２０１９年２月６日
Ｎｏ．１９―０３３
株式会社伊予銀行

〜幅広い資産運用ニーズにお応えするために、四国の地方銀行で初めて〜

株式会社伊予銀行（頭取 大塚 岩男）は、投資信託の新ファンドの取扱いを開始いたしますので、
下記のとおりお知らせいたします。
今回、取扱いを開始するファンドは、ピクテ投信投資顧問が運用するｉＴｒｕｓｔシリーズ、インタ
ーネット専用ファンド９本です。このシリーズはノーロードファンドでありながら、アクティブ（ベン
チマークと言われる特定の指数を上回ることを目指す）かつ様々な成長分野やテーマ等に投資します。
なお、ｉＴｒｕｓｔシリーズの取扱い開始は、四国の地方銀行で初めてです。

記
○取扱開始日
２０１９年２月１３日（水）

○新ファンド（ｉＴｒｕｓｔノーロードシリーズ）
項

目

内

容

ｉＴｒｕｓｔ日本株式（国内株式）
ｉＴｒｕｓｔ世界株式（内外株式）
ｉＴｒｕｓｔロボ（内外株式）
ファンド名
（カテゴリー）

ｉＴｒｕｓｔバイオ（内外株式）
ｉＴｒｕｓｔエコイノベーション（内外株式）
ｉＴｒｕｓｔプレミアム・ブランド（内外株式）
ｉＴｒｕｓｔセキュリティ（内外株式）
ｉＴｒｕｓｔ新興国株式（海外株式）
ｉＴｒｕｓｔインド株式（海外株式）

購入時手数料

無料

積立投信

全ファンド対象

運用会社

ピクテ投信投資顧問株式会社

私たちはチャレンジします。みなさまの笑顔のために。

株式会社

伊予銀行
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愛媛県松山市南堀端町 1 番地 〒790-8514 TEL(089) 941-1141

【投資信託に関するご留意事項】
・投資信託は預金商品ではなく、投資元本および収益分配金が保証されている商品ではありません。
・投資信託は、預金保険の対象ではありません。
・運用口座（四国アライアンス証券仲介口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象であり、証券取
引口座（銀行口座）で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象外です。
・投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、
金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回
ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
・投資信託の運用による収益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
・投資信託をご購入の際は、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お渡ししますので、
必ず内容をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
・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、当行の本・支店等にご用意しております。
・投資信託は、金融商品取引法第 37 条の 6 規定に基づく、書面による契約の解除（クーリング・オフ）の適
用はありません。
・投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高 3.78％＜税込み＞】ならびに解約時の信託財産留保額【解
約時の基準価額に対し最高 1.0％】が必要となり、保有期間中は運用管理費用(信託報酬) 【純資産総額に
対し最高 2.376％＜税込み＞】監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産
から支払われます。※当該費用の合計額については購入金額や保有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。
・ファンドによっては、信託期間中に中途解約できないものや、取り扱いできない日や大口の解約について
制限があるものがあります。金融商品取引所における取引停止等やむを得ない事情があるときは、取得ま
たは解約のお申し込みの受付を中止すること等があり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等
には、信託期間の途中で信託が終了（償還）されることがあります。
・当資料は情報の提供を目的として伊予銀行が作成したものであり、投資勧誘をするものではありません。
・当資料は信頼できると思われる情報に基づき作成されてはいますが、その正確性、完全性、または将来性
を保証するものではありません。
【インターネット投資信託およびオンライントレードに関するご留意事項】
・投資信託説明書（交付目論見書）
、目論見書補完書面は購入および積立投信の新規・変更申込の際に PDF 形
式でダウンロードしていただきます。当行は、投資信託説明書（交付目論見書）等のファイルをお客さま
のパソコンにダウンロードしていただく方法により電子交付を行います。投資信託説明書（交付目論見書）
、
目論見書補完書面の電子交付受けることにより、購入等のお取り引きが可能となります（交付目論見書等
の電子交付を受けない場合はお取り引きいただけません）
。また必ずご覧になり商品内容やリスク・手数料
など重要事項について十分ご確認のうえで、お客さまの判断と責任においてお申し込みください。
・インターネット投資信託では、当座貸越等（総合口座借越を含みます）の利用による投資信託のご購入は
できません。
・当行は、お客さまの投資についての知識、経験、目的および資産の状況等を踏まえ、お取り引きをお断り
させていただく場合や営業店窓口でのご相談をご案内する場合があります。

商号：株式会社伊予銀行（登録金融機関）
登録番号：四国財務局長（登金）第２号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号：四国アライアンス証券株式会社
金融商品取引業者：四国財務局長（金商）第２１号
加入協会：日本証券業協会

注目のインターネット専用ファンド9本を
新規取扱いスタート
ピクテのファンド・シリーズ
「iTrust」
手軽に始められる資産運用の新たな選択肢として。

2019

2 /13（水）
新規ファンド
取扱開始

インデックスファンドとは違う投資哲学のファンドを購入時手数料無料で。
スイスのプライベートバンクをルーツとするピクテ投信投資顧問が運用する株式ファンドです。

インターネット専用アクティブ・ファンド・シリーズ

投資信託に関するご留意事項
・投資信託は預金商品ではなく、投資元本および収益分配金を保証する商品ではありません。・投資信託は、預金保険の対象ではありません。運用口座（四国アライアンス証券仲介口座）
で取り扱う投資信託は、
投資者保護基金の対象であり、証券取引口座（銀行口座）
で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象外です。・投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券
価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、
お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、
ご確認くださ
い。・投資信託の運用による収益および損失は、
すべてお客さまに帰属します。・投資信託をご購入の際は、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お渡ししますので、必ず内容をご確認のう
え、
お客さまの判断でお選びください。・投資信託には購入時手数料【約定金額に対し最高3.78％
〈税込み〉】
ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高1.0％】
が必要となり、保有期間中
は運用管理費用
（信託報酬）
【純資産総額に対し最高2.376％
〈税込み〉】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管時に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
ただし、iTrustシリーズに関して購入
時手数料はかかりません。※当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。

インターネット投資信託およびオンライントレードに関するご留意事項
・投資信託説明書（交付目論見書）、
目論見書補完書面は購入および積立投信の新規 ・変更申込の際にPDF形式でダウンロードしていただきます。
当行は、投資信託説明書（交付目論見書）等のファイルをお客
さまのパソコンにダウンロードしていただく方法により電子交付を行います。投資信託説明書（交付目論見書）、
目論見書補完書面の電子交付受けることにより、購入等のお取り引きが可能となります
（交付目論
見書等の電子交付を受けない場合はお取り引きいただけません）。
また必ずご覧になり商品内容やリスク・手数料など重要事項について十分ご確認のうえで、
お客さまの判断と責任においてご注文ください。・イ
ンターネット投資信託では、
当座貸越等（総合口座借越を含みます）
の利用による投資信託のご購入はできません。・当行は、
お客さまの投資についての知識、経験、
目的および資産の状況等を踏まえ、
お取り引
きをお断りさせていただく場合や営業店窓口でのご相談をご案内する場合があります。

● お問い合わせはお近くの
〈いよぎん〉
の窓口または…

いよぎん投信デスク

0120-75-1444

● 受付時間 9：00〜17：00（銀行休業日は除きます）
R-05

商号：株式会社 伊予銀行
（登録金融機関）
登録番号：四国財務局長
（登金）
第2号
加入協会：日本証券業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会
https://www.iyobank.co.jp

商号：四国アライアンス証券株式会社
金融商品取引業者：四国財務局長
（金商）
第21号
加入協会：日本証券業協会
http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp

2019年2月13日 現在

iTrustシリーズ・ラインナップのご紹介
お客さまの投資興味に合わせて様々な商品からお選びいただけます。
どのファンドもインターネット専用だから実現できる購入時手数料無料。

地域別 ラインナップ
愛称

世界代表〜勝ち組企業厳選〜

愛称

圧倒的な競争力で世界を舞台に活躍し、高い
成 長力が期 待されるグローバル優良企 業の
株式に投資

優れた技術やマーケティング力で業界トップ
シェアを誇る、日本のナンバーワン企業の株式
に注目

運用管理費用（信託報酬）0.9612%[税込み]
主なリスク
株価変動

愛称

信用

為替変動 カントリー

流動性

日本選抜〜シェアNO.1企業厳選〜

運用管理費用（信託報酬）0.9612%[税込み]
積

主なリスク

立

株価変動

積
信用

為替変動 カントリー

流動性

立

働きざかり〜労働人口増加国限定〜
新興国の中でも高い経済成長が期待できる労
働人口増加国を厳選して投資

専任チームが独自の視点で厳選するインドの
長期成長銘柄に投資

運用管理費用（信託報酬）含む実質的な負担
最大年率 1.167%[税込み]程度

運用管理費用（信託報酬）含む実質的な負担
最大年率 1.48344%[税込み]程度

主なリスク
株価変動

信用

為替変動 カントリー

流動性

積

主なリスク

立

株価変動

積
信用

為替変動 カントリー

流動性

立

テーマ別 ラインナップ

技術の進化と共に様々な分野で活躍が期待
されているロボティクス関 連 企 業の株 式に
投資

世界的に加速する高齢化により懸念される、
成人病やがんなどに有効なバイオ医薬品企業
に投資

運用管理費用（信託報酬）1.4364%[税込み]

運用管理費用（信託報酬）1.4364%[税込み]

主なリスク
株価変動

信用

為替変動 カントリー

流動性

積

主なリスク

立

株価変動
流動性

積
信用

為替変動 カントリー

流動性

立

流行を創造するデザインや、最高品質に基づく
ブランド力により、消費者に幸福感を与える、
プレミアム・ブランド企業に投資

日常 生 活に欠かせない安 全・安 心を支える
セキュリティ関連企業の株式に投資

運用管理費用（信託報酬）1.4364%[税込み]

運用管理費用（信託報酬）1.4364%[税込み]

主なリスク
株価変動

主なリスク

積
信用

為替変動 カントリー

流動性

iTrustシリーズの魅力をもっと知る
伊予銀行のホームページまたは
右記コードからiTrust特集ページに
アクセスしてご確認ください。

株価変動

立

愛称

積
信用

為替変動 カントリー

流動性

立

EV（電気自動車）/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象
EV（電気自動車）
の時代到来！省資源化や効率
化のためのエコロボから再生エネルギーなど、
環境を守る技術を持つ企業に投資
運用管理費用（信託報酬）1.4364%[税込み]
主なリスク
株価変動

積
信用

為替変動 カントリー

流動性

立

