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 11月7日の東京株式市場では日経平均株価が2万2,937円60銭と、1996年6月に付けた
バブル崩壊後の高値２万2,666円80銭を上回りました。騰落率でみると、年初来で約
20％上昇しました。 

 好調な背景には企業の好業績に加え、米国株式市場の堅調さも日本株相場の下支えと
なっています。 

 衆議院議員選挙で与党の大勝により、政権の安定が確認できたことがマーケットにさら
なるプラス材料となっています。 

日本株で積立投資を活用し、上手に資産形成を！ 
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足もと、日本株の上昇が続いています。11月7日の東京株式市場では日経平均株価が1996年6月に
付けたバブル崩壊後の高値を上回りました。「その好調を続けている日本株に投資をしたいが、この
高値で投資してもいいのか」とタイミングを気にしている方も多いのではないでしょうか。 
今回は積立を活用して日本株に投資する方法をご紹介します。長期にわたり定期的に投信などの金
融商品を買い付ける「積立投資」を活用すれば、相場の上げ下げのタイミングを気にすることなく、
資産形成できることをぜひご理解頂ければ幸いです。 

バブル崩壊後の高値を更新する日本株式市場 

日経平均株価の推移 

※期間：1970年1月5日～2017年11月7日（日次）  ※騰落率は、2017年11月7日から遡っています。 
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

※上記は過去の情報であり、将来に対する運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

年初来 +20.0% 3年間 +35.9% 5年間 +155.6% 騰落率 

日本株で積立投資を活用し、上手に資産形成を！ 
販売用資料 
2017年11月 

たわらノーロード 日経225 
追加型投信／国内／株式（インデックス型） 



※巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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積立元本（左軸）
積立投資（時価評価金額）（左軸）
日経平均株価（右軸）

毎月1万円積立した
場合の元本部分

ケース１（2007年6月末～2017年10月末） 

ケース２（1989年12月末～2017年10月末） 

日経平均株価が最高値をつけた1989年12月から積立投資を始めた場合、 
当初の約24年間はプラスとマイナスの場合がありましたが、2013年9月から積立の結果がプラスとなりました。 

日経平均株価がリーマンショック前の高値をつけた2007年6月から積立投資を始めた場合、 
当初の約4年間はマイナスでしたが、5年目から積立の結果がプラスとなりました。 

仮に日経平均株価を毎月1万円積立投資した場合のシミュレーションでは、長期間投資を継続
することで、投資元本を上回る投資成果が得られた結果となっています。 

日経平均株価 
期間騰落率 -43.4% 

積立投資の 
期間損益率 +52.5% 

日経平均株価 
期間騰落率 +21.4% 

積立投資の 
期間損益率 +75.8% 
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長期にわたる「積立投資」の活用は、資産形成に有効とされています。 

※期間：ケース１：2007年6月末～2017年10月末（日次）、ケース２：1989年12月末～2017年10月末（日次） 
※上記シミュレーションは、日経平均株価にて、毎月の最終営業日に1万円ずつ積み立てた場合のシミュレーションであり、
「たわらノーロード 日経225」の信託報酬は考慮していますが、税金等諸費用は考慮していません。 

※投資家のみなさまは指数に直接投資することはできません。 
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
※上記は過去の情報、実績およびシミュレーションであり、将来に対する運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

積立の結果 
2013年9月から 

プラス 

積立の結果 
5年目から 
プラス 

※積立結果について：積立元本が積立投資
を下回る場合はマイナス、積立元本が積立
投資を上回る場合はプラスを意味します。 

※積立結果について：積立元本が積立投資
を下回る場合はマイナス、積立元本が積立
投資を上回る場合はプラスを意味します。 
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日本株で積立投資に、ぜひ「たわらノーロード 日経225」を！ 

日経平均株価との連動を目指すインデックス型ファンド 
「つみたてNISA」の対象商品 
特徴： 
 低コスト：低水準の信託報酬率、購入時手数料がかかりません 
 国内最大級の資産運用会社で、年金運用に豊富な経験をもつアセットマネジメントOneが運用 

「積立投資」の 

＊ここでは投資した金額がいくらになったかをいい、投資信託の場合は時価評価金額となります。 

「積立投資」は、短期的な値動きに惑わされず長期的な視点で投資ができる 

投資成果＊＝ 基準価額 × 口数 

一括投資の場合、投資を行った時点で保有口数が確定し、その後の投資成果
は基準価額によってのみ決まる。 

積立投資の場合、定期的な買付により積立投資期間中に口数が増え、買付時
の基準価額により増加する口数は異なることから、下落時はより多くの口数
を積み増すことができる。 

投資で心掛けるべきことの一つは     に惑わされないことである。 感情 
かんじょう 

個人投資家が効率的に活用すべきは     である。 時間 
じかん 

自動的に     を排除し、     を活用する仕組みこそが、 

              である。 積立投資 
つみたてとうし 

時間 
じかん 

感情 
かんじょう 

投資の      
を手に入れよう!! 

か じ つ 
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※2017年11月9日時点 
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投資信託の基準価額（1万口当たり）と購入口数の推移  
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「積立投資」とは 

 一般的に積立投資は、一定金額を一定間隔で自動的に投資することから、資産価格が
下落した時はより多くの数量（投資信託の場合は口数）を購入できます。 

 このため、一括投資と比べて購入タイミングを心配する必要がありません。 
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＜一括投資＞ ＜積立投資＞ 

期間 1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 
基準価額 
（1万口当たり） 10,000 15,000 8,000 6,000 12,000 

購入口数 50,000 - - - - 
累積口数 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
投資成果＊ 50,000 75,000 40,000 30,000 60,000 

期間 1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 
基準価額 
（1万口当たり） 10,000 15,000 8,000 6,000 12,000 

購入口数 10,000 6,666 12,500 16,666 8,333 
累積口数 10,000 16,666 29,166 45,832 54,165 
投資成果＊ 10,000 24,999 23,333 27,499 64,998 

＊ここでは投資した金額がいくらになったかをいい、投資信託の場合は時価評価金額となります。 
※上記は一括投資と積立投資の違いをわかりやすくご理解いただくためのシミュレーションであり、実際の基準価額を示唆・保証するものでは
ありません。 

※損益の状況は、資産価格の上昇下落に要する期間や、その程度により異なります。また、上記は費用、税金、分配等を考慮していません。 

「積立投資」の注意点 
 積立投資を行ったとしても最終的に損失が出る場合や、一括投資よりも収益が少なく

なる場合があることには注意する必要があります。 
投資信託の基準価額（1万口当たり）推移と積立投資の投資成果シミュレーション  

 毎年10万円を10年間、合計100万円投資した場合 
①投資開始8年後まで年間500円ずつ上昇、その後年間1,000円ずつ下落 
②投資開始10年後まで年間400円ずつ上昇 
③投資開始8年後まで年間500円ずつ下落、その後年間1,000円ずつ上昇 
④投資開始5年後まで年間1,000円ずつ下落、その後年間200円ずつ上昇 

0

5,000

10,000

15,000

1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後 10年後 

（円） 

① 
② 

③ 

④ 

上段：基準価額 
下段：投資成果＊ 

12,000円 
約100万円 

14,000円 
約120万円 

8,000円 
約104万円 

6,000円 
約94万円 



※巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

※確定拠出年金制度にかかるお取扱いの場合には下記内容と異なる点がございます。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円） 
※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どち
らか一方のコースのみのお取扱いとなります。購入単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。 

購入価額 購入申込受付日の基準価額 

換金単位 販売会社が定める単位 

換金価額 換金申込受付日の基準価額 

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。 

購入・換金申込 
受付の中止および取消し 

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびす
でに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。 

信託期間 無期限（2015年12月7日設定） 

繰上償還 受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。 

決算日 毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。 
収益分配金に関しては、投資信託説明書（交付目論見書）の収益分配金に関する留意点をご覧ください。 

課税関係 当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償
還時の償還差益に対して課税されます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年
者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 
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※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

株価変動リスク 当ファンドは実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。 

流動性リスク 
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性
の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなること
があり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。 

信用リスク 当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合
等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。 

ファンドの投資リスク ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。  
基準価額の主な変動要因は、次のとおりです。 

お申込みメモ 

お客さまにご負担いただく手数料等について 
下記手数料等の合計額等については、保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書
（交付目論見書）をご覧ください。 
● ご購入時 購入時手数料    ありません。 
● ご換金時 換金時手数料      ありません。 
 信託財産留保額 ありません。 
● 保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。） 
  運用管理費用（信託報酬） 

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2106％（税抜0.195％） 
  その他の費用・手数料 

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産
から支払われます。 
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表示
することができません。 

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。 

委託会社その他関係法人 

照会先 

■ 委託会社 アセットマネジメントOne株式会社              ■ 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 

アセットマネジメントOne株式会社 
コールセンター 0120-104-694 受付時間：営業日の午前9時～午後5時    ホームページ アドレス  http://www.am-one.co.jp/ 
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取扱販売会社(お申込み、投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください) 

○印は協会への加入を意味します。（2017年11月9日現在） 

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。 
 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。 

商号等 登録番号
日本証券
業協会

一般社団
法人日本
投資顧問
業協会

一般社団
法人金融
先物取引
業協会

一般社団法
人第二種金
融商品取引
業協会

株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第624号 ○  ○  

株式会社富山銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第1号 ○    

スルガ銀行株式会社 登録金融機関　東海財務局長（登金）第8号 ○    

株式会社肥後銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第3号 ○    

株式会社鹿児島銀行 登録金融機関　九州財務局長（登金）第2号 ○    

株式会社京葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第56号 ○    

株式会社福邦銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第8号 ○    

株式会社愛媛銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第6号 ○    

北海道労働金庫 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第38号     

東北労働金庫 登録金融機関　東北財務局長（登金）第68号     

中央労働金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第259号     

新潟県労働金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第267号     

長野県労働金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第268号     

静岡県労働金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第72号     

北陸労働金庫 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第36号     

東海労働金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第70号     

近畿労働金庫 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第90号     

中国労働金庫 登録金融機関　中国財務局長（登金）第53号     

四国労働金庫 登録金融機関　四国財務局長（登金）第26号     

九州労働金庫 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第39号     

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     

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第6号 ○ ○   

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第61号 ○  ○  

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○  ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○  

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第15号 ○  ○  

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第114号 ○    

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

西村証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第26号 ○    

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○  

松井証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第164号 ○  ○  
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たわらノーロード 日経225 
追加型投信/国内/株式（インデックス型） 

ファンドの特色 
(くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください) 

1.日経平均株価（日経２２５）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 
・ 日経２２５インデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場している株式
に実質的に投資します。 

2.ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。 
3.年1回決算を行います。 
・毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。 
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 
※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 
   分配金が支払われない場合もあります。 

※資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 

当資料のお取扱いについてのご注意 
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 
お申込に際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断
ください。 
当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信
用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準
価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに
帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 
当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全
性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証す
るものではありません。 
当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 
投資信託は 
1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証
券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。 

2.購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。 
3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。 

【指数の著作権等】日経平均株価（日経平均）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
り、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体及び日経平均を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有します。本商品
は、アセットマネジメントOne株式会社の責任のもとで組成・運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、本商品を保証するもの
ではなく、本商品に関して一切の責任を負いません。 

171110JSたわら日経225 

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 
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