する日までの
間）内に当該確認ができない場合には、累積投資勘定への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。

Point

1

Point

2

Point

3

毎月2万円
10年間
積立投資

売却益約40万円×20.315％＝
約8万円

つみたてNISA口座なら

約8万円が
非課税でお得！

10年後売却合計240万円

約40万円

240万円

売却益

・本資料は、2022年4月現在の法令等に基づいて作成しております。今後、関連法令等の改正が行われた場合、内容等が変更になる可能性があります。

（投資信託のリスク）
●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し、投資元本が保証されていないため、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、基準価額は変動します。よって、元本および収益金が保
証されておりません。

（投資信託に関する諸費用）
●投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」お
よび「その他の費用（監査報酬等）」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限
額等を表示することができません。必ず、各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額につ
いても、ファンドによって、またファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません。

（その他の重要事項）
●投資信託は、預金保険の対象ではありません。当金庫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、預金ではなく、元本の保証はされていません。●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さま
に帰属します。●投資信託の取扱いは当金庫が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。●投
資信託をご購入の際には「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」をご確認のうえご自身でご判断く
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、当金庫の投資信託取扱店舗にご用意しており
ます。ただし、インターネットバンキング専用ファンドについては、インターネットによる電子交付となります。●投資信託の
取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。

確定拠出年金とは？
　確定拠出年金（企業型・個人型）は、公的年金に
上乗せして加入できる年金制度です。企業または
個人が一定の掛け金を設定し、ご自分で運用しな
がら、毎月資産を積み立てていきます。原則60歳
まで途中引出しができません。

どのような活用方法があるの？
　つみたてNISAと確定拠出年金を併用することで、
投資資金の使途を広げ、現役世代から老後まで、あ
らゆるライフイベントに応じた備えをすることがで
きます。

財形貯蓄とは？
　財形貯蓄は、給与天引きで自動積立貯蓄ができ
る勤労者のための制度です。財形住宅と財形年金
については、目的に応じた引出しに限り、元本550
万円までの利息を非課税で引出すことができます。

どのような活用方法があるの？
　つみたてNISAと財形貯蓄を併用することで、資
産運用の幅を広げることができます。また、住宅取
得や年金以外のライフイベントに対する備えをする
ことができます。

■つみたてNISAは、様々な制度・商品と組み合わせて使うことで、多様なライフプランにあわせた備えができます。
■ご自分にあった組み合わせで、一歩進んだ資産形成をはじめてみませんか？

※1  2022年4月までは企業型では65歳未満で企業の年金規約に定める資格喪失年齢となる誕生月まで、個人型では60歳になるまで拠出できます。
※2  2022年5月以降は、企業型では70歳未満で企業の年金規約に定める資格喪失年齢となる誕生月まで、個人型では65歳になるまで拠出できます。

つみたてNISA 確定拠出年金
（企業型・個人型） つみたてNISA 財形貯蓄

つみたてNISA

利用条件

税制優遇

運用益の非課税期間

注意事項

一般NISA 確定拠出年金
（企業型・個人型）

財形住宅
財形年金 一般財形

利用できる方 その年の1月1日に
20歳（2023年以降は18歳）以上の方 65歳未満※1※2

契約時に55歳未満で
お勤めの方 お勤めの方

利用限度額 年間40万円
（累計800万円）

年間120万円
（累計600万円）

職業により
異なります 合計550万円 制限なし

運用時 非課税
（損益通算不可）

非課税
（損益通算不可） 非課税 非課税 課税

売却（払出） いつでも可 いつでも可 原則、60歳まで
不可 目的に応じて可 原則、積立開始後

1年以内は不可

買付時（拠出時） なし なし 個人型の場合、
全額所得から控除 なし なし

最長20年間 最長5年間 無期限 無期限 なし

つみたてNISAと一般NISAは併用不可 個人型の場合、
手数料がかかります ー ー

売却時（払出時） 非課税 非課税
課税

一時金：退職所得控除
年金：公的年金等控除

非課税
（目的外は課税） 課税

ろうきんのつみたてNISAの特徴

ろうきんで

毎月コツコツ積み立てしながら非課税制度でおトク!!

低 コ ス ト
販売手数料が無料
信託報酬も低い

積  立
毎月コツコツ5千円から

はじめられる

非 課 税
毎年40万円

20年間で800万円

「つみたてNISA」は、毎月の積み立てで購入した投資信託の売却時の
値上り益と、分配時の普通分配金にかかる税金が非課税になります。

ス
マ
ホ
で

店
舗
検
索

■店舗のご案内…窓口営業時間 平日（月～金） 9：00～15：00

｝
｝本店営業部

名 護 支 店
コ ザ 支 店
具志川支店

浦 添 支 店
普天間支店
おもろまち支店
県庁出張所

☎ 098（861）0118
☎ 0980（52）2844

☎ 098（937）1189

※県庁出張所のみ11:30～12:30は昼休み休業となります。

☎ 098（877）3301

☎ 098（867）1515
☎ 098（861）0894

与那原支店
宮 古 支 店
八重山支店

☎ 098（946）4710
☎ 0980（72）3678
☎ 0980（82）3727

■お客様相談デスク
0120-602-040 平日（月～金）9：00～17：00（当金庫の休業日は除きます） 2022年4月

TEL： 0120-885-875
平日： 午前9時～午後5時

投資信託の制度・商品に関するお問い合わせは
ろうきんダイレクトヘルプデスク


