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三井住友DS投信直販ネット
NISAの手引き
つみたてNISA・一般NISA・ジュニアNISA



公募株式投資信託等の投資から発生した分配金・譲渡益等が非課税になる
NISA制度（少額投資非課税制度）には、つみたてNISA、一般NISA、ジュニア
NISAの３つの制度があります。
各制度を比較すると以下のような違いがあります。（詳細は各紹介ページを
ご覧ください。）

つみたてNISA 一般NISA ジュニアNISA

だれが利用
できる？

18歳以上の日本居住者
（非課税口座が開設される年の１月１日現在）

18歳未満の
日本居住者

（非課税口座が開設される
年の１月１日現在）

いくら利用
できる？

40万円/年
（累計800万円）

120万円/年
（累計600万円） 80万円/年

どのくらい
利用できる？

最長20年間
（投資期間は2042年まで）

最長5年間
（投資期間は2023年まで）注1

ロールオーバー
はできる？
（保有商品の
あらたな非課税
口座への移管）

不可
可

（一般NISA・ジュニアNISAからつみたてNISAへの
ロールオーバーは認められません。）

対象商品は？ 一定の要件を備えた
投資信託・ETF 上場株式、ETF、投資信託等

いつでも引き出し
できる？

引き出し可能
（非課税枠は消化します）

18歳まで引き出し不可
（一部例外あり）注1

金融機関変更は
できる？ 可 不可

必要な書類は？

非課税口座開設届出書注2 注2

定期積立プラン申込書 運用管理者届出書

口座開設にはマイナンバーおよび本人確認書類が必要です。
注1：2024年以降は、2階建ての新NISA制度が創設されます。詳しくは、13ページ「2024年に変わるNISA制度」をご確認ください。
注2：すでに非課税口座を開設済みの方（つみたてNISA・一般NISAの口座をお持ちの方）、ジュニアNISAの方は必要な書類が異なります。

詳しくは投信直販お客さま窓口までお問い合わせください。
※つみたてNISAと一般NISAは同一年において併用できません。「積立期間」「積立金額」に応じて、どちらかを選択する必要があります。
※上記は、作成基準日現在の情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

▶NISAって何の略？
NISA（ニーサ）は少額投資非課税制度の愛称で
す。NISAはイギリスISA（Individual Savings 
Account）をお手本に導入された制度で、NISA
の最初の「Ｎ」はNIPPON（日本）のＮを意味する
ものです。

▶なにが非課税？
株式や投資信託の売買益や配当金等に
は、本来税金（復興特別所得税を含めて
20.315％・申告分離課税）がかかります。
ＮＩＳＡ制度を利用することにより、この税金
が非課税になります。

用語の
豆知識

NISA（ニーサ）制度の概要
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つみたてNISAの詳しいことは　　  P.3
2018年１月から制度がスタートしました。非課税となる期間は最長20年、非課税
投資枠（年間投資上限）は40万円／年です。

一般NISAとの大きな違いは、定期的に継続した買付が必要であること（定期積立
プランの利用が必要です。）で、対象商品は一定の要件を満たす投資信託・ETFのみ
です。

つみたてNISAと一般NISAの非課税投資枠（年間投資上限）を同一年において
同時に使うことはできません。

一般NISAの詳しいことは　　  P.5
2014年１月から制度がスタートしました。当初の非課税投資枠（年間投資上限）は
100万円／年でしたが、2016年からは非課税投資枠（年間投資上限）は120万円／
年に拡大されています。

非課税となる期間は最長５年間（ロールオーバー可）で対象商品は投資信託・
ETFにくわえ、上場株式等も含まれます。

つみたてNISAと一般NISAの非課税投資枠（年間投資上限）を同一年において
同時に使うことはできません。

ジュニアNISAの詳しいことは　　  P.7
2016年１月から制度がスタートしました。18歳未満（非課税口座を開設される年
の1月1日現在）の方が利用できます。つみたてNISA、一般NISAとの違いは、18
歳まで一部の例外（税務署の確認を受けた災害等、やむを得ない場合）を除き、引
き出しができない点があげられます。（2024年以降は引き出し制限が撤廃とな
ります。）

非課税投資枠（年間投資上限）は80万円／年までです。

ジュニアNISAの非課税保有分は18歳になれば一般NISAへ移管することができ
ます。

 ▶ロールオーバーってなに？
非課税期間が終了した際（一般NISA・ジュニアNISAの５年間の非課税期間）、保有して
いる金融商品を、終了翌年の非課税枠に移管することができます。このことを
「ロールオーバー」と呼んでいます。
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つみたてNISAは、積み立てによる長期投資を強く後押ししていく観点から、創設
非課税口座を開設して、その口座内に設定する累積投資勘定においてつみたて
が非課税になる制度です。

つみたてNISAってどんなもの？

❶ つみたてNISAは対象商品が限られているので選びやすく始めやすい制度です。

対象商品からは、以下のような商品は除外されています。

1長期投資に向かない商品は除外
運用期間が短く設定されているものや、分配金が頻繁に
支払われることで長期投資のメリットが得られにくく
なっているものは対象外になっています。

2複雑で値動きの大きい商品は除外
投資初心者にはわかりにくい複雑なものや、一定以上の
信託報酬料率が設定されているものは対象外になって
います。

制度のしくみ（つみたてNISAを2023年から始めた場合）

1年目

2023年

2024年

2025年

2026年
・・・・・

2040年

2041年

2042年

2年目 3年目 4年目 5年目 …… 20年目 21年目

投資

40万円
投資

40万円
投資

40万円
投資

40万円

投資

40万円

運用成果

運用成果

20年間

20年間

20年間

20年間

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ご注意ください
・ つみたてNISAは、口座の利用開始から１０年を経過したときとその後５年ごとに氏名・住所の確認が必要です。確認ができな
ますのでご注意ください。

・ 非課税投資枠は１月から１２月の購入分で４０万円です。
・ 当社定期積立プランの引落日は毎月２７日（休業日の場合は翌営業日）ですが、その引落金額での投資信託購入（約定日）は、
です。したがって、購入月は引落の翌月になりますのでご注意ください。（例：１２月引落分は、翌年１月の非課税投資枠を消化

つみたてNISAのポイントとしくみ
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された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度の愛称です。
NISA対象の公募株式投資信託等を定期積立プランで購入すると売買益や分配金等

❷ 少額から投資して積み立てていくことができます。
原則として月々一定額を積み立てることが必要です。
三井住友DS投信直販ネットの定期積立プランは月 １々，０００円から積み
立てることが可能ですので、無理なく少額からはじめることができます。

❸ いつでも引き出せます。
積み立てた分はいつでも売却（解約）して引き出す
ことが可能です。
注：非課税枠は消化しますのでご注意ください。

5 つのポイント

❶投資できる期間は2042年まで
投資できる期間は2042年までとなります。つみたてNISAは
2018年に開始された制度です。

❷非課税となる期間は最長20年間
非課税期間は最長で20年間となります。一般NISAと異なりロール
オーバー（非課税期間終了後、翌年の非課税枠に移管すること）は
できません。

❸非課税投資枠（年間投資上限）は40万円/年
非課税投資枠は1年（1月～12月）で40万円です。この投資枠を
オーバーすることはできません。

❹買付は定期的に継続したものであること
ご利用には、定期積立プランのお申込みが必要です。非課税投資枠
は年間40万円ですので、均等積立（増額月の設定をしない）の場合、
月々33,000円の積立が上限となります。
※三井住友DS投信直販ネットの定期積立プランは1,000円以上1,000円
単位です。

❺対象商品は一定の条件をみたす投資信託
三井住友DS投信直販ネットでは、長期の積立・分散投資に適した要件
を満たすファンドとして金融庁に届出した投資信託だけが、つみたて
NISAの対象になります。対象商品は、三井住友DS投信直販ネット
のホームページをご覧ください。

（注） 2024年から一般NISAは新NISAへ移行します。詳しくは、13ページ
「2024年に変わるNISA制度」をご確認ください。

22年目 23年目 …… 39年目

運用成果

運用成果

20年間

2023年から
2042年までの
20年間で
非課税投資枠の
利用額は最大
800万円に
なります。

・ 投資対象ファンドは指定されています。
・ つみたてNISAには定期積立プランのご利用が必要です。「お申込みの手引き」のP9・10をご覧ください。

かった場合は、つみたてNISAの利用ができなくなり

引落日の６営業日目以降（ファンドにより異なります。）
します。）

4



一般NISAは、少額投資非課税制度の中で1番初めに創設（2014年に開始）され
毎年決まった非課税投資枠内であれば、上場株式や公募投資信託等をいつでも好き

一般NISAってどんなもの？

❶ 対象商品は、上場株式や公募投資信託等幅広いものが対象
となっています。

対象には、上場株式、上場ETF、上場REIT、公募株式投資信託等があります。
三井住友DS投信直販ネット取り扱いの投資信託はすべて対象になります。

❷ 投資の方法は、120万円/年
タイミングでお好きな額を

たとえば一度に120万円投資する。たと
年間で計120万円を投資する。あるいは、
いずれも可能ですので、ご自身にあった

制度のしくみ

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
非課税管理勘定設定期間（新規投資できる期間）

運用成果5年間
投資
上限
100万円

運用成果5年間
投資
上限
100万円

運用成果5年間
投資
上限
120万円

運用成果5年間
投資
上限
120万円

運用成果5年間
投資
上限
120万円

運用成果5年間
投資
上限
120万円

5年間
投資
上限
120万円

5年間
投資
上限
120万円

投資
上限
120万円

投資
上限
120万円

時価で翌年分の新たな非課税投資枠へ移管。
5年満了時の移管に限り、上限額なし。
つみたてNISAへの移管は不可。

一般NISAのポイントとしくみ
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た制度です。
なタイミングで投資でき、その売買益や分配金等が非課税になる制度です。

の非課税投資枠内であれば、お好きな
投資できます。
えば50万円、40万円、30万円と3回に分けて
定期積立プランを利用して毎月10万円を投資する。
投資が可能です。

❸ いつでも引き出せます。
いつでも売却（解約）して引き出すことが可能です。
注：非課税枠は消化しますのでご注意ください。

5 つのポイント

❶投資できる期間は2028年まで
投資できる期間は2028年までとなります。
一般NISAは2014年に開始された制度です。
2024年以降、新NISAへ移行します。

❷非課税となる期間は最長5年間
非課税となる期間は最長5年間となります。ロールオーバー
（非課税期間終了後、翌年の非課税枠に移管すること）が
可能です。
制度開始当初の2014年に一般NISAで投資された方は、
最初の年の非課税期間の満期を2018年に迎えました。

❸非課税投資枠（年間投資上限）は
120万円/年

非課税投資枠は1年（1月～12月）で120万円です。この
投資枠をオーバーした場合は、通常の口座（特定口座や
一般口座）での投資になります。
注：三井住友DS投信直販ネットでは、たとえば非課税投資枠の残りが
20万円ある時に50万円を投資した場合、その全額の50万
円が通常の口座（特定口座や一般口座）での投資になりますの
でご注意ください。詳しくは投信直販お客さま窓口までお問い
合わせください。

❹買付方法は自由
三井住友DS投信直販ネットのスポット購入、定期積立プラン
どちらもご利用いただけます。
購入方法の詳細は、お申込みの手引きをご覧ください。

❺対象商品は三井住友DS投信直販
ネットで取り扱う投資信託すべて
が対象

取り扱いのファンドは三井住友DS投信直販ネットのホーム
ページでご覧ください。

（注） 2024年から一般NISAは新NISAへ移行します。詳しくは、
13ページ「2024年に変わるNISA制度」をご確認ください。

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定設定期間

運用成果

運用成果

運用成果5年間

運用成果5年間

2024年から「新NISA」へ移行となり
ます。詳しくは、13ページをご確認くだ
さい。

新たな非課税口座へ移管可能
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ジュニアNISAは、こどももしくは孫に対し、一人あたり年間80万円までの資金
2023年で新規の口座開設は終了となります。

ジュニアNISAってどんなもの？

❶ 18歳未満が対象
口座を開設できるのは、開設年の1月1日時点で18歳未満の
方となります。

❷ 開設後は金融機関の変更不可
ジュニアNISAは他のNISAとは異なり、口座を開設した
金融機関を後から変えることはできません。証券会社や銀行、
郵便局などの取扱金融機関で、1人につき1つの口座のみ
の開設となります。

制度のしくみ（ジュニアNISAは2016年1月よりスタートしました）

投資
上限
80万円

運用成果5年間

投資
上限
80万円

運用成果5年間

投資
上限
80万円

5年間

投資
上限
80万円

5年間

投資
上限
80万円

5年間

投資
上限
80万円

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年2016年

払 出 し

非課税管理勘定設定期間 （新規投資できる期間）

投資
上限
80万円

運用成果5年間

投資
上限
80万円

運用成果5年間

課税ジュニアNISA口座
（払出し制限付き課税口座）

2-1

「課税ジュニアNISA口座」へ移された金額は、原則として解約・払出しはできませんが、
解約・払出しを行う場合には、原則として過去に非課税とされた譲渡益や配当金等及び
解約・払出し時点の投資資産の含み益に対して課税がなされます。

3 5年経過（非課税期間終了）後、翌年分へ
全額移管することができます。

1
譲渡代金や配当は
払出し制限付き
課税口座で管理され
ます。（投資限度額に
残余がある場合には
再投資が可能です）

「課税ジュニアNISA
口座」から投資限度額
の範囲内で当期及び
翌期以降の新規投資
として再投資する
ことも可能です。

2-2

ジュニアNISAのポイントとしくみ
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を贈与し、当該資金を非課税で運用する制度です。

❹ 18歳になるまで払出し制限あり
ジュニアNISAは、3月31日時点で18歳である年の前年の
12月31日まで、払出しの制限※があります。
2024年以降は引き出し制限が撤廃となります。
※ただし、災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることに
より非課税での払出しが可能。

❸ 1人あたり年間上限80万円
年間投資上限金額の80万円は1人あたりの金額ですので、
口座を開設する方が複数いる場合、「80万円×人数」の金額を
ジュニアNISAで活用することができます。

5 つのポイント

❶口座開設できるのは
2023年まで

2023年までに購入した株式投資信託等
は、2023年以降も、18歳まで非課税にな
ります。
※1月1日において18歳である年の前年12月
31日まで非課税

❷非課税となる期間は
最長5年間

非課税となる期間は最長5年間となります。
ロールオーバー（非課税期間終了後、翌年
の非課税枠に移管すること）が可能です。

❸非課税投資枠（年間投資
上限）は80万円/年

非課税投資枠は1年（1月～12月）で80
万円です。この投資枠をオーバーした場合
は、通常の口座（特定口座や一般口座）で
の投資になります。
注：三井住友DS投信直販ネットでは、たとえば
非課税投資枠の残りが20万円ある時に50
万円を投資した場合、その全額の50万円が
通常の口座（特定口座や一般口座）での投資
になりますのでご注意ください。詳しくは投信
直販お客さま窓口までお問い合わせください。

❹買付方法は自由
三井住友DS投信直販ネットのスポット購入、
定期積立プランどちらもご利用いただけます。
購入方法の詳細は、お申込みの手引きを
ご覧ください。

❺対象商品は三井住友DS
投信直販ネットで取り扱う
投資信託すべてが対象

取り扱いのファンドは三井住友DS投信直販
ネットのホームページでご覧ください。
（注） 詳しくは、13ページ「2024年に変わるNISA

制度」をご確認ください。

運用成果

運用成果

運用成果

運用成果5年間

2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
継続管理勘定設定期間 （継続保有できる期間）

継続管理勘定では、非課税管理勘定から
移管した投資について、保有を続ける
ことにより18歳まで非課税の恩恵を
受けることが可能です。

4
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つみたてNISA・一般NISA（共通）

Q1 複数の金融機関でNISA口座（非課税口座）を開設することはできますか？
また「つみたてNISA」と「一般NISA」両方開設することはできますか？

A NISA口座は、同一年中は1人の方が１つの金融機関のみ開設可能になります。また、1つの金融機関であっ
ても「一般NISA」と「つみたてNISA」両方を同一年中に同時に開設することはできません。
※所定の手続きにより1年毎にNISA口座を開設する金融機関の変更が可能です。ただし、すでに買付をしている年分について
は、同一年中の金融機関の変更はできません。

Q2 非課税投資枠には、販売手数料や消費税は含まれますか？

A いいえ、含まれません。

Q3 NISA口座（非課税口座）で保有する投資信託で、分配金を再投資すると
どうなりますか？

A 分配金は非課税で再投資されます。ただし再投資は新規投資とみなされ、各年の非課税投資枠を消化します
のでご注意下さい。非課税投資枠を超えた場合は課税口座（特定口座や一般口座）での取扱いになります。

Q4 NISA口座（非課税口座）で購入した投資信託を、途中で売却することは できますか？

A 非課税期間中に途中売却することは自由にできますが、売却分の非課税投資枠を再利用することはできません。

Q5 非課税投資枠を使いきらなかった場合、翌年に繰り越せますか？

A 翌年に繰り越すことはできません。

Q6 譲渡損失が発生してしまった場合、特定口座との損益通算はできますか？

A いいえ、損益通算はできません。NISA口座は、分配金や譲渡益があっても課税されない一方、譲渡損失が
あっても他の口座と損益通算はできません。

Q7 ほかの金融機関でNISA口座を開設しています。金融機関の変更はできますか？

A できます。
変更したい年分の前年10月1日から当年9月30日までに、変更前の金融機関に「金融商品取引業者変更届出書」
を提出して、「勘定廃止通知書」を受け取ってください。「非課税口座開設届出書」に受け取った「勘定廃止通知書」
を添付してお申込み下さい。
なお、すでに買付をしている年分については、同一年中の金融機関の変更はできません。

Q8 NISA口座を開設していますが、海外勤務となりました。NISA口座はどうなりますか？

A 販売会社によっては、NISA口座は廃止され非課税の適用を受けることができなくなります。その場合、換金
されないときには特定口座または一般口座へ移管されます。出国する前日までに「出国届出書」をご提出くだ
さい。三井住友DS投信直販ネットは対応しておりません。

Q&A
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一般NISA・ジュニアNISA（共通）

Q1 非課税期間終了時に必要な手続きには何がありますか？

A ①ロールオーバーを行う場合には、金融機関が定める日までに移管依頼書の提出が必要です。
② NISA口座又はジュニアNISA口座を開設している金融機関に特定口座を開設しているものの、一般口座
に移管を希望する場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
③ 上記①及び②以外の場合には、特段の手続きなしに課税口座（特定口座が開設されている場合には当該
特定口座）に移管されます。

つみたてNISA

Q1 非課税投資枠（年間投資上限）はいくらですか？

A 一人年間40万円で期間は最長20年間になります。なお定期積立プランのお申込みが必要です。

Q2 つみたてNISAではどのような商品が購入できますか？

A 公募により発行された株式投資信託や、証券取引所に上場しているETF（上場投資信託）のうち長期の積立・
分散投資に適した一定の商品性を有するものとして金融庁へ届出した金融商品が対象となります。当社の
投信直販で対象となる投資信託は、三井住友DS投信直販ネットのホームページでご確認ください。

Q3 つみたてNISAの非課税期間20年間が終わるとどうなりますか？

A 非課税期間の20年間が終わると、つみたてNISA内の株式投資信託やETF（上場投資信託）は、課税口座
（特定口座や一般口座）に移ることになります。したがってその後の売買益等については課税されることと
なります。
また、つみたてNISAは一般NISAと異なり、ロールオーバー（非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して
保有を続けること）はできません。
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一般NISA

Q1 非課税投資枠を超えた場合はどうなりますか？

A 120万円＊を超える部分については、課税口座（特定口座や一般口座）での取扱いになります。
１度の約定で非課税投資枠を超えた場合は、その全額が課税口座での取扱いになります。分割しての約定には
なりませんので、ご注意ください。
例）未利用の非課税投資枠が40万円の場合、約定金額が60万円の投資は全額が課税扱いになります。

Q2 非課税期間が終了したらどうなりますか？

A 以下の3つのケースが考えられます。
①課税口座（特定口座や一般口座）に移管する。※1
②翌年分の新たな非課税投資枠に時価で移管する（ロールオーバーする）。※2
③売却する。※3
※1 手続き等を行わない場合、課税口座（特定口座や一般口座）に非課税期間終了時の時価で自動的に移管されます。
※2 NISA口座を開設している金融機関に、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。

ロールオーバーをした金額分、翌年の非課税枠で新規投資できる額は少なくなります。（ロールオーバーする場合、時価の
合計額が120万円を超えていても移管が可能です。）また、NISAを利用する金融機関を変更している場合は、金融機関
変更手続きを行い、変更後の金融機関にNISA口座を設定してください。

※3 売却日は、受渡日で判定されます。年内に売却約定をしても受渡日が翌年となった場合は、非課税期間最終日の時価と
約定価格との差異が翌年度の損益となります。

＊2016年から非課税投資枠（年間投資上限）が100万円から120万円に引き上げられました。
＊2024年から「新NISA」へ移行となります。詳しくは13ページ「2024年に変わるNISA制度」をご確認ください。

ジュニアNISA

Q1 現在、すでに通常の口座（特定口座や一般口座）を持っていますが、
新しくジュニアNISAを開設することはできますか？

A できます。
ジュニアNISAの開設には、未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出などの手続が必要となります。

Q2 利用限度額（非課税投資枠）はありますか？

A あります。年間80万円です。
80万円を超える部分については、課税口座（特定口座や一般口座）での取扱いになります。
1度の約定で非課税投資枠を超えた場合は、その全額が課税口座での取扱いになります。分割しての約定になりま
せんので、ご注意ください。  
例）未利用の非課税投資枠が20万円の場合、約定金額が30万円の投資は全額が課税扱いになります。

Q3 通常の口座（特定口座や一般口座）で保有する公募株式投資信託等を
ジュニアNISAに移すことはできますか？

A 移すことはできません。
ジュニアNISAを開設後に同口座で受けいれたもの（購入したもの）だけが対象となります。

Q4 ジュニアNISAで、ある年に60万円しか使わなかった場合、
残りの20万円を翌年に繰り越すことはできますか？

A できません。
非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。

Q&A
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Q5 ジュニアNISAで保有する公募株式投資信託等を売却した資金で、
ジュニアNISAでの再買付を行うことはできますか？

A 年間投資上限額の範囲内において、再投資は可能です。
その年の買付額が上限額80万円に達していない場合は、再買付を行うことができます。上限額に達している場合は
再買付できませんが、翌年以降、年間投資上限額の範囲内で再投資ができます。
ジュニアNISAで保有する公募株式投資信託等の売却代金は、「課税ジュニアNISA口座（払出し制限付き課税
口座）」に預入され、ジュニアNISAでの年間投資上限額の範囲内において再投資することが可能です。

Q6 ジュニアNISAの払出し制限とは、どのようなものですか？

A 口座開設者が18歳になるまで払出しができないことを指します。
ジュニアNISAは、こどもの将来に向けた長期投資という趣旨から、口座開設者が18歳に達する年までは、購入
した公募株式投資信託等や分配金、売却代金等の払出しができないことを前提とした制度設計となっています。
ジュニアNISAで購入した公募株式投資信託等の分配金やこれらを売却した場合の売却代金等は、「課税ジュニア
NISA口座」へ移され、「課税ジュニアNISA口座」における購入やジュニアNISAの非課税枠の範囲内での再投資
が可能となりますが、ジュニアNISAおよび「課税ジュニアNISA口座」から払出すことはできません。
万が一、払出しを行った場合には、ジュニアNISAおよび「課税ジュニアNISA口座」の開設日以後、非課税で受領
したすべての分配金や売買益等について払出し時に分配金の支払や譲渡があったとみなして課税されますので、
注意が必要です。
※新規の投資が2023年で終了となることを受け、2024年以降の引き出し制限が撤廃となります。

Q7 非課税期間5年間が終了したらどうなりますか？

A 以下の3つのケースが考えられます。
①非課税期間5年間が終わると、ジュニアNISAの公募株式投資信託等は、「課税ジュニアNISA口座」に移り、その
後の分配金や譲渡益については課税されます。（ジュニアNISAで保有されていた期間に値上がりしていた場合
には、その分の値上がり益は非課税）
②引き続き、「ジュニアNISA口座」で翌年の非課税枠80万円を利用し、そのまま保有し続けることができます。※
③非課税期間5年間の終了と同時に払出し制限が解除される場合や、非課税期間5年間が終了した時点で既に
払出し制限が解除されている場合には、ジュニアNISAや「課税ジュニアNISA口座」以外の通常の口座（特定
口座や一般口座）に移管することが可能です。移管時の時価が新たな取得価額となります。

※ジュニアNISA口座を開設している金融機関に、あらかじめ「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。

Q8 ジュニアNISAで保有する公募株式投資信託等に売買損失が生じた
場合、通常の口座（特定口座や一般口座）と損益通算ができますか？

A 損益通算はできません。
ジュニアNISAは、分配金や譲渡益があっても課税されない一方、譲渡損失があっても他の口座での取引と損益
通算はできません。

Q9 口座開設後、誰が取引を行うことになりますか？

A 法定代理人である親権者またはお届けいただいた運用管理者（口座開設者の二親等以内の者）が取引を
行うことになります。
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制度改正の概要

改正前 改正後

一般NISA
新規の投資は2023年で終了
2019年以降の投資分は、
非課税期間終了後に

課税口座へ払出しもしくは全額売却

2024年から「新NISA」へ移行
2028年まで口座開設可能期間が
5年延長され、2023年の投資分まで

ロールオーバー可能

つみたてNISA 新規の投資は2037年で終了 2042年まで口座開設可能期間が
5年延長

ジュニアNISA
新規の投資は2023年で終了
3月31日時点で18歳である年の

前年の12月31日まで、
引き出し制限あり。

新規の投資は2023年で終了
（制度延長なし）

2024年以降、ジュニアNISA口座及び
課税未成年者口座で共に
引き出し制限を撤廃

新NISAの特徴
2024年からの新NISAは、2階建ての制度

投資上限
5年間で最大
610万円

最大
510万円

（年102万円×5年）

最大
100万円
（年20万円×5年）

2階

1階

●投資対象商品：上場株式/公募株式投資信託等※1

●２階を利用するためには１階での積立投資が必要※2

（NISA口座開設者、投資経験者には特例ルールあり）

●投資対象商品：つみたてNISAと同様
（積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等）

●5年間の非課税期間終了後、つみたてNISAに
ロールオーバー可能

※1 レバレッジを効かせている投資信託、及び上場株式のうち整理銘柄・管理銘柄を投資対象から除外。
※2 1階部分で20万円すべてを使い切る必要はありません。

2024年から一般NISAは新NISAへ移行します。

特例ルール

・ 新制度の開始前にNISA口座を開設していた者
・ 上場株式等の取引を行ったことのある者

1階を利用せずに、2階で上場株式
のみを購入することが可能です。

2024年に変わるNISA制度2024年に変わるNISA制度
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制度のしくみ
2024年から「新NISA」へ移行

203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018

一般NISAから新NISAへのロールオーバーが可能です。

つみたてNISAの口座開設可能期間（2042年まで）

一般NISAの口座開設可能期間（2023年まで） 新NISAの投資期間（2028年まで）

120

120

120

120

120

120

122

122

122

122

122
2028年まで
投資可能

新NISAの1階部分の資産は、
5年の運用経過後に
つみたてNISAに簿価で
ロールオーバー可能！

（15ページをご確認ください）

一般NISAから新NISAへのロールオーバーの例例

2024年
時価で

ロールオーバー

2024年
時価で

ロールオーバー

◀投資枠オーバー

一般NISAから新NISAへのロールオーバーは時価（評価額）で行われ、新規投資枠は2階部分から優先して
費消されます。評価額が122万円を超えても全額移管が可能ですが、その場合、その年の新規投資枠は
ゼロになります。
●一般NISA終了時の時価が122万円以下の場合

●一般NISA終了時の時価が122万円を超える場合

一般NISA

一般NISA

新NISA

新NISA

投資枠
120
万円

投資枠
120
万円

投資枠
122
万円

投資枠
122
万円

120万円
で購入
（簿価）

120万円
で購入
（簿価）

110万円
に値下がり
（時価）

140万円
に値上がり

110万円

140万円

2019年 2023年

2019年 2023年

2024年

2024年

2024年の新規投資枠は
1階部分の12万円

2024年の新規投資枠は0円

1階：残り12万円

2階部分の102万円と
1階部分の8万円の
計110万円を費消

投資枠122万円を超えるが、
140万円のすべてを
ロールオーバー可能！

（出所）金融庁資料を参考に三井住友DSアセットマネジメント作成
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新NISAからつみたてNISAへのロールオーバーの例例例

簿価で
ロールオーバー

可能

新NISAの1階部分で投資を行った資産は、全額簿価（取得価格）でつみたてNISAにロールオーバーする
ことができます。

つみたてNISA新NISA＜1階部分＞

投資枠
20
万円

時価
35
万円

投資枠
40
万円20万円

（簿価）

新NISAの
20万円
（簿価）

値上がり益
15万円

残りの
投資枠は
20万円

2024年 2028年 2029年

20万円の枠を費消して
35万円全額を
ロールオーバー可能！

1 2024年から5年間、口座開設が可能な「2階建て」の制度

2 非課税投資枠は、5年間で最大610万円
（年間122万円：1階部分 20万円、2階部分 102万円）

3 1階の投資対象商品は、つみたてNISAと同様
（積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託等）

4 2階の投資対象商品は、上場株式／公募株式投資信託等
（レバレッジ投資信託及び上場株式のうち整理銘柄・管理銘柄を除く）

5 2階を利用するためには、1階で積立投資を行う必要がある※1

6 ２階でスポット購入をする場合は、
過去６か月以内に１階での投資実績があることが要件※2

7 一般NISAの資産は全額時価で新NISAへロールオーバー可能

8 1階の資産は5年の運用が経過した後、
つみたてNISAに全額簿価でロールオーバー可能

※1 例外として、①新制度の開始前にNISA口座を開設していた者又は②上場株式等の取引を行ったことのある者については、1階
を利用せずに、2階で上場株式のみを購入することが可能。2階を利用するために、1階で20万円すべてを使い切る必要はあり
ません。

※2 ６か月以内に１階での投資実績が確認できない場合、以降の２階での新規買付けは認められません。１階、２階で同時に積立
投資を開始することは可能です。

「新NISA」の押さえておきたいポイント
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NISA口座については、通常の口座（特定口座等）と異なり、金融機関を跨った複数開設が認めら
れず、同一年においてお一人さま一口座（一金融機関等）のみ開設することができます。

つみたてNISAと一般NISAは選択制になります。同一年内でつみたてNISAと一般NISA両方
のご利用はできません。変更を行う場合には、暦年単位で行うことになります。

NISA口座で保有する投資信託等を、非課税扱いのまま異なる金融機関等に移管することは
できません。

当社が一般NISA・ジュニアNISAにおいて取り扱っている金融商品は、直販用の公募株式投資
信託です。また、つみたてNISAにおいて取り扱っている金融商品は、直販用の公募株式投資信
託のうち長期の積立・分散投資に適した要件を満たすとして金融庁へ届出した公募株式投資
信託のみになります。

NISA口座の損失については、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の売買益や配当金
等との損益通算ができず、その損失の繰越控除もできません。ただし、ジュニアNISAの課税未
成年者口座における損失についてはこの限りではありません。

NISA口座では非課税投資枠が設定され、非課税投資枠内で投資信託等の購入や、その投資信託
等から生じる分配金等の支払いを受けることができます。しかしながら、NISA口座で保有して
いる投資信託等を一度売却するとその非課税投資枠の再利用はできません。そのため短期間
での売買（乗換え）を前提とした商品には適していません。

非課税となる非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。

NISA口座において保有する投資信託の分配金を再投資する場合は非課税で再投資されますが、
その分は新規投資とみなされ非課税投資枠を利用します。なお、分配金のうち元本払戻金（特
別分配金）はそもそも非課税であるため、NISA口座においては制度上のメリットを享受でき
ません。

既に一般NISA口座またはつみたてNISA口座を開設済みで事後的に二重口座であったこと
が判明した場合には、そのNISA口座で買付けた上場株式等は当初から課税口座（一般口座）で
買付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等
については、遡及して課税されます。
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つみたてNISAのご利用には累積投資契約（定期積立プラン）が必要です。当社でつみたて
NISAご利用のお申込みに際しては、必ず同時に定期積立プランをお申込みください。

つみたてNISAでは一般NISAと異なり、非課税期間が終了した際に保有している投資信託等
を終了翌年の非課税投資枠に移管すること（ロールオーバー）はできません。

定期積立プランで買い付けたつみたてNISAに係る投資信託の信託報酬等の概算値を年1回
ご通知します。

つみたてNISAの利用開始から10年を経過した日及び以後5年ごとに氏名・住所についてのご確認
が必要になります。ご確認ができなかった場合には、非課税の受入れができなくなります。

ジュニアNISAは、他のNISAと異なり一度開設すると金融機関等の変更はできません。ジュニア
NISAを廃止した上での変更は可能ですが、その際は、過去に非課税とされた譲渡益等に
ついて、非課税の取扱いがなかったものとして、払出し時に課税されます。

ジュニアNISAからは、3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、原則として
払出しはできません。払出しを行った場合は、ジュニアNISAが廃止され、過去に非課税で
支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものと
みなされて、払出し時に課税されます（災害等やむを得ない事情で税務署の確認を受けた場合
を除きます。）。2024年以降は引き出し制限が撤廃となります。

ジュニアNISAにおいて運用できる資金は、口座開設者ご本人さまの資金に限られ、親権者等の
資金を運用することはできません。親権者等が資金を出す場合には、贈与済みの資金である必
要がありますのでご注意ください（親権者等の資金を運用していた場合には所得税・贈与税
等の課税上の問題が生じます。）。

払出しは、口座開設者ご本人さま又は口座開設者の法定代理人さまに限り行うことができます。
なお、18歳以降は法定代理人さまからの申し出であっても原則として口座開設者ご本人さま
の同意が必要となります。また、払出しを行った資金を口座開設者ご本人さま以外が費消した
場合は、贈与税等の課税上の問題が生じますのでご注意ください。

口座開設者ご本人さまが15歳に達した後、ならびに払出し制限解除時には口座開設者ご本人
さまに対してジュニアNISAの取引残高をご通知します。
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重要な注意事項

【投資信託商品についてのご注意（リスク、費用）】
●投資信託に係るリスクについて
投資信託の基準価額は、投資信託に組み入れられる有価証券の値動き等（外貨建資産には為替変動もあり
ます。）の影響により上下します。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。
運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、投資
信託は預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでも
ありません。
投資信託の主なリスクとして、株式市場リスク、債券市場リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリー
リスク、市場流動性リスク等があります。

●投資信託に係る費用について
当社直販ファンドにご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。
◆直接ご負担いただく費用………購入時手数料　ありません。

………換金（解約）手数料　ありません。
………信託財産留保額　上限0.15％

◆投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用………信託報酬上限 年1.43％（税込み）
◆その他費用……… 監査費用、有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用（それらに

かかる消費税等相当額を含みます。）、および外国における資産の保管等に要する費用
等が信託財産から支払われます。また、投資信託証券を組み入れる場合には、お客さまが
間接的に支払う費用として、当該投資信託の資産から支払われる運用報酬、投資資産の
取引費用等が発生します。これらの費用等に関しましては、その時々の取引内容等により
金額が決定し、運用の状況により変化するため、あらかじめその上限額、計算方法等を
具体的に記載することはできません。

※ なお、お客さまにご負担いただく上記費用等の合計額、その上限額および計算方法等は、お客さまの
保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません。

●ご注意
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の
料率につきましては、当社直販ファンドにおける、それぞれの費用の最高の料率を記載しております。
投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、
事前に投資信託説明書（交付目論見書）や目論見書補完書面等を必ずご覧ください。
● 投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、三井住友DSアセットマネジメントでご購入の場合、投資者保護基金の支払対象
とはなりません。

● 投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがあります
のでご注意ください。

当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命
保険、株式、債券等の売買を推奨･勧誘するものではありません。当資料に基づいて取られた投資行動の結果に
ついては、当社は責任を負いません。当資料の内容は作成基準日（2022年12月30日）現在のものであり、将来
予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは
過去の実績及び将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。当資料は当社が信頼性
が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第399号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
　　　　一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お問い合わせは

〒105-6426 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号虎ノ門ヒルズビジネスタワー 26階

R

受付時間 ： 午前９時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

投信直販お客さま窓口
ようこそ  いい   投  資

0120-45-1104

2022.12




