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報道関係各位 2020 年 12 月 29 日 

株 式会社 大和証 券グル ープ本 社  

株 式会社 CONNECT 

 

株式会社 CONNECT（本社：東京都中央区、代表取締役：大槻 竜児、以下「CONNECT」）は、2021 年 1 月 4

日(月)より、お客さまが将来に備えて資産形成を長期的に「つづける」ことを応援するため、投資信託積立

サービス「まいにち投信」の取扱いを開始いたします。 

また、サービス開始を記念し「まいにち投信、はじめました。～皆勤賞を達成してプレゼントを当てよう

～」キャンペーンを行います。 

 

① 「まいにち投信」について 

CONNECT では 2021 年 1月 4 日(月)より、つみたて NISA で取引可能な投信積立サービス「まいにち

投信」の取扱いを開始いたします※１。 

毎日※２100 円からの積立てが可能で、少ない金額で始めることができるため、無理なく長期的に投

資を続けることができるサービスとなっています。また、毎日※２自動的に銘柄が買付けされるので、

初めて投資される方もタイミングを気にすることなく気軽に投資を始められます。 

※１ 2021 年 2 月より、特定口座と一般 NISA でも取扱予定 

※２ 投資信託ごとにあるファンド休業日を除く毎営業日 

 

 

  

「まいにち投信」サービス開始 

～サービス開始記念キャンペーンを実施～  

＜提供を開始するサービス＞ 
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＜サービス概要＞ 

サービス開始日 
つみたて NISA 口座での取引は、2021 年 1 月 4 日(月)新規設定※３より開始 

特定口座と一般 NISA 口座での取扱いは 2021 年 2月(予定)より開始 

積立金額 1 銘柄あたり、100 円以上 1 円単位  

取扱銘柄数 
28 銘柄※４（うち、つみたて NISA 取扱い銘柄は 13銘柄） 

買付手数料は全ての銘柄で無料（ノーロード） 

積立日 毎営業日※５ 

積立の新規設定、条件変

更、停止・再開、解除 

平日 19 時までの設定で翌営業日の注文に反映します。 

（19 時以降または休日の設定は翌々営業日の注文に反映） 

分配金 再投資コースのみ 

※３ 当社において、2020 年 12 月 10 日(木)までにつみたて NISA 口座の開設をされているお客さまは、2021

年 1 月 4 日(月)より当社アプリメニューの「まいにち投信」から新規積立設定（積立をする銘柄や金

額を指定いただくこと）が可能となります。なお、同日 19 時までの新規設定で 1 月 5 日(火)以降の

約定となります。(約定日は銘柄によって異なります)  

※４ 2020 年 12 月 29 日(火)現在 

※５ 投資信託ごとにあるファンド休業日を除く毎営業日 

 

＜「まいにち投信」のイメージ＞ 

✧ 日々の積立状況が一目でわかる！ 

積立てを継続した日数や金額、設定している 1日の積立金額が一目で確認できます。また、累計

の積立日数に応じて様々なメッセージが表示されるので、日々資産を積立していく楽しみを感じら

れる仕様となっています。どんなメッセージが出るかは積立してからのお楽しみです。 
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✧ ランキング検索で手軽に銘柄選択！ 

お客さまに合う銘柄を簡単に選択いただけるよう「人気順（1 か月資金流入額）」や「1 年リタ

ーン」などのランキングから検索し、銘柄を選ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取扱い予定銘柄一覧＞ 

インデックス型 
 

ファンド名 投資対象資産 

eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） 日本の株式 

iFree 日経２２５インデックス 日本の株式 

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） 世界の国々の株式 

eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） 世界の国々の株式 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 先進国の株式 

eMAXIS Slim 米国株式（S&P５００） アメリカの株式 

iFreeNEXT FANG+インデックス アメリカの株式 

iFreeNEXT NASDAQ１００インデックス アメリカの株式 

iFreeNY ダウ・インデックス アメリカの株式 

eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 新興国の株式 

eMAXIS Slim 国内債券インデックス 債券 

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 債券 

iFree 新興国債券インデックス 債券 

eMAXIS Slim 国内リートインデックス 不動産 

eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 不動産 

eMAXIS Slim バランス（８資産均等型） 複数資産(バランス) 

ダイワ・ライフ・バランス５０ 複数資産(バランス) 
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アクティブ型 
 

ファンド名 投資対象資産 

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 日本の株式 

年金積立 J グロース 日本の株式 

ひふみプラス 日本の株式 

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 世界の国々の株式 

セゾン資産形成の達人ファンド 先進国の株式 

野村未来トレンド発見ファンド B コース（為替ヘッジなし） 先進国の株式 

iFree レバレッジ FANG+ アメリカの株式 

iFree レバレッジ NASDAQ１００ アメリカの株式 

iFree レバレッジ S&P５００ アメリカの株式 

netWIN GS テクノロジー株式ファンド B コース（為替ヘッジなし） アメリカの株式 

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド 複数資産(バランス) 

 

② 「まいにち投信、はじめました。～皆勤賞を達成してプレゼントを当てよう～」キャンペーン 

「まいにち投信」サービス開始を記念し、2021 年 1 月 5 日(火)から 2021 年４月 30 日（金）までの

間に「まいにち投信」を注文していただき※６、所定の条件を満たしたお客さまの中から毎月抽選で、

おうち時間を楽しめる素敵な賞品をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。 

キャンペーンの詳細については、当社ウェブサイトでご確認ください。 

URL：https://www.connect-sec.co.jp/campaign/210104_mainichi.html 

※６「まいにち投信」で注文を行うためには、注文日の前営業日 19 時までに積立設定を行っていただく

必要があります。 

 

その他、詳細な情報は CONNECT ウェブサイトからご確認ください。 

URL：https://www.connect-sec.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.connect-sec.co.jp/campaign/210104_mainichi.html
https://www.connect-sec.co.jp/
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1. 商号：株式会社 CONNECT 

2. 本店所在地：東京都中央区京橋１丁目２－１ 

3. 代表者：大槻 竜児 

4. 資本金：83 億円（資本準備金を含む） 

5． 主な業務内容：有価証券等の売買、有価証券等の取引の委託の取次、 

有価証券等管理業務等の金融商品取引業務及びそれに付随する事業 

 

（登録番号・加入協会等） 

 第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第 3186 号（2020 年 4月 22 日付） 

加入協会：日本証券業協会（2020 年 5月 25 日付） 

 銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第 378 号（2020 年 4月 14 日付） 

所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行 

 

 

投資信託 

お取引にあたっての手数料等 

投資信託のお取引にあたっては、購入時および換金時にご負担いただく費用はございません。投資信託の

保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬）（最大 2.09%（年率・税込））

等の諸経費等がございます。 

お取引にあたってのリスク 

投資信託は、主に株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券（外貨建て資産には為替リスクもあり

ます）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものでは

なく、損失が生じるおそれがあります。 

お取引にあたっての留意事項 

投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の

投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 

 

NISA、つみたて NISA に関する留意事項 

NISA、つみたて NISA 共通 

 日本にお住まいの 20 歳以上の方（NISA、つみたて NISA をご利用になる年の 1 月 1日現在で 20歳以上

の方）が対象です。 

 NISA とつみたて NISA は選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISA

とつみたて NISA の変更は、原則として暦年単位となります。 

 NISA 口座、つみたて NISA 口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において 1人 1口座に限り開設

することができます。 

 その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。 

 NISA 口座、つみたて NISA 口座の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当

金、売買損益等と損益通算することができません。 

 

■CONNECT の概要 

■お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 
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 国内上場株式の配当金、ETF・REIT 等の分配金は、証券会社で受け取る場合（株式数比例配分方式を選

択されている場合）のみ非課税となります。 

 投資信託の分配金のうち、元本払戻金（特別分配金）は非課税であるため、NISA およびつみたて NISA

の非課税メリットを享受できません。 

 NISA 口座・つみたて NISA 口座以外の口座で保有されている上場株式等を NISA 口座に移管することは

できません。 

 NISA 口座・つみたて NISA で保有されている上場株式等を、他の金融機関の NISA 口座に移管すること

はできません。 

 国外への出国等で非居住者となる場合には、利用継続はできません。 

 

NISA に関する留意事項 

 NISA で購入できる金額（非課税投資枠）は年間 120 万円までです。非課税投資枠は途中売却が可能で

すが、売却部分の枠の再利用はできません。 

つみたて NISA に関する留意事項 

 つみたて NISA で購入できる金額（非課税投資枠）は年間 40 万円までです。非課税投資枠は途中売却が

可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。 

 つみたて NISA をご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みい

ただく必要があります。 

 20 年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管（ロールオーバー）することはでき

ません。 

 つみたて NISA にかかる積立契約により買い付けいただいた投資信託の運用管理費用（信託報酬）等の

内容については、原則年 1 回お客さまへ通知いたします。 

 つみたて NISA に累積投資勘定を設けた日から 10年経過した日、および同日の翌日以後 5年を経過した

日（以下基準経過日）ごとに、つみたて NISA を開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確

認させていただきます。なお、基準経過日から 1年以内に確認ができない場合、つみたて NISA への上

場株式等の受入が出来なくなります。 

以上 


