投資 信託累積投資規定
第１条 （趣 旨）
この規 定は 、当 組合と お客 様と の間 の投資 信託 受益権 （以 下、「 投資 信託 」とい い
ます。）の累 積投 資に 関す る取決 めで す。 当組 合は、 この 規定 に従っ て累 積投 資契 約
（以下 、「契 約」 とい いま す。） をお客 様と 締結 します 。な お、 当組合 が累 積投 資取引
の対象 とし て定 める投 資信 託、 および 当組 合が 別に定 める 「非 課税上 場株 式等 管理お
よび非 課税 累積 投資に 関す る約 款」に 基づ き、 お客様 がつ みた てＮＩ ＳＡ での 取得 の
お申込 みを する ことが でき る投 資信 託の銘 柄に ついて は、 当組合 ホー ムペ ージ 等に掲
載する もの とし ます。
ただし 、「 非課税 上場 株式 等管 理およ び非 課税 累積投 資に 関す る約款 」に より 、お
客様が つみ たて ＮＩＳ Ａで の取 得の お申込 みを するこ とが でき る投資 信託 の銘 柄に
ついて は、 つみ たてＮ ＩＳ Ａ以 外の累 積投 資取 引によ る取 得の お申込 みや 、累 積投資
取引に よら ない 取得の お申 込み をす ること はで きませ ん。
２

こ の規 定に 別段の 定め がな いと きは、
「投 資信託 総合 取引 規定」およ び同 規定第 ２条
各号に 定め る約 款・規 定ま たは この契 約に かか る投資 信託 の目 論見書 等の 定め によ る
ものと しま す。 また、 累積 投資 取引の うち 、「 ＪＡの 投信 つみ たてサ ービ ス」 の申 込
方法等については、「「ＪＡの投信つみたてサービス」取扱規定」によるものとし、
つみた てＮ ＩＳ Ａでの お申 込み をさ れる場 合に は、「 非課 税上場 株式 等管 理お よび非
課税累 積投 資に 関する 約款 」の 規定 にも従 うも のとし ます 。

第２条 （定 義）
累積投 資と は、あ らか じめ 定め られた 方法 によ り、お 客様 が指定 した 貯金 口座 （以
下、「 指定口 座」 とい いま す。） から引 き落 した 金銭ま たは 、お 客様が 当組 合に 開設 さ
れた投 資信 託受 益権振 替決 済口 座（ 以下、「振 替決済 口座 」と いいま す。）に記 載ま た
は記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託
の買付 注文 を継 続的に 行い 、取 得す ること をい います 。な お、 累積投 資の ため に、お
客様の 金銭 を分 別する 口座 を「 累積 投資口 座」 といい ます 。累 積投資 口座 でお 預か り
したお 客様 の金 銭に対 して は、利 子、その 他い かなる 名目 によ る対価 も支 払い ませ ん。
第３条 （申 込方 法）
お客様 は、 当組 合所定 の申 込書 に必 要事項 を記 載のう え、 届出 の印鑑 を押 印し 、これ
を当組 合の 本・ 支店ま たは 事務 所（ 以下、「取 扱店」 とい いま す。） に提 出する こと によ
って契 約を 申し 込むも のと しま す。
２

当 組合 が当 該申込 みを 承諾 し、 契約が 締結 された とき 、当 組合は 直ち にお 客様 の累
積投資 口座 を開 設しま す。

３

お 客様 が、 個別の 投資 信託 につ いて累 積投 資を開 始す ると きは、 前二 項に より 契約
を締結 した うえ で、当 組合 に申 し込 むもの とし ます。 ただ し、 当組合 が累 積投 資の対
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象とし てい ない 投資信 託に つい ては 当該申 込み をする こと はで きませ ん。
４

累 積投 資取 引のう ち定 期定 額購 入取引 の申 込方法 等に つい ては「「 ＪＡ の投 信つ みた
てサー ビス 」取 扱規定 」に よる もの としま す。

第４条 （金 銭の 払込み ）
お客様 は、 この契 約に かか る投 資信託 の買 付け にあて るた め（第 ７条 に定 める 収益
分配金 の再 投資 にかか る買 付け を除 きます 。）、 一回の 払込 みに つき１ 万円 以上 の金 銭
（ 以 下 、「 払 込 金 」 と い い ま す 。） を 払 い 込 む こ と が で き ま す 。 た だ し 、「 Ｊ Ａ の 投 信
つみた てサ ービ ス」を 利用 して 買付け る場 合は 、一回 の払 込み につき ５千 円以 上の金
銭を払 い込 むこ とがで きま す。

第５条 （買 付方 法、時 期お よび 価額 ）
当組合は、お客様からこの契約にかかる投資信託の買付けの申込みがあったとき、
当該投 資信 託の 目論見 書の 定め る と こ ろ に 従 い 、 当 該 投 資 信 託 の 買 付 け を 行 い ま す 。
２

前 項の 買付 価額は 、当 該投 資信 託の目 論見 書に定 める 所定 の基準 価額 に所 定の 手数
料等を 加え た金 額とし ます 。

３

買 い付 けら れたこ の契 約に かか る投資 信託 の所有 権お よび その収 益分 配金 また は元
本に対 する 請求 権は、 当該 買付 けの あった 日か らお客 様に 帰属 するも のと しま す。

第６条 （管 理）
この契 約に かか る投資 信託 は、お 客様 の振 替決 済口座 に記 載ま たは記 録す るこ とに
より管 理し ます 。
２

当 組合 は、 当該管 理に かか る管 理料を 申し 受ける こと があ ります 。こ の場 合に は、
投資信 託受 益権 振替決 済口 座管 理規 定第 12 条 が準用 され るも のとし ます 。

３

こ の契 約に かかる お客 様の 権利 は、譲 渡ま たは質 入れ する ことは でき ませ ん。

第７条 （収 益分 配金の 再投 資）
前条第 １項 に基 づき管 理さ れて いる 投資信 託の 収益分 配金 は、お 客様 に代 わって 当
組合が 受領 し、 所定の 税金 を差 し引 いた後 、お 客様の 累積 投資 口座に 繰り 入れ 、そ の
全額を もっ て決 算日の 基準 価額 によ り当該 投資 信託の 買付 けを 行いま す。
なお、 この 場合 、購入 の手 数料 は無 料とし ます 。
２

当 組合 は、 お客様 から 申し 出が あった 場合 、前項 の買 付け を中止 し、 当該 投資 信託
の収益 分配 金を 定期的 に受 け取 る契 約をお 客様 と締結 する こと ができ ます 。こ の場合 、
収益分 配金 は指 定口座 に入 金し ます 。

３

非 課税 口座 （租税 特別 措置 法第 37 条 の 14 第５項 第１ 号に 定める 非課 税口 座を いい
ます。）の非 課税 管理 勘定（ 同条 同項 第２ 号に 定める 非課 税管 理勘定 をい いま す。） で
管理さ れて いる 投資信 託の 収益 分配 金の再 投資 は、非 課税 限度額 を超 えな い範 囲で非
課 税 口 座 で 買 付 を 行 い ま す 。（ た だ し 、 非 課 税 口 座 に お い て 、 同 条 同 項 第 ４ 号 に 定 め
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る累積 投資 勘定 を当該 年に おい て設 定して いる 場合に は、 買付け を行 うこ とは できま
せ ん 。） ま た 、 非 課 税 限 度 額 を 超 え る 部 分 は 、 お 客 様 が 特 定 口 座 と 一 般 口 座 を 保 有 さ
れてい る場 合は 特定口 座で 、特 定口座 を保 有さ れてい ない 場合 は一般 口座 で買 付を 行
います 。
４

非 課税 口座 の累積 投資 勘定 で管 理され てい る投資 信託 の収 益分配 金の 再投 資は 、当
該年に おい て当 該非課 税口 座に 累積 投資勘 定を 設定し てい る場 合に限 り、 当該 累積投
資勘定 の非 課税 限度額 を超 えな い範 囲で、 非課 税口座 での 買付 を行う こと がで きま す。

第８条 （金 銭の 返還等 ）
当組合 は、 この契 約に 基づ く投 資信託 の償 還金 につい ては 、所定 の期 日に 指定 口座
に入金 しま す。
２

お 客様 が、 この契 約に 基づ く投 資信託 の解 約の請 求を する 場合に は、 所定 の手 続き
によっ てこ れを 行うも のと し、 解約 代金は 所定 の期日 に指 定口 座に入 金し ます 。

３

前 項の 解約 価額は 、当 該投 資信 託の目 論見 書に定 める 価額 とし、 当該 解約 価額 から
所定の 手数 料等 を差し 引い た金 額を 指定口 座に 入金し ます 。

４

お 客様 が、 この契 約に 基づ く投 資信託 を他 の口座 管理 機関 へ振り 替え る場 合に は、
投資信託受益権振替決済口座管理規定第７条の規定に従って振替の手続きをするも
のとし ます 。

第９条 （ス イッ チング （乗 換））
投資信 託の 解約 による 解約 手取 金を 他の投 資信 託の買 付代 金と し、解 約お よび買 付
けを一 組の 同時 の注文 とし て取 り扱 うこと をス イッチ ング （乗 換）と いい ます 。
２

ス イッ チン グ（乗 換） の注 文が あった とき は、第 ５条 およ び第８ 条の 定め に準 じて
取り扱 いま す。 ただし 、こ の場 合、当 該投 資信 託の解 約代 金か ら所定 の手 数料 、税 金
および 諸費 用等 を差し 引い た金 額を もって 他の 投資信 託の 買付 注文を 行い ます 。スイ
ッチン グ（ 乗換 ）は、 この 契約 に基づ く投 資信 託のう ち、 当該 投資信 託の 目論 見書 等
にスイ ッチ ング （乗換 ）に 関す る記載 のあ る投 資信託 に限 り、 その記 載の 範囲 内で 行
うこと がで きま す。

３

ス イッ チン グ（乗 換） の注 文に ついて は、 第４条 の定 めは 適用さ れま せん 。

第 10 条（解 約）
この契 約は 、投 資信託 総合 取引 規定 第 10 条第 １項ま たは 第２ 項のい ずれ かに 該当
したと き、もしく は次 の各 号のい ずれ かに 該当 したと きは 、解約 され るも のとし ます 。

２

①

お 客様 から 解約の 申し 出が あっ たとき 。

②

当 組合 が累 積投資 業務 を営 むこ とがで きな くなっ たと き。

③

こ の契 約に かかる 投資 信託 が償 還され たと き。
こ の契 約が 解約さ れた とき 、当 組合は 、管 理中の この 契約 にかか る投 資信 託に つい

ては、 お客 様の 申し出 によ り、 他の口 座管 理機 関に振 替を 行い ます。 ただ し、 振替先
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口座管 理機 関に おいて 当該 投資 信託 の取扱 いを してい ない 等の 理由で 振替 不能 な場
合には 、遅 滞な く当該 投資 信託 を解 約し、 現金 にてお 客様 に返 還しま す。
以
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上

