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お申込み時の注意事項

• 当該ファンドは、特定の日に買付および売却を行うファンドです。毎月第1営業日15時まで申込みを受付けており、この間は予約扱いとなります。約
定日は第2営業日となります。

• 日本居住者であり、税法上の居住地国が日本の方のみ口座開設いただけます。

※居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客様が納めるべき国を指します。

• 口座開設にあたりましては、総合取引約款をご確認ください。

• 本口座は「HCインカム～夢のたね」専用です。

• 個人のお客様は、インターネットにて口座開設が可能です。口座開設には、マイナンバーと本人確認書類の登録が必要となります。利用可能な証明書類

は3ページ「本人確認書類について」をご確認ください。

• 未成年（18歳未満）のお客様は、親権者同意書の提出が必要となります。

• 法人のお客様は、書面にて「投信取引口座申込書」の提出が必要となります。なお、適格機関投資家様向けに私募投信のご用意もあります。

お問合せ窓口：メール info@yume.hcax.com TEL 03-6850-1052

事前にご用意いただくもの

個人番号（マイナンバー）確認書類の画像

本人確認書類の画像 ※個人番号（マイナンバー）確認書類」として、個人番号カード（マイナンバーカード）を利用した場合は不要

銀行口座

メールを受信できるメールアドレス

名称 HCインカム～夢のたね HCインカム（適格機関投資家専用）

公募／私募 公募 私募

申込単位 1万円以上1円単位 1,000万円以上100万円単位

対象 個人・法人 適格機関投資家

（投資信託概要）
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◇個人番号確認書類について
個人番号カード（マイナンバーカード）は有効期限内のものを、住民票は発行から6か月以内のものをご用意ください。

個人番号確認書類

個人番号カード（マイナンバーカード）

通知カード

住民票の写し
（マイナンバーの記載があるもの）

住民票の記載事項証明書
（マイナンバーの記載があるもの）

顔写真無し
（本人確認書類を2種類用意）

顔写真有り

1種類
（例）個人番号カード（マイナンバーカード）

2種類
（例）通知カード＋運転免許証

3種類
（例）通知カード＋健康保険証＋国民年金手帳

本人確認書類は不要

本人確認書類 確認書類数

本人確認書類について

口座開設にご利用いただける証明書類については、下記の図をご参照いただき、該当する確認書類をご用意ください。

◇本人確認書類について
本人確認書類（氏名・現住所・生年月日が確認できるもの）を以下から選んでご用意ください。有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。
有効期限のないものは、発行後6か月以内のものに限ります。

顔写真あり

• 運転免許証
• パスポート（所持人記入欄のページがあるものに限る。2020年2
月4日以降発行のものは不可）

• 在留カード
• 特別永住者証明書

顔写真なし（いずれか2点）

• 各種健康保険証
• 住民票の写し
• 印鑑登録証明書
• 各種年金手帳
• 各種福祉手帳
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1 「口座開設のお申込み」を押下ください。

HC投信サイト（https://yume.hcax.com/）内、右上「口座開設のお
申込み」を押下すると、口座開設申込画面が表示されます。

2 お客様の情報と有効なメールアドレスを登録してください。

口座開設手続き画面のURLをお送りするお客様の情報を登録してください。

迷惑メールフィルタの設定やメール受信拒否設定をしている場合は、
「info@yume.hcax.com」からのメールを受信できるように変更してください。

https://yume.hcax.com/
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3
お客様の投資目的と商品の適合性を確認するための質問へ
ご回答ください。

お客様の投資目的を叶えるにあたり「HCインカム～夢のたね」が適切か、事前
にご確認いただくためのご質問です。
設問いずれにもチェックが入らない方は、投資目的と合致せず、ご満足いただけ
ない可能性が高いため、ご購入をお勧めしておりません。

「手続きを進める」を押下すると、登録したメールアドレス宛に口座開設手続き
画面のURLを記載したメールが送られます。

※URLの有効期限は30日間です。有効期限が切れた場合は、再度口座開設申し込み
画面よりご登録をお願いいたします。
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4 メールに記載のURLより、お客様基本情報をご入力ください。

メールに記載のURLより、口座開設手続きを行ってください。
最初にHCアセットマネジメントの理念や考え方をご理解頂くための案内が表示
されます。ご用意頂く書類をご確認のうえ、「手続きを進める」を押下ください。

口座開設申込ページ（外部ページ）に遷移後、画面に沿ってお客様情報を
ご入力ください。

口座開設申込ページ（外部ページ）へ遷移

※口座開設申込ページ（外部ページ）は日曜3:00～6:00はご利用いただけません。
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5 口座情報をご入力ください。

下記口座情報をご入力ください。
・振込指定先
・口座種別の選択（特定口座／一般口座）*
・源泉徴収口座の申告分離課税の有無
・電子交付サービスについての確認

※口座種別について

特定口座とは、確定申告によるお客様の事務負担を軽減するために導入された制度です。
個人のお客様は、公募投資信託等の換金時（譲渡所得）や分配金の受け取りで利益が
発生した場合、申告分離課税方式での納税が必要です。登録は以下よりお選びください。

１．源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収口座）
弊社がお客様に代わり申告、納税するものです。弊社からお客様に年間取引報告書を電子
交付し、お客様の確定申告は不要です。

２．源泉徴収なしの特定口座（簡易申告口座）
お客様に確定申告して頂くものです。弊社から電子交付する「年間取引報告書」を利用して
確定申告頂きます。他社でも同様の口座をお持ちの場合は、まとめて申告頂くことになります。

３．一般口座
特定口座を開設しない場合です。お客様ご自身で確定申告して頂く口座です。

6 投資経験や資産状況をご入力ください。

取引開始にあたりお客様の投資目的・資産状況をご入力ください。
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7 個人番号（マイナンバー）確認書類を選択してください。

マイナンバー情報登録のため、確認書類を選択ください。
※「通知カード」「住民票写し」を選択した場合は、本人確認書類の登録が必要です。

・個人番号カード（マイナンバーカード）
・通知カード
・住民票写し

◇個人番号確認書類で「個人番号カード」を選択した場合

表面と裏面を登録（アップロード）してください。
ページ下「画像のチェックポイント」にチェックを入れて、次画面へお進みください。

（個人番号カードを選択した場合の画面）
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①

②

（運転免許証を選択した場合の画面）

◇個人番号確認書類で「通知カード」を選択した場合

登録する本人確認書類選択してください。

• 運転免許証

• パスポート
※所持人記入欄がないため、2020年2月4日以降発行のものは不可となります。

• その他（印鑑証明書、各種健康保険証等）
※顔写真がない場合は、2種類の本人確認書類が必要です。

①通知カードの表面と裏面を登録してください。

②選択した本人確認書類の表面と裏面を登録してください。

※パスポートの場合は、顔写真のある面と所持人記入欄を登録してください。

完了したらページ下「画像のチェックポイント」にチェックを入れて、次画面へお進み
ください。
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◇個人番号確認書類で「住民票の写し」を選択した場合

①住民票の写しを登録してください。

②登録する本人確認書類をプルダウンで選択し、表面と裏面を登録してください。

※顔写真がない場合は、2種類の本人確認書類が必要です。

※パスポートの場合は、顔写真のある面と所持人記入欄を登録してください。

• 運転免許証

• パスポート
※所持人記入欄がないため、2020年2月4日以降発行のものは不可となります。

• 住民票の写し

• 印鑑証明書

• 各種健康保険証

完了したらページ下「画像のチェックポイント」にチェックを入れて、次画面へお進み
ください。
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9 入力した情報をご確認ください。

入力内容をご確認のうえ、「口座開設申込ボタン」を押下すると申込完了
となります。
口座開設手続きが完了し、受付番号が発番されるので、お客様控えとし
て、受付番号を保管してください。

10 郵送にて、『口座開設完了のご通知』をお送りします。

HCで登録内容を確認後、1週間以内を目途に、『口座開設完了のご通
知』を簡易書留にてお送りします。
マイページへログインするための「支店番号」「口座番号」「パスワード(初
期)」、売買注文時に必要な「執行パスワード（初期）」等の重要情報を
記載しているので、大切に保管してください。

8 画像登録後マイナンバーをご入力ください。

マイナンバー入力画面が表示されます。
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2
支店番号、口座番号、パスワードを入力し「ログイン」ボタ
ンを押下ください。

• 支店番号
『口座開設完了のご通知』に記載の3桁の支店番号
• 口座番号
『口座開設完了のご通知』に記載の7桁の口座番号
• パスワード
『口座開設完了のご通知』に記載のパスワード(初期)
初回ログインの際、パスワード変更画面が表示されます。

1 「マイページログイン」を押下ください。

HC投信サイト（https://yume.hcax.com/）内、右上の「マイページ
ログイン」を押下すると、各種取引画面の入り口が表示されます。

https://yume.hcax.com/
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a 余力資産情報

お客様の買付可能資産と出金可能金額を表示します。

c 投資信託買付

買付操作および契約締結前書面入りの目論見書を閲覧頂けます。

a

b 預り資産情報

お客様よりお振込みいただいた購入金額等、お預かりしている
金額を表示します。

b

c

英知 太郎様へのご連絡

d ご連絡事項

お知らせが掲載されます。

d

HCインカム 夢のたね

マイページトップ画面
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ご確認ください

• 当該ファンドは、特定の日に買付および売却を行うファンドです。毎月第1営業日15時まで申込みを受付けており、この間は予約扱いとなります。約定日
は第2営業日となります。

• 購入は1万口以上1口単位または1万円以上1円単位です。

• 定期定額購入はできませんので、予めご了承ください。

• 定期取崩は毎年最大4回まで可能です。マイページからは受付けておりませんため、ご希望の場合はお問合せ窓口までご連絡ください。

お問合せ窓口：メール info@yume.hcax.com TEL 03-6850-1052
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1 ご購入金額をお振込みください。

購入金額を当社指定の預金口座へお振込みください。
お振込先情報は、『口座開設完了のご通知』もしくはマイページ「口座管
理」>「口座情報照会/変更」の「送金先金融機関」より確認ができます。

※お振込に伴う手数料はお客様のご負担となります。

※振込依頼人名と口座名義人名が異なる場合、入金を承ることができませんので、
必ずご本人様の口座からの入金をお願いいたします。

マイページTOPに「買付余力額」が表示されます。
※お振込内容は通常15～30分程で反映となります。
※15:00以降の入金については、翌営業日に反映されます。
※15:00-17:00は余力情報サービス停止時間となります。

※「HCインカム～夢のたね」購入代金専用のお振込先
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2 マイページより買付注文申込みをしてください。

「投資信託」>「投資信託買付申込」タブを押下すると、「投資信託買
付」「HCインカム 夢のたね」が表示されます。
「HCインカム 夢のたね」を押下すると、投資信託注文画面が表示されま
す。下記項目確認し、「注文確認」を押下ください。

① 注文口数もしくは金額を入力

② 口座区分（特定口座／一般口座）を選択

③ 目論見書の閲覧
緑の「閲覧」ボタンを押下すると、電子書面が表示されます。確認が
完了すると、「閲覧済」状態に表示が変わります。「閲覧済」になって
いない場合、手続きが完了できません。

④ 閲覧書類確認チェック

⑤ 取引リスク

※15:00-17:00はサービス停止時間となります。
※電子書面が表示されない場合、ブラウザのポップアップブロックが設定されていると考
えられます。ポップアップ許可する設定をお願いいたします。
※平日17:00～27:00並びに土日祝日の6:00～27:00にお申込みいただいたも
のは、翌営業日の扱いとなります。

※当社は第二種金融商品取引業者であるため、法令等の定めによりお客様の現金を長期にわたりお預かりできません。
お振込み後は、速やかにお買付の注文を出していただくようお願いいたします。お買付の確認ができない場合は、ご連絡させていただく場合がございます。

①

②

③
④
⑤
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注文内容の確認
注文内容に相違がないか確認のうえ、「執行パスワード」を入力し「発注す
る」を押下ください。

執行パスワードについて
「HCインカム～夢のたね」の購入・解約、出金、各種変更手続きの際に必
要なパスワードです。『口座開設完了のご通知』に記載の「執行パスワード
(初期)」をご確認ください。
執行パスワードはマイページ上から変更可能です。

保有資産預り照会
売買成立後、保有している商品の資産情報を確認できます。



HCインカム 夢のたね
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1 マイページより売却注文申込みをしてください。

「投資信託」>「投資信託預り証券照会/売却」タブを押下ください。
「可能取引」に表示される「口数」または「金額」を押下し、注文数量、
注文金額を入力のうえ、「注文確認」を押下ください。

注文内容に相違がないか確認のうえ、「執行パスワード」を入力し「発
注する」を押下ください。
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1 注文取消し方法

申込予約期間中（毎月第1営業日15：00まで）は注文内容の
取消しが可能です。

「投資信託」>「投資信託注文照会/取消」タブをクリックすると、現在
の注文内容が表示されます。
取消したい注文の状態欄にチェックを入れて、「取消確認」を押下くだ
さい。
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Q 定期取崩サービスについて

定期取崩は毎年最大4回まで行うことができます。
お申込みに際しては金額指定のみ1円単位で受け付けることとし、かつ、取崩金額は毎回同額となります。
マイページからは受け付けておりませんため、ご希望の場合はお問合せ窓口までご連絡ください。
お問合せ窓口：メール info@yume.hcax.com TEL 03-6850-1052

Q 買付および解約について

当該ファンドは、特定の日に買付および売却を行うファンドです。毎月第1営業日15：00まで申込みを受付けており、この間は予約扱いとなります。
約定日は第2営業日となります。
お振込み・お申込みの時期によっては（当月最終営業日15時以降にお振込み・お申込み）、翌月の買付となる点ご注意ください。
解約請求につきましても、解約請求の時期によっては、お客様の解約請求から解約代金の支払いまで1か月以上の期間を要することがある点にご注
意ください。

Q 入金内容のマイページ反映について

お振込内容は定期的な確認となるため、リアルタイムで反映されません。通常15～30分程で反映となりますこと、ご了承ください。
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Q パスワードをお忘れの場合

マイページのログインパスワード、執行パスワードをお忘れの方は、お客様サポート担当 (info@yume.hcax.com)宛に、パスワード再発行依頼のメールをお
送りください。
「パスワード(初期)」を把握している場合は、その旨ご連絡ください。ご案内したパスワードを復元いたします。
「パスワード(初期)」を把握していない場合は、改めて設定しご連絡いたします。

Q 口座開設ならびに買付・解約のシステムサービス時間について

口座開設ならびに買付・解約注文のシステムサービスご利用可能時間は以下の通りです。
口座開設：日曜3:00～6:00を除き、いつでもご利用いただけます。
買付・解約注文：平日の6:00～15:00にお申込みいただいたものは当日扱い、平日17:00～27:00並びに土日祝日の6:00～27:00にお申
込みいただいたものは、翌営業日の扱いとなります。

Q 口座開設申込画面、マイページの推奨環境について

口座開設申込画面およびマイページの推奨環境は以下のとおりです。推奨環境以外では正しく動作しない可能性がございます。
OS：Windows10
ブラウザ：Microsoft Edge 95.0～106.0／Chrome 96.0～106.0／FireFox 96.0～105.0
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Q マイページ上で電子書面（目論見書等）が表示されない場合

電子書面が表示されない場合、ブラウザのポップアップブロックが設定されていると考えられます。ポップアップ許可する設定をお願いいたします。

ポップアップブロック解除方法の一例

●Microsoft Edge(PC)
パソコンでMicrosoft Edgeを開きます。
画面右上横3点リーダーをクリックし、表示された「設定」をクリックします。
「設定」画面の左にある「三」をクリックします。
「サイトのアクセス許可」をクリックします。
「ポップアップとリダイレクト」をクリックします。
ブロック（推奨）の横にあるスイッチをクリックして「オフ」に切り替えます。

●Chrome(PC)
パソコンでChromeを開きます。
画面右上縦3点リーダをクリックします。
[プライバシーとセキュリティ]の[サイトの設定]をクリックします。
[ポップアップとリダイレクト]をクリックします。
「サイトがポップアップを送信したりリダイレクトを使用したりできるようにする」に変更します。

●FireFox (PC)
パソコンでFireFoxを開きます。
画面右上にある「三」をクリックし、「オプション」を選択します。
[プライバシーとセキュリティ]の[ポップアップウィンドをブロックする]のチェックを外します 。

●Safari(iPhone)
「設定」のアプリを開きます。
「設定」メニュー内の「Safari」を選択します。
「一般」メニューの「ポップアップブロック」をオフにします。




