
2020 年 10 月 5 日 

お客さま各位 

株式会社北都銀行 

 

東証システム障害に係る当行一部投信のご購入・ご解約および積立投信への影響について 

 

10 月 1 日に東京証券取引所で発生しましたシステム障害（以下、「東証システム障害」といいます）により、

当行取扱いの投資信託の一部に影響が発生いたしましたので詳細についてお知らせいたします。 

１．影響を受けた投資信託と取引 

東京証券取引所等の売買銘柄を主たる投資対象とする投資信託のご購入およびご解約 

※影響を受けた投資信託につきましては、別紙をご参照ください。 

２．影響を受けたお取引への対応 

（1）10 月 1 日にお取引いただきましたお客さま 

店頭またはインターネット等での投資信託ご購入・ご解約のお手続きにつきましては、東証システム障害

の影響により、取消しさせていただいております。 

ご購入のお客さまにつきましては、預り金を指定口座に返金いたしました。お手数ではございますが、  

通帳をご記帳いただく等により返金のご確認をお願いいたします。 

また、ご解約のお客さまにつきましては、ご解約の手続きは行われておりません。引き続き保有残高が  

残っておりますので、契約内容等につきましては、店頭・インターネット等でご確認をお願いいたします。 

 

（2）定時定額購入サービス（積立投信）の引落日を毎月 30 日、31 日に指定されているお客さま 

  定時定額購入サービスにより 9 月 30 日に引落となったご購入資金につきましては、東証システム障害の

影響により、10 月 1 日が取引不可日となったため、翌営業日の 10 月 2 日に購入手続きを行い、手続きを

完了しております。契約内容等につきましては、店頭・インターネット等でご確認をお願いいたします。 

 

以上 

 本件に関するお問い合わせ先 
営業推進部 幸野 TEL：018-837-1946 

 

 

10月1日にご購入のお手続きを行われたお客さま

お客さま

ご解約の申込 解約資金の振込お取引の約定 解約資金の入金

ご購入の申込 購入資金の受領 お取引の約定 投信の保有

取引停止

取引停止に伴い購入資金を返金

取引停止

ご購入の取消

お客さま

ご解約の取消

10月1日にご解約のお手続きを行われたお客さま

システム障害により、10月1日の基準価額が
算出できないため、ご購入の申込を取消。
お預かりした購入資金は返金。

システム障害により、10月1日の基準価額が
算出できないため、ご解約の申込を取消。

定時定額購入サービスの引落日が30日、31日をご選択のお客さま

お客さま

購入資金の引落 積立での購入 お取引の約定 投信の保有

取引停止

9月30日 10月1日 10月2日

積立での購入 お取引の約定 投信の保有

10月2日 10月５日10月1日

買付不可日

システム障害により、10月1日の基準価額が
算出できないため、10月1日を買付不可日と
して、10月2日に積立での購入手続きを実施。



 

別紙                                           2020.10.5 

■東証システム障害の影響を受けた投資信託一覧 

１．北都ファンドセレクション 

投資対象 ファンド名 委託会社 定時定額 

バランス 

財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 日興アセットマネジメント ○ 

財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 日興アセットマネジメント ○ 

グローバル 3 倍 3 分法ファンド（隔月分配型） 日興アセットマネジメント ○ 

グローバル 3 倍 3 分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント ○ 

国内株式 

インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント ○ 

MHAM トピックスファンド アセットマネジメント ONE - 

JPX 日経４００ファンド 野村アセットマネジメント - 

トヨタ自動車トヨタグループ株式ファンド 三井住友 DS アセットマネジメント ○ 

ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント ○ 

日本新興株オープン 日興アセットマネジメント ○ 

内外株式 
グローバルロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり） 日興アセットマネジメント - 

グローバルロボティクス株式ファンド（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント ○ 

国内 REIT 
J リートファンド 三井住友トラストアセットマネジメント ○ 

MHAM J-REIT インデックスファンド（年１回決算型） アセットマネジメント ONE - 

コモディティ 三菱 UFJ 純金ファンド 三菱 UFJ 国際投信 ○ 

２．インターネット専用ファンド 

投資対象 ファンド名 委託会社 定時定額 

国内株式 

eMAXIS 日経 225 インデックス 三菱 UFJ 国際投信 ○ 

eMAXIS TOPIX インデックス 三菱 UFJ 国際投信 ○ 

フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信 - 

女性活躍応援ファンド 大和アセットマネジメント - 

国内 REIT eMAXIS 国内リートインデックス 三菱 UFJ 国際投信 - 

３．職場つみたて NISA ファンド 

投資対象 ファンド名 委託会社 定時定額 

バランス 

日本３資産ファンド（年１回決算型） アセットマネジメント ONE ○ 

MHAM６資産バランスファンド（年１回決算型） アセットマネジメント ONE ○ 

スマート・ラップ・ジャパン（１年決算型） 日興アセットマネジメント - 

国内株式 
SMT 日経 225 インデックス・オープン 三井住友トラストアセットマネジメント ○ 

インデックスファンド JPX 日経４００ 日興アセットマネジメント - 

４．新規販売停止ファンド（ご解約手続きのみお取扱い） 

投資対象 ファンド名 委託会社 定時定額 

バランス 

MHAM スリーウェイオープン アセットマネジメント ONE - 

コア投資戦略ファンド（安定型） 三井住友トラストアセットマネジメント - 

コア投資戦略ファンド（成長型） 三井住友トラストアセットマネジメント - 

三菱 UFJ・グローバルバランス（安定型） 三菱 UFJ 国際投信 - 

三菱 UFJ・グローバルバランス（積極型） 三菱 UFJ 国際投信 - 

国内株式 

インデックスファンド２２５ 三菱 UFJ 国際投信 ○ 

JPM 日本株・アクティブ・オープン JP モルガンアセットマネジメント - 

三菱 UFJ 日本株アクティブオープン 三菱 UFJ 国際投信 - 

ART テクニカル運用日本株式ファンド 三井住友トラストアセットマネジメント - 

三井住友・株式アナライザー・オープン 三井住友 DS アセットマネジメント - 

日本グロース・オープン 岡三アセットマネジメント - 

以上 


