
2017 年 8 月 7日、<ろうきん>で

インターネットによる投資信託取引のサービスが始まります。

～<ろうきん>の投資信託はもっと便利に！もっと使いやすく！～

労働金庫連合会（理事長：中江公人、以下、「労金連」という。）は、インターネットバンキングサー

ビスである「ろうきんダイレクト」に投資信託取引サービス機能を追加し、2017 年 8月 7日（月）9 時

から全国 13 の<ろうきん>でサービスを開始します。

このサービス開始により、スマートフォンやパソコンを利用し、ご自宅や外出先から 24 時間 365 日

いつでも（メンテナンス時を除く）投資信託の購入・解約等の取引のお申込みができます。サービスを

ご利用されるなかで、操作にお困りのときや投資信託の制度・商品にご不明な点があるときは、ヘルプ

デスクにもご相談いただくことができます。

労金連は、2010 年に「SRI（社会的責任投資）原則」を制定し、ESG（環境・社会・企業統治）に配慮

した投資を実践してきており、本年 7月には国連が提唱する「責任投資原則」（PRI）に署名することを

決定しました。労金連は、こうした経営方針のもと、全国 13 の<ろうきん>で販売する投資信託商品に

ついても、社会的課題解決への貢献のための ESG をテーマとするファンドを選定しました。

また、長期・積立・分散投資にも活用できるよう投資信託ラインアップを大幅に拡充しました。勤労

者が長期にわたり資産形成をするのにふさわしい低コスト・資産成長型・積立に適した商品の充実を図

り、国内・海外の債券・株式・REIT を投資対象とする購入時手数料が無料で信託報酬が低いインデック

スファンドなど、44 本のファンドを一括買付または定時定額買付により購入ができます。

労金連は、これまで取り組んできたお客さま本位の業務運営の精神・活動を踏まえ、より一層、働く

人の夢と共感を創造する〈ろうきん〉の中央金融機関としての役割発揮に努めてまいります。

記

1. サービス概要

 投資信託口座の開設・投資信託の購入・解約・定時定額買付契約のお申込みができます。

＊20 歳未満または 80 歳以上のお客さまは、投資信託の購入・定時定額買付の新規お申込みはできま

せん。

＊一部のファンドは、解約のお申込みができません。

 パソコン・スマートフォン・タブレットがご利用できます。

（裏面につづく）
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【サービス内容と利用時間】

サービス 平 日 金融機関休業日

当 日 付 取 引： 0:00～12:59

翌営業日付取引：13:00～23:59
翌営業日付取引：0:00～23:59

24 時間 24 時間

＊1 金融機関休業日は、土曜日・日曜日・祝日・12 月 31 日～1月 3日になります。

＊2 システムメンテナンス等により、次の時間はサービスをご利用いただけません。

①1月 1日～1月 3日（終日） ②5月 3日～5月 5日（2:00～6:00）

③ハッピーマンデー（前日 21:00～当日 6:00） ④第 1月曜日・第 3月曜日（2:00～6:00）

（上記の他、臨時にシステムメンテナンスを実施する場合があります。実施する場合は、ろうきんダイレクトのホ

ームページにてご案内いたします。）

2. サービス開始

2017 年 8月 7日（月）9時

3. 添付資料

「ろうきんインターネットバンキング投資信託のご案内」

4. 本件に関するお問合わせ先

労働金庫連合会 営業推進部

担当：五十嵐（TEL:03-3295-9341）

以 上

購 入

解 約

定時定額買付

照 会
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ろうきんのインターネットバンキング投資信託では、
● 国内・海外の債券・株式・REITを投資対象とする購入時手数料が無料のインデックスファンドをそろえています。
● 社会的課題解決への貢献のために、ESG（環境・社会・企業統治）関連をテーマとするファンドにも投資できます。
● NISAも、毎月5千円からの定時定額買付もご利用できます。

ろうきんの投資信託は、もっと便利に ！ もっと使いやすく !
ファンドラインアップも充実したインターネットバンキングのサービスがスタートします。

長期・積立・分散投資の資産形成はじめませんか？

ろうきん
だから

中長期的な投資に向く手数料・信託報
酬が低いファンドをご用意しています。E
（環境）・S（社会）・G（ガバナンス）関連
をテーマとするファンドにも投資できます。
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おすすめ
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店頭に来店しなくても、
自宅や外出先で取引の
お申込みができます。

安 全に
おすすめ

ポイント④ おすすめ
ポイント⑤

便 利 に 安 心 も

こまめな運用状況の確認、店頭で
購入したファンドの解約もできます。

安全にご利用いただくために、充実
したセキュリティ対策をとっています。

おすすめ
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お困りのときは、お電話または
店頭で専門のスタッフに
ご相談ください。
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投資信託についてのご注意
● 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。
● 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。

＊1 金融機関休業日は、土曜日・日曜日・祝日・12月31日～1月3日になります。
＊2 システムメンテナンス等により、次の時間はサービスをご利用いただけません。
　①1月1日～1月3日（終日）　②5月3日～5月5日（2:00～6:00） ③ハッピーマンデー（前日21:00～当日6:00）
　④第1月曜日・第3月曜日（2:00～6:00）
 

＊ろうきんダイレクトをご利用いただいているお客様でも指定預金口座をご利用口座として登録されていない場合は、
　投資信託取引をご利用いただけません。「利用口座登録・解除」メニューからご利用口座を登録してください。
　お手続き完了後、3営業日程度でご利用いただけます。

■サービス内容と利用時間

■ご利用開始のお手続き

24時間 24時間

ろうきんダイレクトをご利用していますか？ 投資信託口座をお持ちですか？

ろうきんダイレクトの申込み

YES

YES

NONO

インターネットバンキング投資信託取引をご利用いただけます。

投資信託口座の開設

当日付取引
  0:00～12:59
翌営業日付取引
13:00～23:59

翌営業日付取引
  0:00～23:59

 （上記の他、臨時にシステムメンテナンスを実施する場合があります。実施する場合は、ろうきんダイレクトのホームページにてご案内いたします。）

サービス 平　　日 金融機関休業日

購　入

解　約

定時定額買付

照　会

購　入

解　約

定時定額買付

照　会

ろうきんダイレクトにログイン後、「投資信託」メニューから
「投資信託口座開設」を選択し、お申込みください。
お申込み受付後、申込書類等をご自宅に郵送します。

お客様からの書類返送後、1週間程度で口座開設が完了します。

ろうきんに総合口座（普通預金）を開設し、
キャッシュカードをお持ちの方は、
ろうきんのホームページから

ろうきんダイレクトをお申込みください。


