別表第１号

第２３条に定める運営管理機関

登録

名称及び

番号

住所

１

自らが行う運営管理業務等

株式会社八十二銀行

・運用の方法の選定及び提示

長野県長野市大字中御

・運用の方法に関する情報の提供

所字岡田１７８－８

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

再委託する運営管理業務等

事務委託先

再委託先運営管理機関等の名称、

金融機関の

住所

名称、住所

・加入者等に関する事項の記録、保

三菱ＵＦＪ信託

存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

２

明治安田生命保険相互

・運用の方法の選定及び提示

会社

・運用の方法に関する情報の提供

存及びコールセンター、コンピ

銀行株式会社

東京都千代田区丸の内

・加入者 等に 関する事 項の 通知のう

ューターシステムのデータ通信

東京都千代田区

による通知

丸の内１－４－

２－１－１

ちコ ー ル セン ター 及 び コン ピュ ー
ター シ ス テム のデ ー タ 通信 によ ら
ないもの

・加入者等に関する事項の記録、保

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託

５
日本マスタート
ラスト信託銀行

日本レコード・キーピング・ネッ

株式会社

トワーク株式会社

東京都港区浜松

東京都千代田区丸の内３－４－

町２－１１－３

１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ーにおいて行うもの
エム・ユー・コミュニケーショ
ンズ株式会社
東京都渋谷区本町１－３－４

４

株式会社横浜銀行

・運用の方法の選定及び提示

神奈川県横浜市西区み

・運用の方法に関する情報の提供（コ

なとみらい３－１－１

ールセンター・インターネットにお
いて行うものを除く。）
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
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・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

日本インベスター・ソリューシ

日本マスタート

ョン・アンド・テクノロジー株式

ラスト信託銀行

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

会社

株式会社

事務（コールセンター・インターネ

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都港区浜松

ットにおいて行うものを除く。）

い２－２－１

町２－１１－３

・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務のうちコールセンタ
ー・インターネットにおいて行
うもの
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務のうちコールセン
ター・インターネットにおいて
行うもの
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうちコールセンター・インタ
ーネットにおいて行うもの
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
株式会社東日本銀行
東京都中央区日本橋三丁目１１
番２号
７

ジャパン・ペンション・

・運用の方法の選定及び提示

ナビゲーター株式会社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都中央区八重洲１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

－３－４

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提供
・加入の 申出 及び加入 者等 からの届
出の受理

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴

・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・個人型年金規約第１６６条の２
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三井住友信託銀

海１－８－１１
三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社

第１項各号に掲げる脱退一時金

東京都千代田区

相当額、年金給金等積立金又は

丸の内１－４－

積立金の移換に係る書類の受理

５

に関する事務

日本マスタート

株式会社三井住友銀行

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内１－１－

株式会社

２

東京都港区浜松

三井住友海上火災保険株式会社

町２－１１－３

東京都中央区新川２－２７－２
住友生命保険相互会社
大阪府大阪市中央区城見１－４
－３５
ジブラルタ生命保険株式会社
東京都千代田区永田町２－１３
－１０
１０

株式会社伊予銀行

・運用の方法の選定及び提示

愛媛県松山市南堀端町

・運用の方法に関する情報の提供

１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴

・運用の方法に関する情報の提供

海１－８－１１

（但し、電磁的方法によるもの
に限る）
・加入者等の届出の受理に関する
事務
東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１－２－
１
１２

株式会社北越銀行

・運用の方法の選定及び提示

新潟県長岡市大手通２

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

－２－１４

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

事務のうち、窓口において行うもの

会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンター・インタ
ーネットを利用して行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ー・インターネットを利用して
行うもの
・加入者等に関する事項の通知の
うち、コールセンター・インター
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資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

ネットを利用して行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１
１３

株式会社北國銀行

・運用の方法の選定及び提示

石川県金沢市広岡二丁

・運用の方法に関する情報の提供

存及び通知（個人別管理資産額

行株式会社

目１２番６号

・個人別 管理 資産額等 の加 入者等へ

等の加入者等への書面による通

東京都千代田区

知を除く）

丸の内１－４－

の書面による通知
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀

１
日本トラステ
ィ・サービス信

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

託銀行株式会社

事務

トワーク株式会社

東京都中央区晴

東京都千代田区丸の内３－４－

海１－８－１１

１
１４

株式会社鹿児島銀行

・運用の方法の選定及び提示

鹿児島県鹿児島市金生

・運用の方法に関する情報の提供

存及びコールセンター、コンピ

銀行株式会社

町６－６

・加入者 等に 関する事 項の 通知のう

ューターシステムのデータ通信

東京都千代田区

による通知

丸の内１－４－

ち、コールセンター及びコンピュー
ター シ ス テム のデ ー タ 通信 によ ら
ないもの

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託

５
日本マスタート
ラスト信託銀行

日本レコード・キーピング・ネッ

株式会社

トワーク株式会社

東京都港区浜松

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

東京都千代田区丸の内３－４－

町２－１１－３

事務

１

損保ジャパン日本興亜

・運用の方法の選定及び提示

ＤＣ証券株式会社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都新宿区西新宿一

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

丁目２５番１号

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

１５

・加入者等に関する事項の記録、保

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資

する事務

海１－８－１２

事務

会社
東京都新宿区西新宿１－２６－
１

・運用の 指図 の取りま とめ 及び連合
会への通知

株式会社鳥取銀行
鳥取県鳥取市永楽温泉町１７１

・給付を受ける権利の裁定

損害保険ジャパン日本興亜株式
会社が指定した保険業法第２７
６条の登録を受けた損害保険代
理店（再々委託先）
株式会社大光銀行
新潟県長岡市大手通１－５－６
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会社
東京都中央区晴

損害保険ジャパン日本興亜株式

及び通知

ス信託銀行株式

料の提供その他必要な措置に関

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

・加入者等に関する事項の記録、保存

資産管理サービ

浜松信用金庫
静岡県浜松市中区元城町１１４
番地の８
豊川信用金庫
愛知県豊川市末広通３丁目３４
番地１
株式会社長野銀行
長野県松本市渚２丁目９番３８
号
山梨県民信用組合
山梨県甲府市相生一丁目２番３
４号
福井信用金庫
福井県福井市田原２丁目３番１
号
株式会社但馬銀行
兵庫県豊岡市千代田町１番５号
巣鴨信用金庫
東京都豊島区巣鴨２丁目１０番
２号
一関信用金庫
岩手県一関市幸町５番５号
株式会社徳島銀行
徳島県徳島市豊田浜１丁目４１
番地
株式会社高知銀行
高知県高知市堺町２番２４号
盛岡信用金庫
岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目４
番６号
株式会社南日本銀行
鹿児島県鹿児島市山下町１番１
号
西武信用金庫
東京都中野区中野２丁目２９番
１０号
愛知県警察信用組合
愛知県名古屋市中区三の丸二丁
目１番１号愛知県警察本部内
君津信用組合
千葉県木更津市潮見三丁目３番
地
株式会社第三銀行
三重県松阪市京町５１０番地
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新潟信用金庫
新潟県新潟市中央区西堀五番町
８５５番地１
上田信用金庫
長野県上田市材木町１丁目１７
番１２号
島田信用金庫
静岡県島田市本通三丁目２番の
１
丸八信用組合
愛知県名古屋市中区三の丸三丁
目１番１号
淡陽信用組合
兵庫県洲本市栄町１丁目３番１
７号
協栄信用組合
新潟県燕市東太田６９８４番地
金沢中央信用組合
石川県金沢市上近江町１５番地
飛騨信用組合
岐阜県高山市花岡町一丁目１３
番地１
富山信用金庫
富山県富山市室町通り一丁目１
番３２号
瀧野川信用金庫
東京都北区田端新町三丁目２５
番２号
１６

株式会社常陽銀行

・運用の方法の選定及び提示

茨城県水戸市南町２－

・運用の方法に関する情報の提供

存及びコールセンター、コンピ

銀行株式会社

５－５

・加入者 等に 関する通 知の うちコー

ューターシステムのデータ通信

東京都千代田区

のよる通知

丸の内１－４－

ルセ ン タ ー及 びコ ン ピ ュー ター シ
ステ ム の デー タ通 信 に よら ない も
の

・加入者等に関する事項の記録、保

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・給付を受ける権利の裁定

５
日本マスタート
ラスト信託銀行

日本レコード・キーピング・ネッ

株式会社

トワーク株式会社

東京都港区浜松

東京都千代田区丸の内３－４－

町２－１１－３

１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
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三菱ＵＦＪ信託

・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうちコールセンター
において行うもの
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町１－３－４
１８

株式会社山梨中央銀行

・運用の方法の選定及び提示

山梨県甲府市丸の内１

・運用の方法に関する情報の提供

－２０－８

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

１９

株式会社愛媛銀行

・運用の方法の選定及び提示

愛媛県松山市勝山町２

・運用の方法に関する情報の提供

－１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴
海１－８－１１

２１

株式会社北陸銀行

・運用の方法の選定及び提示

富山県富山市堤町通り

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

１－２－１６

うち窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

事務のうち窓口において行うもの

会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうちコールセンター・インタ
ーネットを利用して行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうちコールセンタ
ー・インターネットを利用して
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資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

行うもの
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目５
番５号
２２

株式会社福岡銀行

・運用の方法の選定及び提示

福岡県福岡市中央区天

・運用の方法に関する情報の提供（コ

神２－１３－１

ール セ ン ター にお い て 行う もの を
除く。）

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

日本インベスター・ソリューシ

日本マスタート

ョン・アンド・テクノロジー株式

ラスト信託銀行

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

会社

株式会社

事務（コールセンターにおいて行う

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都港区浜松

ものを除く。）

い２－２－１

町２－１１－３

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンター、インタ
ーネットにおいて行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ー、インターネットにおいて行
うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１
２３

株式会社第四銀行

・運用の 方法 の選定及 び加 入者等に

・加入者等の氏名、住所、個人別管

新潟県新潟市中央区東

対す る 提 示並 びに 当 該 運用 の方 法

理資産額その他の加入者等に関

銀行株式会社

堀前通七番町１０７１

に係る情報の提供に関する事務

する事項の記録、保存及び通知

東京都千代田区

に関する事務

丸の内１－４－

番地１

・加入の 申出 及び加入 者等 からの届
出の受理に関する事務

・加入者等が行った運用の指図の

三菱ＵＦＪ信託

５

・個人型 年金 規約第１ ６６ 条の２第

取りまとめ及びその内容の事務

日本マスタート

１項 各 号 に掲 げる 脱 退 一時 金相 当

委託先金融機関への通知に関す

ラスト信託銀行

額、年金給付等積立金又は積立金の

る事務

株式会社

移換 に 係 る書 類の 受 理 に関 する 事
務

・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務

・加入者 等に 対して行 う資 産の運用

日本レコード・キーピング・ネッ

に関 す る 基礎 的な 資 料 の提 供に 関

トワーク株式会社

する事務

東京都千代田区丸の内３－４－

・加入者等の氏名、住所、個人別管理
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１

東京都港区浜松
町２－１１－３

資産 額 そ の他 の加 入 者 等に 関す る
事項の記録、保存及び通知に関する
事務

・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に関する事項の通知等

・加入者 が行 った運用 の指 図の取り

に係る加入者等からの照会対応

まと め 及 びそ の内 容 の 事務 委託 先

のうちコールセンターにおいて

金融機関への通知に関する事務

行うもの

・給付を 受け る権利の 裁定 に関する
事務

・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
その他必要な措置に関する事務
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町一丁目３番４
号
・加入の申出の受理に関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
第四証券株式会社
新潟県長岡市城内町三丁目８番
地２６

２４

株式会社中国銀行

・運用の方法の選定及び提示

岡山県岡山市北区丸の

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

内１－１５－２０

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

日本マスタート

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

ラスト信託銀行

事務のうち、窓口業務において行う

会社

株式会社

もの

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都港区浜松

い２－２－１

町２－１１－３

・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町１－３－４
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
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する事務のうち、インターネッ
トを利用して行うもの
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうち、インターネットを利用
して行うもの
日本確定拠出年金コンサルティ
ング株式会社
東京都千代田区有楽町２－１０
－１
２５

株式会社広島銀行

・運用の方法の選定及び提示

広島県広島市中区紙屋

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

銀行株式会社

町１－３－８

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

東京都千代田区

に関する事務

丸の内１－４－

出の受理に関する事務

・加入者等の氏名、住所、個人別管

三菱ＵＦＪ信託

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

日本マスタート

事務

委託先金融機関への通知に関す

ラスト信託銀行

る事務

株式会社

・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本レコード・キーピング・ネッ
トワーク株式会社
東京都千代田区丸の内３－４－
１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務（コールセンターに
おいて行うものを含む）
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務（コー
ルセンターにおいて行うものを
含む）
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
その他必要な措置に関する事務
（コールセンターにおいて行う
ものを含む）
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町１丁目３番４
号
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５

東京都港区浜松
町２－１１－３

２６

日本生命保険相互会社

・運用の方法の選定及び提示

大阪府大阪市中央区今

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

銀行株式会社

橋３丁目５番１２号

・加入者 等に 関する事 項の 通知のう

する事項の記録、保存及びコン

東京都千代田区

ち、コンピューターシステムのデー

ピューターシステムのデータ通

丸の内１－４－

信による通知に関する事務

５

タ通信によらないもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等の氏名、住所、個人別管

・加入者等が行った運用の指図の

日本マスタート

取りまとめ及びその内容の事務

ラスト信託銀行

委託先金融機関への通知に関す

株式会社

る事務

東京都港区浜松

・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本レコード・キーピング・ネッ
トワーク株式会社
東京都千代田区丸の内３丁目４
番１号
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務（ただ
し、加入・移換の申出及び脱退一
時金の裁定請求に係る資料等の
配布に関する事務に限る）
・前号の業務の際に併せて実施す
る、個人型年金規約第１６６条
の２第１項各号に掲げる脱退一
時金相当額、年金給付等積立金
又は積立金の移換に係る書類の
受理に関する事務（ただし、移換
の申出に係る資料等の配布に関
する事務に限る）
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
株式会社千葉銀行
千葉県千葉市中央区千葉港１番
２号
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務（ただ
し、加入・移換の申出に係る資料
等の配布に関する事務に限る）
・前号の業務の際に併せて実施す
る、個人型年金規約第１６６条
の２第１項各号に掲げる脱退一
時金相当額、年金給付等積立金
又は積立金の移換に係る書類の
受理に関する事務（ただし、移換
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三菱ＵＦＪ信託

町２－１１－３

の申出に係る資料等の配布に関
する事務に限る）
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
株式会社京都銀行
京都府京都市下京区烏丸通松原
上る薬師前町７００番地
株式会社七十七銀行
宮城県仙台市青葉区中央三丁目
３番２０号
株式会社神奈川銀行
神奈川県横浜市中区長者町９丁
目１６６番地
株式会社沖縄海邦銀行
沖縄県那覇市久茂地２丁目９番
１２号
朝日信用金庫
東京都台東区台東２－８－２
２８

株式会社足利銀行

・運用の方法の選定及び提示

栃木県宇都宮市桜４－

・運用の方法に関する情報の提供

１－２５

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松

・運用の方法に関する情報提供（但

町２－１１－３

し、電磁的な方法によるものに
限る）
・加入者等が行う届出の受理に関
する事務
東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１－２－
１
２９

株式会社千葉銀行

・運用の方法の選定及び提示

千葉県千葉市中央区千

・運用の方法に関する情報の提供

葉港１番２号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社
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１
・運用の方法に関する情報の提供

東京都港区浜松
町２－１１－３

のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町一丁目３番４
号
３０

東京海上日動火災保険

・運用の方法の選定及び提示

株式会社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都千代田区丸の内

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

１丁目２番１号

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３丁目４

株式会社

番１号

東京都港区浜松

・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
株式会社福井銀行
福井県福井市順化１－１－１
当社が指定した保険業法第２７
６条の登録を受けた損害保険代
理店
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社東北銀行
岩手県盛岡市内丸３－１
株式会社岩手銀行
岩手県盛岡市中央通１－２－３
株式会社筑波銀行
茨城県土浦市中央二丁目１１番
７号
株式会社武蔵野銀行
埼玉県さいたま市桜木町１－１
０－８
・加入の申出の受理に関する事務
・運用の方法に係る情報の提供（但
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町２－１１－３

し、電磁的方法によるものを除
く）
株式会社阿波銀行
徳島県徳島市西船場町二丁目二
十四番地の一
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社大光銀行
新潟県長岡市大手通１丁目５番
地６
株式会社富山銀行
富山県高岡市守山町２２
株式会社宮崎太陽銀行
宮崎県宮崎市橘通西３丁目３番
２７号
飛騨信用組合
岐阜県高山市本町１丁目２番地
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社八十二銀行
長野県長野市岡田１７８－８
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社北都銀行
秋田県秋田市中通三丁目一番四
十一号
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
・加入、移換の申出及び加入者等か
らの届出の受理に関する事務
株式会社南都銀行
奈良県奈良市橋本町１６番地
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
株式会社紀陽銀行
和歌山県和歌山市本町１丁目３
５番地
・加入の申出の受理に関する事務
青梅信用金庫
東京都青梅市勝沼三丁目６５番
地
香川県信用組合
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香川県高松市亀井町９番地１０
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社宮崎銀行
宮崎県宮崎市橘通東四丁目３番
５号
株式会社北洋銀行
北海道札幌市中央区大通西三丁
目十一番地
・加入の申出の受理に関する事務
長野県信用組合
長野県長野市新田町１１０３番
地１
株式会社香川銀行
香川県高松市亀井町６番地１
兵庫県信用組合
兵庫県神戸市中央区栄町通３－
４－１７
株式会社愛知銀行
愛知県名古屋市中区栄３丁目１
４番１２号
三條信用組合
新潟県三条市興野３丁目１１番
１２号
東京東信用金庫
東京都墨田区両国４－３５－９
湘南信用金庫
神奈川県横須賀市大滝町２丁目
２番地
飯田信用金庫
長野県飯田市本町一丁目二番地
株式会社トマト銀行
岡山県岡山市北区番町二丁目３
番４号
株式会社豊和銀行
大分県大分市王子中町４番１０
号
広島信用金庫
広島県広島市中区富士見町３番
１５号
株式会社佐賀共栄銀行
佐賀県佐賀市松原四丁目２番１
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２号
株式会社島根銀行
島根県松江市東本町二丁目３５
番地
株式会社福岡中央銀行
福岡県福岡市中央区大名二丁目
１２番１号
・運用方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社足利銀行
栃木県宇都宮市桜４丁目１番２
５号
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
・加入の申出の受理に関する事務
株式会社伊予銀行
愛媛県松山市南堀端町１番地
株式会社佐賀銀行
佐賀県佐賀市唐人二丁目７番２
０号
株式会社東邦銀行
福島県福島市大町三番二十五号
株式会社十六銀行
岐阜県岐阜市神田町８丁目２６
株式会社北國銀行
石川県金沢市下堤町１番地
株式会社静岡銀行
静岡県静岡市葵区呉服町１－１
０
株式会社大分銀行
大分県大分市府内町３－４－１
・加入の申出の受理に関する事務
神戸信用金庫
兵庫県神戸市中央区浪花町６１
足利小山信用金庫
栃木県足利市井草町２４０７－
１
都留信用組合
山梨県富士吉田市下吉田１７２
９番地
西中国信用金庫
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山口県下関市細江町１－１－８
日田信用金庫
大分県日田市中本町３－２０
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
株式会社西京銀行
山口県周南市平和通１丁目１０
－２
株式会社南日本銀行
鹿児島県鹿児島市山下町１番１
号
京都信用金庫
京都府京都市下京区四条通柳馬
場東入立売東町７番地
那須信用組合
栃木県那須塩原市永田町６番９
号
・加入の申出(個人別管理資産の移
換依頼を含む)の受理に関する
事務
銚子信用金庫
千葉県銚子市双葉町５－５
甲府信用金庫
山梨県甲府市丸の内２丁目１７
－６
おかやま信用金庫
岡山県岡山市北区柳町１丁目１
１番２１号
・運用の方法に係る情報の提供(但
し、電磁的方法によるものを除
く)
・加入の申出(個人別管理資産の移
換依頼を含む)の受理に関する
事務
株式会社山陰合同銀行
島根県松江市魚町１０
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
株式会社福島銀行
福島県福島市万世町２－５
株式会社大東銀行
福島県郡山市中町１９番１号
株式会社静岡中央銀行
静岡県沼津市大手町４丁目７６
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番地
北上信用金庫
岩手県北上市本通り１－５－３
０
栃木信用金庫
栃木県栃木市万町９番２８号
上光証券株式会社
北海道札幌市中央区北１条西３
丁目３
玉島信用金庫
岡山県倉敷市玉島１４３８番地
川崎信用金庫
神奈川県川崎市川崎区砂子二丁
目１１番地１
呉信用金庫
広島県呉市本通二丁目２番１５
号
ひまわり信用金庫
福島県いわき市平祢宜町３番地
１
函館商工信用組合
北海道函館市千歳町９番６号
枚方信用金庫
大阪府枚方市岡東町１４番３６
号
碧海信用金庫
愛知県安城市御幸本町１５番１
号
釧路信用組合
北海道釧路市北大通９丁目２番
地
株式会社中京銀行
愛知県名古屋市中区栄三丁目３
３番１３号
株式会社沖縄銀行
沖縄県那覇市久茂地３丁目１０
番１号
但陽信用金庫
兵庫県加古川市加古川町溝之口
５３９
焼津信用金庫
静岡県焼津市栄町三丁目５番１
４号
株式会社千葉興業銀行
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千葉県千葉市美浜区幸町２丁目
１番２号
北伊勢上野信用金庫
三重県四日市市安島二丁目２番
３号
熊本信用金庫
熊本県熊本市中央区手取本町２
番１号
株式会社沖縄海邦銀行
沖縄県那覇市久茂地２－９－１
２
豊田信用金庫
愛知県豊田市元城町一丁目４８
番地
株式会社佐賀銀行
佐賀県佐賀市唐人二丁目７番２
０号
株式会社第三銀行
三重県松阪市京町５１０番地
たちばな信用金庫
長崎県諫早市八坂町１－１０
株式会社北日本銀行
岩手県盛岡市中央通一丁目６番
７号
大阪商工信用金庫
大阪府大阪市中央区松屋町住吉
３番２号
福岡ひびき信用金庫
福岡県北九州市八幡東区尾倉二
丁目８番１号
沼津信用金庫
静岡県沼津市大手町五丁目６番
１６号
佐賀信用金庫
佐賀県佐賀市中央本町８番１０
号
新潟縣信用組合
新潟県新潟市中央区営所通一番
町３０２番地１
米沢信用金庫
山形県米沢市大町５－４－２７
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
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・加入、移換の申出及び加入者等か
らの届出の受理に関する事務
株式会社鹿児島銀行
鹿児島県鹿児島市金生町６番６
号
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
山形信用金庫
山形県山形市白山１－１０－３
株式会社三重銀行
三重県四日市市西新地７番８号
鶴岡信用金庫
山形県鶴岡市馬場町１番１４号
・加入、移換の申出及び加入者等か
らの届出の受理に関する事務
大垣西濃信用金庫
岐阜県大垣市恵比寿町１丁目１
番地
株式会社山形銀行
山形県山形市七日町三丁目１番
２号
新宮信用金庫
和歌山県新宮市大橋通三丁目１
番地の４
大阪シティ信用金庫
大阪府大阪市中央区北浜二丁目
５番４号
湖東信用金庫
滋賀県東近江市青葉町１番１号
鹿沼相互信用金庫
栃木県鹿沼市上田町２３３１番
地
仙南信用金庫
宮城県白石市沢端町１番４５号
長浜信用金庫
滋賀県長浜市元浜町３番３号
蒲郡信用金庫
愛知県蒲郡市神明町４番２５号
・運用の方法に係る情報の提供(但
し、電磁的方法によるものを除
く)
・加入の申出(個人別管理資産の移
換依頼を含む)の受理に関する
事務
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株式会社群馬銀行
群馬県前橋市元総社町１９４番
地
・加入、移換の申出及び加入者等か
らの届出の受理に関する事務
烏山信用金庫
栃木県那須烏山市中央２丁目４
番１７号
・運用の方法に係る情報の提供（但
し、電磁的方法によるものを除
く）
・加入、移換の申出及び加入者等か
らの届出の受理に関する事務
株式会社山梨中央銀行
山梨県甲府市丸の内一丁目２０
番８号
株式会社山口銀行
山口県下関市竹崎町４丁目２番
３６号
・加入、移換の申出及び加入者等か
らの届出の受理に関する事務
大阪信用金庫
大阪府大阪市天王寺区上本町８
丁目９番１４号
東奥信用金庫
青森県弘前市大字土手町８１番
地
三条信用金庫
新潟県三条市旭町二丁目５番１
０号
埼玉縣信用金庫
埼玉県熊谷市久下４丁目１４１
番地
関信用金庫
岐阜県関市東貸上１２番地の１
株式会社北九州銀行
福岡県北九州市小倉北区堺町１
丁目１番１０号
株式会社もみじ銀行
広島県広島市中区胡町１番２４
号
株式会社きらやか銀行
山形県山形市旅篭町三丁目２番
３号
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株式会社仙台銀行
宮城県仙台市青葉区一番町二丁
目１番１号
中日信用金庫
愛知県名古屋市北区清水二丁目
９番５号
株式会社青森銀行
青森県青森市橋本一丁目９番３
０号
新潟大栄信用組合
新潟県燕市分水桜町一丁目４番
１４号
遠州信用金庫
静岡県浜松市中区中沢町８１－
１８
瀬戸信用金庫
愛知県瀬戸市東横山町１１９番
地の１
山和証券株式会社
東京都中央区日本橋兜町１番８
号
のぞみ信用組合
大阪府大阪市中央区内本町２丁
目３番５号
高山信用金庫
岐阜県高山市下一之町６３番地
津山信用金庫
岡山県津山市山下３０－１５
東京海上日動あんしん生命保険
株式会社
東京都千代田区丸の内１－２－
１

東京海上日動ビル新館

磐田信用金庫
静岡県磐田市中泉一丁目２番地
１
福島信用金庫
福島県福島市万世町１番５号
熊本中央信用金庫
熊本県熊本市中央区大江本町１
番６号
須賀川信用金庫
福島県須賀川市宮先町３１番地
石巻信用金庫
宮城県石巻市中央三丁目６番２
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１号
旭川信用金庫
北海道旭川市４条通８丁目
水戸信用金庫
茨城県水戸市城南２丁目２番２
１号
備北信用金庫
岡山県高梁市正宗町１９６４番
地の１
知多信用金庫
愛知県半田市星崎町３丁目３９
番地の１８
佐野信用金庫
栃木県佐野市本町２９１０番地
日生信用金庫
岡山県備前市日生町日生８８８
番地の５
いちよし証券株式会社
東京都中央区八丁堀二丁目１４
番１号
大分県信用組合
大分県大分市中島西２丁目４番
１号
白河信用金庫
福島県白河市大手町１４番地の
６
静清信用金庫
静岡県静岡市葵区昭和町２番地
の１
北おおさか信用金庫
大阪府茨木市西駅前町９番３２
号
半田信用金庫
愛知県半田市御幸町８番地
京都中央信用金庫
京都府京都市下京区四条通室町
東入函谷鉾町９１番地
株式会社東京スター銀行
東京都港区赤坂二丁目３番５号
西村証券株式会社
京都府京都市下京区四条通高倉
西入ル立売西町６５番地
兵庫信用金庫
兵庫県姫路市北条口三丁目２７
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番地
愛知信用金庫
愛知県名古屋市中区錦三丁目１
５番２５号
３２

株式会社山口銀行

・運用の方法の選定及び提示

山口県下関市竹崎町４

・運用の方法に関する情報の提供

－２－３６

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

３３

信金中央金庫

・運用の方法の選定及び提示

東京都中央区八重洲１

・運用の方法に関する情報の提供

－３－７

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本インベスター・ソリューシ

事務

ョン・アンド・テクノロジー株式

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
米澤信用金庫
山形県米沢市大町５－４－２７
新井信用金庫
新潟県妙高市栄町２－３
阿南信用金庫
徳島県阿南市富岡町トノ町２８
－１４
倉吉信用金庫
鳥取県倉吉市昭和町１－６０
小浜信用金庫
福井県小浜市大手町９－２０
大垣西濃信用金庫
岐阜県大垣市恵比寿町１－１
３４

しののめ信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

群馬県富岡市富岡１１

・運用の方法に関する情報の提供（た
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

２３

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

３５

株式会社群馬銀行

・運用の方法の選定及び提示

群馬県前橋市元総社町

・運用の方法に関する情報の提供

１９４

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

３７

湘南信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

神奈川県横須賀市大滝

・運用の方法に関する情報の提供（た

町２－２

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

３８

京都中央信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

京都府京都市下京区四

・運用の方法に関する情報の提供（た

条通室町東入函谷鉾町

だし、電話及び電磁的方法によるも

９１

のを除く。）
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

るもの

会社

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入者等に関する事項の記録、保

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

３９

広島信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

広島県広島市中区富士

・運用の方法に関する情報の提供（た

見町３－１５

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４０

播州信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県姫路市南駅前町

・運用の方法に関する情報の提供（た

１１０

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４１

横浜信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

神奈川県横浜市中区尾

・運用の方法に関する情報の提供（た

上町２－１６－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
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出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４２

愛媛信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛媛県松山市二番町４

・運用の方法に関する情報の提供（た

－２－１１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４３

淡路信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県洲本市宇山３－

・運用の方法に関する情報の提供（た

５－２５

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４５

但陽信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県加古川市加古川

・運用の方法に関する情報の提供（た

町溝ノ口５３９

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴
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・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４６

兵庫信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県姫路市北条口３

・運用の方法に関する情報の提供（た

－２７

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４８

姫路信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県姫路市十二所前

・運用の方法に関する情報の提供（た

町１０５

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

４９

中兵庫信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県氷上郡氷上町成

・運用の方法に関する情報の提供（た

松２２６－１

だし、電話及び電磁的方法によるも
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

るもの

会社

のを除く。）
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

５０

多摩信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

東京都立川市曙町２－

・運用の方法に関する情報の提供（た

８－２８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

５１

呉信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

広島県呉市本通２－２

・運用の方法に関する情報の提供（た

－１５

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

５２

大阪シティ信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

大阪府大阪市中央区北

・運用の方法に関する情報の提供（た
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

浜二丁目５番４号

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

５３

のと共栄信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

石川県七尾市檜物町３

・運用の方法に関する情報の提供（た

５

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

５５

株式会社青森銀行

・運用の方法の選定及び提示

青森県青森市橋本１－

・運用の方法に関する情報の提供

９－３０

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

５７

株式会社京葉銀行

・運用の方法の選定及び提示

千葉県千葉市中央区富

・運用の方法に関する情報の提供

存及びコールセンター、コンピ

銀行株式会社

士見１－１１－１１

・加入者 等に 関する事 項の 通知のう

ューターシステムのデータ通信

東京都千代田区

による通知

丸の内１－４－

ち、コールセンター及びコンピュー
ター シ ス テム のデ ー タ 通信 によ ら
ないもの

・加入者等に関する事項の記録、保

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
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三菱ＵＦＪ信託

５
日本マスタート

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務
５８

ラスト信託銀行

日本レコード・キーピング・ネッ

株式会社

トワーク株式会社

東京都港区浜松

東京都千代田区丸の内３－４－

町２－１１－３

１

千葉信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

千葉県千葉市中央区中

・運用の方法に関する情報の提供（た

央２－４－１

・給付を受ける権利の裁定

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

５９

株式会社佐賀銀行

・運用の方法の選定及び提示

佐賀県佐賀市唐人２－

・運用の方法に関する情報の提供

７－２０

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

６１

株式会社荘内銀行

・運用の方法の選定及び提示

山形県鶴岡市本町１丁

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

目９番７号

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務のうち、窓口において行うもの

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち、窓口以外において行う

ス信託銀行株式

もの

会社

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、窓口以外にお
いて行うもの
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
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東京都中央区晴
海１－８－１２

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目２５
番１号
６２

株式会社秋田銀行

・運用の方法の選定及び提示

秋田県秋田市山王３－

・運用の方法に関する情報の提供

２－１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴
海１－８－１１

６３

株式会社百十四銀行

・運用の方法の選定及び提示

香川県高松市亀井町５

・運用の方法に関する情報の提供

－１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

６４

川崎信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

神奈川県川崎市川崎区

・運用の方法に関する情報の提供（た

砂子２－１１－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

６５

株式会社十八銀行

・運用の方法の選定及び提示

長崎県長崎市銅座町１

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

－１１

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
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・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

事務のうち、窓口において行うもの

会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンター・インタ
ーネットを利用して行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ー・インターネットを利用して
行うもの
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目５
番５号

６６

株式会社東邦銀行

・運用の方法の選定及び提示

福島県福島市大町３－

・運用の方法に関する情報の提供

２５

・加入者 等が 行う届出 の受 理に関す
る事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松

・運用の方法に係る情報の提供（但

町２－１１－３

し、電磁的方法によるものに限
る）
・加入者等が行う届出の受理に関
する事務
東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１－２－
１
６７

株式会社栃木銀行

・運用の方法の選定及び提示

栃木県宇都宮市西２－

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

１－１８

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち、窓口以外において行う

ス信託銀行株式

もの

会社

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

東京都中央区晴
海１－８－１２

事務のうち、窓口において行うもの

・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、窓口以外で行
うもの
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿１－２５－
１

６８

株式会社みちのく銀行

・運用の方法の選定及び提示

青森県青森市勝田１－

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

３－１

うち窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務のうち窓口において行うもの

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち、窓口以外において行う

ス信託銀行株式

もの

会社

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知

東京都中央区晴
海１－８－１２

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、窓口以外にお
いて行うもの
・加入の申し出及び加入者等から
の届出の受理に関する事務
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿１－２５－
１

７１

株式会社みずほ銀行

・運用の方法の選定及び提示

東京都千代田区大手町

・運用の方法に関する情報の提供（コ

一丁目５番５号

ール セ ン ター 及び イ ン ター ネッ ト
によるものを除く。）
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

日本インベスター・ソリューシ

三菱ＵＦＪ信託

ョン・アンド・テクノロジー株式

銀行株式会社

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

会社

東京都千代田区

事務（コールセンター及びインター

神奈川県横浜市西区みなとみら

丸の内１－４－

い２－２－１

５

ネットによるものを除く。）

・運用の方法に関する情報の提供

日本マスタート

のうち、コールセンター及びイ

ラスト信託銀行

ンターネットによるもの

株式会社

・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他の必要な措置に
関する事務のうち、コールセン
ター及びインターネットによる
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東京都港区浜松
町２－１１－３

もの
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供及びその他必要な措置
に関する事務
・前２号の業務に関連して加入者
等に対して提供し、または加入
者等から受理する書類、帳票等
の作成及び加入者等への提供
株式会社四国銀行
高知県高知市南はりまや町一丁
目１番１号
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供及びその他必要な措置
に関する事務
・前２号の業務に関連して加入者
等に対して提供し、または加入
者等から受理する書類、帳票等
の作成及び加入者等への提供
・その他前各号に付随する業務
株式会社清水銀行
静岡県静岡市清水区天神一丁目
八番二十五号
株式会社イオン銀行
東京都江東区枝川一丁目９番６
号
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・その他前各号に付随する業務
りらいあコミュニケーションズ
株式会社
東京都渋谷区代々木二丁目６番
５号
７２

スルガ銀行株式会社

・運用の方法の選定及び提示

静岡県沼津市通横町２

・運用の方法に関する情報の提供

３

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

-35-

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

事務

ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
ＳＢＩベネフィット・システム
ズ株式会社
東京都港区六本木１－６－１

７３

株式会社大垣共立銀行

・運用の方法の選定及び提示

岐阜県大垣市郭町３－

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

９８

うち窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

事務のうち窓口において行うもの

会社

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンター・インタ
ーネットを利用して行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうちコールセンタ
ー・インターネットを利用して
行うもの
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
７７

株式会社西日本シティ

・運用の方法の選定及び提示

銀行

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

福岡県福岡市博多区博
多駅前３－１－１

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

株式会社りそな
銀行
大阪府大阪市中
央区備後町２丁
目２番１号

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

日本トラステ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

ィ･サービス信

事務のうち、窓口において行うもの

会社

託銀行株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都中央区晴

い２－２－１

海１－８－１１

・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンター・インタ
ーネットを利用して行うもの
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうち、コールセンター・インタ
ーネットを利用して行うもの
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・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ー・インターネットを利用して
行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目９番
１号
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
株式会社長崎銀行
長崎県長崎市栄町３番１４号
７８

第一生命保険株式会社

・運用の方法の選定及び提示

東京都千代田区有楽町

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

１－１３－１

出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
７９

高山信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

岐阜県高山市下一之町

・運用の方法に関する情報の提供（た

６３

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
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い２－２－１
８０

瀬戸信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県瀬戸市東横山町

・運用の方法に関する情報の提供（た

１１９－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

８２

東濃信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

岐阜県多治見市本町２

・運用の方法に関する情報の提供（た

－５－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

８３

北伊勢上野信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

三重県四日市市安島２

・運用の方法に関する情報の提供（た

－２－３

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社

-38-

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
８４

桑名信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

三重県桑名市大央町２

・運用の方法に関する情報の提供（た

０

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

８５

岡崎信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県岡崎市菅生町字

・運用の方法に関する情報の提供（た

元菅４１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

８８

株式会社宮崎銀行

・運用の方法の選定及び提示

宮崎県宮崎市橘通東４

・運用の方法に関する情報の提供

－３－５

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

８９

株式会社大分銀行

・運用の方法の選定及び提示

大分県大分市府内町３

・運用の方法に関する情報の提供
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・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社

－４－１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

９１

株式会社三菱東京ＵＦ

・運用の方法の選定及び提示

Ｊ銀行

・運用の方法に関する情報の提供

東京都千代田区丸の内

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

二丁目７番１号

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

日本レコード・キーピング・ネッ
トワーク株式会社
東京都千代田区丸の内３－４－
１
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務 (コールセンターに
おいて行うものを除く)
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受 理に 関する事 務(コ ー
ルセンターにおいて行うものを
除く)
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
その他必要な措置に関する事務
(コールセ ンタ ーにおい て行 う
ものを除く)
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町１－３－４
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務のうち、コールセン
ターにおいて行うもの
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務のう
ち、コールセンターにおいて行
うもの
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三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ーにおいて行うもの
・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・運用の方法の選定及び提示
・運用の方法に関する情報の提供
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１－４－
５
９４

三井住友信託銀行株式

・運用の方法の選定及び提示

会社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都千代田区丸の内

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

１丁目４番１号

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１丁目４
番１号

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴

日本インベスター・ソリューシ

海１－８－１１

ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
三井住友海上火災保険株式会社
東京都中央区新川２－２７－２
９５

株式会社紀陽銀行

・運用の方法の選定及び提示

和歌山県和歌山市本町

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

１－３５

うち窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・運用の方法に関する情報の提供

銀行株式会社

に限る）

東京都千代田区

東京海上日動火災保険株式会社

丸の内１－４－

東京都千代田区丸の内１－２－

５

１

日本マスタート

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
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三菱ＵＦＪ信託

（但し、電磁的方法によるもの

ラスト信託銀行
株式会社

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

東京都港区浜松
町２－１１－３

・給付を受ける権利の裁定
日本レコード・キーピング・ネッ
トワーク株式会社
東京都千代田区丸の内３－４－
１
９６

京都信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

京都府京都市下京区四

・運用の方法に関する情報の提供（た

条通柳馬場東入立売東
町７

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

９７

尼崎信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県尼崎市開明町３

・運用の方法に関する情報の提供（た

－３０

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

100

株式会社北海道銀行

・運用の方法の選定及び提示

北海道札幌市中央区大

・運用の方法に関する情報の提供

通西４－１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信
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東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴
海１－８－１１

104

株式会社十六銀行

・運用の方法の選定及び提示

岐阜県岐阜市神田町８

・運用の方法に関する情報の提供

－２６

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松

・運用の方法に関する情報の提供

町２－１１－３

（但し、電磁的方法によるもの
に限る）
・加入者等が行う届出の受理に関
する事務
東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１－２－
１
105

株式会社百五銀行

・運用の方法の選定及び提示

三重県津市岩田２１－

・運用の方法に関する情報の提供（コ

２７

ール セ ン ター にお い て 行う もの を
除く。）

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

事務（コールセンターにおいて行う

１

東京都港区浜松

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

ものを除く。）

・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ーにおいて行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務と事務
集中代行のうち、コールセンタ
ーにおいて行うもの
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町１－３－４
・運用の方法に関する情報の提供
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町２－１１－３

（コールセンターにおいて行う
ものを除く。）
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務及び事
務集中代行（コールセンターに
おいて行うものを除く。）
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務（コールセンターにお
いて行うものを除く。）
株式会社ヘルシーファミリー
三重県津市栄町３－１２３－１
106

碧海信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県安城市御幸本町

・運用の方法に関する情報の提供（た

１５－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

107

西兵庫信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県宍粟郡山崎町山

・運用の方法に関する情報の提供（た

崎１９０

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

108

静清信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

静岡県静岡市葵区昭和

・運用の方法に関する情報の提供（た
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

町２番地の１

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

111

静岡信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

静岡県静岡市葵区相生

・運用の方法に関する情報の提供（た

町１－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

112

きのくに信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

和歌山県和歌山市本町

・運用の方法に関する情報の提供（た

２－３８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

113

岐阜信用金庫

・運用の方法の選定及び提示
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・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

岐阜県岐阜市神田町６
－１１

・運用の方法に関する情報の提供（た

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

114

株式会社静岡銀行

・運用の方法の選定及び提示

静岡県静岡市葵区呉服

・運用の方法に関する情報の提供

町１－１０

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

115

ＳＢＩベネフィット・シ

・運用の方法の選定及び提示

ステムズ株式会社

・加入者等に関する事項の記録、保存
及び通知
・運用の 指図 の取りま とめ 及び連合
会への通知

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

（但しコールセンターに因るも

ス信託銀行株式

のに限る）。

会社

・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務。

・運用の方法に関する情報の提供
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務。
・加入の申出及び加入者等が行う

・給付を受ける権利の裁定

届出の受理に関する事務のう
ち、加入者等への必要な書類の
提供及び甲の指定する受付金融
機関への送付に関するもの。
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本 木一丁目６番 1
号
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務。
・加入の申出及び加入者等が行う
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東京都中央区晴
海１－８－１２

届出の受理に関する事務のう
ち、加入者等への必要な書類の
提供及び甲の指定する受付金融
機関への送付に関するもの。
ＳＢＩマネープラザ株式会社
東京都港区六本 木一丁目６番 1
号
株式会社オールアセットマネジ
メント
東京都千代田区神田神保町１丁
目４０番
一般社団法人ＤＣマイスター協
会
東京都港区芝 4 丁目１６番１号
湘南証券年金プランニング株式
会社
神奈川県藤沢市藤沢９７１番地
１号
118

富国生命保険相互会社

・運用の方法の選定及び提示

東京都千代田区内幸町

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

二丁目２番２号

うち窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

事務のうち窓口において行うもの

会社

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうちコールセンターにおいて
行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうちインターネット
を利用して行うもの
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
119

京都北都信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

京都府宮津市鶴賀２０

・運用の方法に関する情報の提供（た

５４－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
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・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

120

三重信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

三重県松阪市朝日町１

・運用の方法に関する情報の提供（た

区１６－６

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

122

鶴岡信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

山形県鶴岡市馬場町１

・運用の方法に関する情報の提供（た

－１４

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

126

長野信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

長野県長野市大字鶴賀

・運用の方法に関する情報の提供（た

１３３－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
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・加入者等に関する事項の記録、保

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

127

株式会社東京都民銀行

・運用の方法の選定及び提示

東京都港区六本木２－

・運用の方法に関する情報の提供（コ

３－１１

ール セ ン ター にお い て 行う もの を
除く。）

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・給付を受ける権利の裁定

ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

会社

事務（コールセンターにおいて行う

神奈川県横浜市西区みなとみら

ものを除く。）

資産管理サービ

い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ーにおいて行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町１－３－４

128

西中国信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

山口県下関市細江町１

・運用の方法に関する情報の提供（た

－１－８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社

-49-

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
129

高崎信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

群馬県高崎市飯塚町１

・運用の方法に関する情報の提供（た

２００－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

130

鳥取信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

鳥取県鳥取市栄町６４

・運用の方法に関する情報の提供（た

５

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

131

越前信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

福井県大野市日吉町２

・運用の方法に関する情報の提供（た

－１９

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式

-50-

会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
133

永和信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

大阪府大阪市浪速区日

・運用の方法に関する情報の提供（た

本橋４－７－２０

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

134

平塚信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

神奈川県平塚市紅谷町

・運用の方法に関する情報の提供（た

１１－１９

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

136

鹿児島相互信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

鹿児島県鹿児島市泉町

・運用の方法に関する情報の提供（た

２－３

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ

-51-

ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
137

遠州信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

静岡県浜松市中沢町８

・運用の方法に関する情報の提供（た

１－１８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

138

株式会社肥後銀行
熊本県熊本市練兵町１

・運用の方法の選定及び提示
・運用の 方法 に関する 情報 の提供の
うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

事務のうち、窓口において行うもの

会社

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンター及びイ
ンターネットにおいて行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ー及びインターネットを利用し
て行うもの
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８－１
140

中国労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

広島県広島市南区稲荷

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

町１番１４号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

-52-

・加入者等が行った運用の指図の

海１－８－１２

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号

142

近畿労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

大阪府大阪市西区江戸
堀１丁目１２番１号

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す

海１－８－１２

る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
143

長野県労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

長野県長野市県町５２

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

３

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

-53-

・加入者等が行った運用の指図の

海１－８－１２

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号

144

中央労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

東京都千代田区神田駿
河台２丁目５番地

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す

海１－８－１２

る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
145

東北労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

宮城県仙台市青葉区北

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

目町１－１５

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

-54-

・加入者等が行った運用の指図の

海１－８－１２

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号

146

九州労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

福岡県福岡市中央区大
手門三丁目３番３号

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す

海１－８－１２

る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
147

沖縄県労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

沖縄県那覇市旭町１番

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

地９

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
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・加入者等が行った運用の指図の

海１－８－１２

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号

149

静岡県労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

静岡県静岡市葵区黒金
町５番地の１

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す

海１－８－１２

る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
150

北陸労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

石川県金沢市芳斉２丁

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

目１５番１８号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
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・加入者等が行った運用の指図の

海１－８－１２

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号

151

新潟県労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

新潟県新潟市中央区寄
居町３３２番地３８

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す

海１－８－１２

る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
153

株式会社山陰合同銀行

・運用の方法の選定及び提示

島根県松江市魚町１０

・運用の方法に関する情報の提供（コ
ール セ ン ター にお い て 行う もの を
除く）

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
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・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

トワーク株式会社

ィ・サービス信

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

事務（コールセンターにおいて行う

１

東京都中央区晴

ものを除く）

・運用の方法に係る情報の提供の

海１－８－１１

うち、電話及び電磁的方法によ
るもの
・加入者等の届出の受理に関する
事務
東京海上日動火災保険株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目２
番１号
154

株式会社筑波銀行

・運用の方法の選定及び提示

茨城県土浦市中央二丁

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

目１１番７号

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務のうち、窓口において行うもの

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち、コールセンター又はイ

ス信託銀行株式

ンターネットにおいて行うもの

会社

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知

東京都中央区晴
海１－８－１２

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうちコールセンター
又はインターネットを利用して
行うもの
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目２５
番１号

155

株式会社滋賀銀行

・運用の方法の選定及び提示

滋賀県大津市浜町１番

・運用の方法に関する情報の提供

３８号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松

・運用の方法に関する情報の提供
のうち、コールセンターにおい
て行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
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町２－１１－３

届出の受理に関する事務のう
ち、コールセンターにおいて行
うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ーにおいて行うもの
エム・ユー・コミュニケーション
ズ株式会社
東京都渋谷区本町一丁目３番４
号
157

株式会社千葉興業銀行

・運用の方法の選定及び提示

千葉県千葉市美浜区幸

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

町２丁目１番２号

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務のうち窓口において行うもの

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち、コールセンター及びイ

ス信託銀行株式

ンターネットを利用して行うも

会社

の

東京都中央区晴

・加入の申出及び加入者等からの

海１－８－１２

届出の受理に関する事務
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、コールセンタ
ー及びインターネットを利用し
て行うもの
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目２５
番１号

159

四国労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

香川県高松市浜ノ町７
２番３号

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
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海１－８－１２

神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
160

東海労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県名古屋市中区新
栄１丁目７番１２号

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す

海１－８－１２

る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
164

大分みらい信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

大分県別府市駅前本町

・運用の方法に関する情報の提供（た

１－３１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
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神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
166

西武信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

東京都中野区中野２－

・運用の方法に関する情報の提供（た

２９－１０

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

170

札幌信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

北海道札幌市中央区南

・運用の方法に関する情報の提供（た

２条西３－１５－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

171

金沢信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

石川県金沢市香林坊１

・運用の方法に関する情報の提供（た

－３－８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
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会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
175

株式会社山形銀行

・運用の方法の選定及び提示

山形県山形市七日町３

・運用の方法に関する情報の提供

－１－２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３

176

松本信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

長野県松本市丸の内１

・運用の方法に関する情報の提供（た

－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

178

ソニー生命保険株式会

・運用の方法の選定及び提示

社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都千代田区大手町

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

一丁目９番２号

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本マスタート

事務

トワーク株式会社

ラスト信託銀行

東京都千代田区丸の内３－４－

株式会社

１

東京都港区浜松
町２－１１－３
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181

福井信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

福井県福井市田原２－

・運用の方法に関する情報の提供（た

３－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

182

但馬信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

兵庫県豊岡市中央町１

・運用の方法に関する情報の提供（た

７－８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
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183

株式会社琉球銀行
沖縄県那覇市久茂地１
－11―１

・加入の 申出 および加 入者 等が行う
届出の受理に関する事務
・運用の方法に関する情報の提供
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

野村信託銀行株
式会社
東京都千代田区
大手町２－２－
２

日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法の選定及び提示
・加入の申出および加入者等が行
う届出の受理に関する事務
・運用の方法に関する情報の提供
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１

185

北おおさか信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

大阪府茨木市西駅前町

・運用の方法に関する情報の提供（た

９番３２号

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

187

豊橋信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県豊橋市小綴町５

・運用の方法に関する情報の提供（た

７９

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
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日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
189

福岡ひびき信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

福岡県北九州市八幡東

・運用の方法に関する情報の提供（た

区尾倉２－８－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

190

埼玉縣信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

埼玉県熊谷市本町１－

・運用の方法に関する情報の提供（た

１３０－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

191

空知信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

北海道岩見沢市３条西

・運用の方法に関する情報の提供（た

６－２－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
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・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
194

高鍋信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

宮崎県児湯郡高鍋町大

・運用の方法に関する情報の提供（た

字高鍋町６７３

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

195

西尾信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県西尾市寄住町洲

・運用の方法に関する情報の提供（た

田５１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

196

豊田信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県豊田市元城町１

・運用の方法に関する情報の提供（た

－４８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
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・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連

事務

合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

223

株式会社ＳＢＩ証券

・運用の方法の選定及び提示

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

東京都港区六本木１－

・運用の方法に関する情報の提供

のうちコールセンター及びイン

ス信託銀行株式

６－１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

ターネットによるもの

会社

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知

東京都中央区晴
海１－８－１２

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
ＳＢＩベネフィット・システム
ズ株式会社
東京都港区六本木１－６－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務（書類
の受付に関する事務は除く）
株式会社ネクシィーズ・トレー
ド
東京都渋谷区桜丘町２０－４
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
トッパン・フォームズ株式会社
東京都港区東新橋一丁目７番３
号

239

興能信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

石川県鳳至郡能都町字

・運用の方法に関する情報の提供（た

宇出津ム字４５－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
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613

蒲郡信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

愛知県蒲郡市元町５－

・運用の方法に関する情報の提供（た

８

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

666

大阪信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

大阪府大阪市天王寺区

・運用の方法に関する情報の提供（た

上本町８－９－１４

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
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667

岡三証券株式会社

・運用の方法の選定及び提示

東京都中央区日本橋一

・運用の方法に関する情報の提供

丁目１７番６号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３丁目４

託銀行株式会社

番１号

東京都中央区晴

・加入の申出及び加入者等が行う

海１－８－１１

届出の受理に関する事務
岡三にいがた証券株式会社
新潟県長岡市大手通一丁目５番
地５
三縁証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅南一
丁目２４番３０号
三晃証券株式会社
東京都 渋谷 区 代々木 ２丁 目 １３
番４号
岡三オンライン証券株式会社
東京都 中央区 銀座３ 丁目９ 番７
号
豊証券株式会社
愛知県 名古屋 市栄３ 丁目７ 番１
号
726

株式会社第三銀行

・運用の方法の選定及び提示

三重県松坂市京町５１

・運用の 方法 に関する 情報 の提供の

０

うち、窓口において行うもの
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務のうち、窓口において行うもの

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち、窓口以外において行う

ス信託銀行株式

もの

会社

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知

東京都中央区晴
海１－８－１２

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、窓口以外にお
いて行うもの
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿１－２５－
１

727

株式会社岩手銀行
岩手県盛岡市中央通１

・運用の方法に関する情報の提供(コ
ールセンター・インターネットにお
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・加入者に関する事項の記録、保存
及び通知

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社

－２－３

いて行うものを除く。)
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

東京都千代田区
丸の内１－４－
５

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

日本インベスター・ソリューシ

日本マスタート

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ョン・アンド・テクノロジー株式

ラスト信託銀行

事務(コールセンター・インターネ

会社

株式会社

ットにおいて行うものを除く。)

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都港区浜松

い２－２－１

町２－１１－３

・運用の方法の選定および提示
・運用の方法に関する情報提供の
うち、コールセンター・インター
ネットにおいて行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうちコールセンタ
ー・インターネットにおいて行
うもの
・加入の申出および加入者等が行
う届出の受理に関する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１
731

あいおいニッセイ損害

・運用の方法の選定及び提示

保険株式会社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都渋谷区恵比寿１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

－２８－１

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本インベスター・ソリューシ

事務

ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
・運用の方法に関する情報の提供
・加入者等に関する事項の通知の
うち、コールセンター、インター
ネットを利用して行うもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
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野村信託銀行株
式会社
東京都千代田区
大手町２－２－
２

・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
当社が指定した保険業法第２７
６条の登録を受けた損害保険代
理店
734

株式会社武蔵野銀行

・運用の方法の選定及び提示

埼玉県さいたま市大宮

・運用の方法に関する情報の提供（コ

する事務のうちコールセンタ

式会社

区桜木町一丁目１０番

ールセンター・インターネットにお

ー・インターネットにおいて行

東京都千代田区

地８

いて行うものを除く）

うもの

大手町二丁目２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務

・運用方法に係る情報の提供に関

・加入者等に対して行う資産の運

番２号

用に関する基礎的な資料の提供

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

に関する事務のうちコールセン

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

ター・インターネットにおいて

事務（コールセンター・インターネ

行うもの

ットにおいて行うものを除く）

野村信託銀行株

・加入者等に関する事項の通知等
に係る加入者等からの照会対応
のうちコールセンター・インタ
ーネットにおいて行うもの
・加入の申出および加入者等から
の届出の受理に関する事務
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋１－９－１
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

738

三井住友海上火災保険

・運用の方法の選定及び提示

株式会社

・運用の方法に関する情報の提供

東京都千代田区神田駿

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

河台三丁目９番地

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３丁目４

託銀行株式会社

番１号

東京都中央区晴

・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
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海１－８－１１

・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務
当社が指定した保険業法第２７
６条の登録を受けた損害保険代
理店
株式会社三重銀行
三重県四日市市西新地７番８号
株式会社富山銀行
富山県高岡市守山町２２番地
株式会社東北銀行
岩手県盛岡市内丸３番１号
株式会社長野銀行
長野県松本市渚２丁目９番３８
号
株式会社福邦銀行
福井県福井市順化１丁目６番９
号
株式会社東日本銀行
東京都中央区日本橋３丁目１１
番２号
株式会社きらやか銀行
山形県山形市旅篭町三丁目２番
３号
日田信用金庫
大分県日田市中本町３番２０号
岐阜信用金庫
岐阜県岐阜市神田町六丁目１１
番地
株式会社西京銀行
山口県周南市平和通一丁目１０
番２号
諏訪信用金庫
長野県岡谷市郷田二丁目１番８
号
平塚信用金庫
神奈川県平塚市紅谷町１１番１
９号
株式会社名古屋銀行
愛知県名古屋市中区錦三丁目１
９番１７号
東濃信用金庫
岐阜県多治見市本町二丁目５番
地の１
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株式会社関西アーバン銀行
大阪府大阪市中央区西心斎橋一
丁目２番４号
尾西信用金庫
愛知県一宮市篭屋一丁目４番３
号
西尾信用金庫
愛知県西尾市寄住町洲田５１番
地
株式会社富山第一銀行
富山県富山市西町５番１号
・運用の方法の選定及び提示
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
株式会社京葉銀行
千葉県千葉市中央区富士見一丁
目１１番１１号
740

住友生命保険相互会社

（住友生命保険相互会社）

（住友生命保険相互会社及びジャ

東京都中央区築地七丁

・運用方法の選定及び提示

パン・ペンション・ナビゲーター

行株式会社

目１８番２４号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

株式会社が再委託）

東京都千代田区

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提供

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連

（一部業務を共同受託） ・個人型 年金 規約１６ ６条 の２第１

合会への通知

三井住友信託銀

丸の内１－４－
１
日本トラステ
ィ・サービス信

ジャパン・ペンション・

項各号に掲げる脱退一時金相当額、 ・給付を受ける権利の裁定

託銀行株式会社

ナビゲーター株式会社

年金 給 付 等積 立金 又 は 積立 金の 移

日本レコード・キーピング・ネッ

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲一

換に係る書類の受理に関する事務

トワーク株式会社

海１－８－１１

丁目３番４号

東京都千代田区丸の内３丁目４
番１号

（住友生命保険相互会社が再委
託）
・運用の方法に関する情報の提供
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供
・個人型年金規約１６６条の２第
１項各号に掲げる脱退一時金相
当額、年金給付等積立金又は積
立金の移換に係る書類の受理に
関する事務
ジャパン・ペンション・ナビゲー
ター株式会社
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東京都中央区八重洲一丁目３番
４号
741

株式会社三井住友銀行

（株式会社三井住友銀行）

東京都千代田区丸の内

・運用方 法の 選定及び 提示 並びに運

一丁目１番２号

用の方法に関する情報の提供
・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

（一部業務を共同受託）
ジャパン・ペンション・

の提供

（株式会社三井住友銀行及びジャ
パン・ペンション・ナビゲーター

Ｃ信託銀行

株式会社が再委託）

東京都港区西新

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知

・個人型 年金 規約１６ ６条 の２第１

株式会社ＳＭＢ

・給付を受ける権利の裁定

橋一丁目３番１
号
三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区

ナビゲーター株式会社

項各号に掲げる脱退一時金相当額、

日本レコード・キーピング・ネッ

丸の内１－４－

東京都中央区八重洲一

年金 給 付 等積 立金 又 は 積立 金移 換

トワーク株式会社

１

丁目３番４号

に係る書類の受理に関する事務

東京都千代田区丸の内３丁目４

日本トラステ

番１号

ィ・サービス信
託銀行株式会社

（株式会社三井住友銀行が再委
託）

東京都中央区晴
海１－８－１１

・運用の方法に関する情報の提供
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供
・個人型年金規約１６６条の２第
１項各号に掲げる脱退一時金相
当額、年金給付等積立金又は積
立金移換に係る書類の受理に関
する事務
ジャパン・ペンション・ナビゲー
ター株式会社
東京都中央区八重洲一丁目３番
４号
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
株式会社みなと銀行
兵庫県神戸市中央区三宮町２丁
目１番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内３－３－
１
747

株式会社きらやか銀行

・運用の方法の選定及び提示

山形県山形市旅篭町３

・運用の方法に関する情報の提供

－２－３

・加入の 申出 および加 入者 等が行う
届出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
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・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本インベスター・ソリューシ

事務

ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

750

沼津信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

静岡県沼津市大手町５

・運用の方法に関する情報の提供（た

－６１６

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

753

株式会社りそな銀行

・運用の方法の選定及び提示

大阪府大阪市中央区備

・運用の方法に関する情報の提供

後町２丁目２番１号

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

株式会社りそな
銀行
大阪府大阪市中
央区備後町２丁
目２番１号

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本インベスター・ソリューシ

日本トラステ

事務

ョン・アンド・テクノロジー株式

ィ･サービス信

・加入者等に関する事項の通知（ただ

会社

託銀行株式会社

し、コールセンター及びインターネ

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都中央区晴

ットによるものに限る。）

い２－２－１

海１－８－１１

・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
株式会社埼玉りそな銀行
埼玉県さいたま市浦和区常盤七
丁目４番１号
株式会社近畿大阪銀行
大阪府大阪市中央区城見一丁目
４番２７号
青和信用組合
東京都葛飾区高砂３丁目１２番
２号
りらいあコミュニケーションズ
株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目６番
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５号
株式会社関西アーバン銀行
大阪府大阪市中央区西心斎橋一
丁目２番４号
株式会社みなと銀行
兵庫県神戸市中央区三宮町二丁
目１番１号
呉信用金庫
広島県呉市本通２丁目２番１５
号
鶴来信用金庫
石川県白山市鶴来本町一丁目ワ
１０７番地の２
三島信用金庫
静岡県三島市芝本町１２番３号
755

米子信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

鳥取県米子市東福原２

・運用の方法に関する情報の提供（た

－５－１

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

757

北海道労働金庫

・運用の方法の選定及び提示

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

北海道札幌市中央区北

・運用の方法に関する情報の提供

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

１条西５丁目３番地１

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

０

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等が行った運用の指図の

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

取りまとめ及びその内容の事務

事務

委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
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海１－８－１２

い２－２－１
・運用の方法に係る情報の提供に
関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
確定拠出年金サービス株式会社
東京都中央区明石町８番１号
760

野村證券株式会社

・運用の方法の選定及び提示

東京都中央区日本橋１

・運用の方法に係る情報の提供

－９－１

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三菱ＵＦＪ信託
銀行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
５

・加入の申出(個人別管理資産の移換

日本インベスター・ソリューシ

日本マスタート

依頼を含む)及び加入者等の届出の

ョン・アンド・テクノロジー株式

ラスト信託銀行

受理に関する事務

会社

株式会社

神奈川県横浜市西区みなとみら

東京都港区浜松

い２－２－１

町２－１１－３

・加入者 等に 関する事 項の 通知等に
係る 加 入 者等 から の 照 会対 応の う
ちコールセンター、インターネット
において行うもの
763

さわかみ投信株式会社

・運用の方法の選定及び提示

・運用の方法に係る情報の提供

資産管理サービ

東京都千代田区一番町

・運用の方法に係る情報の提供

・加入の申出の受理に関する事務

ス信託銀行株式

・加入者等の届出の受理に関する

会社

２９－２

事務
・加入者等への資産の運用に関す
る基礎的な資料の提供その他必
要な措置に関する事務
・個人型年金規約第１６６条の２
第１項各号に掲げる脱退一時金
相当額、年金給付等積立金又は
積立金の移換に係る書類の受理
に関する事務
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
ＳＢＩベネフィット・システム
ズ株式会社
東京都港区六本木１－６－１
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東京都中央区晴
海１－８－１２

769

大和証券株式会社

・運用の方法の選定及び提示

東京都千代田区丸の内

・運用の方法に関する情報の提供

存及びコールセンター、コンピ

行株式会社

一丁目９番１号

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

ューターシステムのデータ通信

東京都千代田区

による通知

丸の内１－４－

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事項

・加入者等に関する事項の記録、保

・運用の指図の取りまとめ及び連

・加入の申出の受理に関する事務
・加入者 等が 行う届出 の受 理に関す
る事務

合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

１
日本トラステ
ィ・サービス信

日本レコード・キーピング・ネッ

託銀行株式会社

トワーク株式会社

東京都中央区晴

東京都千代田区丸の内３－４－

海１－８－１１

１

資産管理サービ

・加入の申出の受理に関する事務
のうち窓口において行うもの
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関
する事務のうち、窓口において
行うもの
株式会社青森銀行
青森県青森市橋本１－９－３０
・運用の方法に係る情報の提供
・加入の申出の受理に関する事項
・加入者等への資産の運用に関す
る基礎的な資料の提供その他必
要な措置に関する事務
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
ＳＢＩベネフィット・システム
ズ株式会社
東京都港区六本木１－６－１
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三井住友信託銀

ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

770

大地みらい信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

北海道根室市梅ヶ枝町

・運用の方法に関する情報の提供（た

３丁目１５番地

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く。）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１－３－７

海１－８－１２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

771

株式会社池田泉州銀行
大阪府大阪市北区茶屋
町１８－１４

・加入者 等に 対する運 用の 方法の選
定

・加入者等に対する運用の方法の

三菱ＵＦＪ信託

提示及び当該運用の方法に係る

銀行株式会社

・加入者 等に 対する運 用の 方法の提

情報提供に関する事務のうち、

東京都千代田区

示及 び 当 該運 用の 方 法 に係 る情 報

コールセンター又はインターネ

丸の内１－４－

提供に関する事務

ットにおいて行うもの

５

・加入の 申出 及び加入 者等 からの届

・加入者等に対して行う資産の運

日本マスタート

出の受理に関する事務（コールセン

用に関する基礎的な資料の提供

ラスト信託銀行

ター・インターネットにおいて行う

に関する事務のうち、コールセ

株式会社

ものを除く）

ンター又はインターネットにお

東京都港区浜松

いて行うもの

町２－１１－３

・加入者 等に 対して行 う資 産の運用
に関 す る 基礎 的な 資 料 の提 供に 関

・加入者等に関する事項の通知等

する事務（コールセンター・インタ

に係る加入者等からの照会対応

ーネットにおいて行うものを除く）

のうち、コールセンター又はイ

・加入者 等に 関する事 項の 通知等に
係る加入者等からの照会対応（コー
ルセンター

ンターネットにおいて行うもの
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務

・インタ ーネ ットにお いて 行うもの
を除く）

・個人型年金規約第１６６条の２
第１項各号に掲げる脱退一時金

・加入の 申出 及び加入 者等 からの届
出の受理に関する事務
・個人型 年金 規約第１ ６６ 条の２第

相当額、年金給付等積立金又は
積立金の移換に係る書類の受理
に関する事務

１項 各 号 に掲 げる 脱 退 一時 金相 当

日本生命保険相互会社

額、年金給付等積立金又は積立金の

大阪府大阪市中央区今橋３－５

移換 に 係 る書 類の 受 理 に関 する 事
務

－１２
・加入者等の氏名、住所、個人別管
理資産額その他の加入者等に関
する事項の記録、保存及び通知
に関する事務
・加入者等が行った運用の指図の
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取りまとめ及びその内容の事務
委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本レコード・キーピング・ネッ
トワーク株式会社
東京都千代田区丸の内３－４－
１
774

楽天証券株式会社

・運用の 方法 の選定及 び加 入者等に

・加入者等の氏名、住所、個人別管

資産管理サービ

東京都世田谷区玉川一

対す る 提 示並 びに 当 該 運用 の方 法

理資産額その他の加入者等に関

ス信託銀行株式

丁目１４番１号

に係る情報の提供に関する事務

する事項の記録、保存及び通知

会社

に関する事務

東京都中央区晴

・加入の 申出 及び加入 者等 からの届
出の受理に関する事務

・加入者等が行った運用の指図の

・個人型 年金 規約第１ ６６ 条の２第

取りまとめ及びその内容の事務

１項 各 号 に掲 げる 脱 退 一時 金相 当

委託先金融機関への通知に関す

額、年金給付等積立金又は積立金の

る事務

移換 に 係 る書 類の 受 理 に関 する 事
務

海１－８－１２

・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務

・加入者 等に 対して行 う資 産の運用

・加入者等の氏名、住所、個人別管

に関 す る 基礎 的な 資 料 の提 供に 関

理資産額その他の加入者等に関

する事務

する事項の記録、保存及び通知

・加入者等の氏名、住所、個人別管理
資産 額 そ の他 の加 入 者 等に 関す る
事項の通知に関する事務

に関する事務
・加入者等が行った運用の指図の
取りまとめ及びその内容の事務
委託先金融機関への通知に関す
る事務
・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

775

株式会社お金のデザイ

・運用の方法の選定及び提示

ン

・運用の方法に関する情報の提供

東京都港区赤坂一丁目

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届

９番１３号

出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料
の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存
・運用の指図のとりまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
・資産の運用に関する基礎的な資
料の提供その他必要な措置に関

・個人別 管理 資産額等 の加 入者等へ
の通知

する事務のうち、窓口以外にお
いて行うもの
・運用の方法に関する情報の提供
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資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

・脱退一時金の書類の受理
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿１－１５－
１
・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
・加入者等に対して行う資産の運
用に関する基礎的な資料の提供
に関する事務
・前２号の業務に関連して加入者
等に対して提供し、または加入
者等から受理する書類、帳票等
の作成及び加入者等への提供
株式会社新生銀行
東京都中央区日本橋室町２－４
－３
776

桐生信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

群馬県桐生市錦町２丁

・運用の方法に関する情報の提供（た

目１５番２１号

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るものを除く

会社

のを除く）

信金中央金庫

東京都中央区晴

・各種申出、届出の受理

東京都中央区八重洲１丁目３番

海１－８－１２

・投資教育

７号
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

777

損保ジャパン日本興亜

・運用の 方法 の選定及 び加 入者等に

アセットマネジメント

対す る 提 示並 びに 当 該 運用 の方 法

株式会社

に係る情報の提供に関する事務

東京都中央区日本橋二
丁目２番１６号

・加入の 申出 及び加入 者等 からの届
出の受理に関する事務

・加入者等に対する運用の方法に

資産管理サービ

係る情報の提供に関する事務

ス信託銀行株式

・加入の申出及び加入者等からの
届出の受理に関する事務
・個人型年金規約第１６６条の２

・個人型 年金 規約第１ ６６ 条の２第

第１項各号に掲げる脱退一時金

１項 各 号 に掲 げる 脱 退 一時 金相 当

相当額、年金給付等積立金又は

額、年金給付等積立金又は積立金の

積立金の移換に係る書類の受理

移換 に 係 る書 類の 受 理 に関 する 事

に関する事務

務

・加入者等に対して行う資産の運

・加入者 等に 対して行 う資 産の運用
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用に関する基礎的な資料の提供

会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

に関 す る 基礎 的な 資 料 の提 供に 関
する事務

に関する事務
・加入者等の氏名、住所、個人別管

・加入者等の氏名、住所、個人別管理

理資産額その他の加入者等に関

資産 額 そ の他 の加 入 者 等に 関す る

する事項の記録、保存及び通知

事項の記録、保存及び通知に関する
事務

に関する事務
・加入者等が行った運用の指図の

・加入者 等が 行った運 用の 指図の取

取りまとめ及びその内容の事務

りま と め 及び その 内 容 の事 務委 託

委託先金融機関への通知に関す

先金融機関への通知に関する事務

る事務

・給付を 受け る権利の 裁定 に関する
事務

・給付を受ける権利の裁定に関す
る事務
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目２５
番１号

782

諏訪信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

長野県岡谷市郷田２丁

・運用の方法に関する情報の提供（た

目１番８号

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く）

信金中央金庫

東京都中央区晴

・各種申出、届出の受理

東京都中央区八重洲１丁目３番

海１－８－１２

・投資教育

７号
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１

783

苫小牧信用金庫

・運用の方法の選定及び提示

北海道苫小牧市表町３

・運用の方法に関する情報の提供（た

丁目１番６号

・運用の方法に関する情報の提供

資産管理サービ

のうち電話及び電磁的方法によ

ス信託銀行株式

だし、電話及び電磁的方法によるも

るもの

会社

のを除く）

信金中央金庫

東京都中央区晴

東京都中央区八重洲１丁目３番

海１－８－１２

・各種申出、届出の受理
・投資教育

７号
・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定
日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式

-82-

会社
神奈川県横浜市西区みなとみら
い２－２－１
784

マネックス証券株式会

・運用の方法の選定及び提示

社

・運用の方法に係る情報の提供

東京都港区赤坂１丁目

・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

１２番３２号

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る
事務

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び事
務委託先金融機関への通知
・給付を受ける権利の裁定

・加入の 申出 及び加入 者等 からの届
出の受理に関する事務
・個人型 年金 規約第１ ６６ 条の２第

資産管理サービ
ス信託銀行株式
会社
東京都中央区晴
海１－８－１２

日本インベスター・ソリューシ
ョン・アンド・テクノロジー株式
会社

１項 各 号 に掲 げる 脱 退 一時 金相 当

神奈川県横浜市西区みなとみら

額、年金給付等積立金又は積立金の

い２－２－１

移換 に 係 る書 類の 受 理 に関 する 事
務
・加入者 等に 関する事 項の 通知に関
する事務
9900

株式会社ゆうちょ銀行

・運用の方法の選定及び提示

000

東京都千代田区霞が関

・運用の方法に関する情報の提供

１－３－２

・加入の 申出 及び加入 者等 が行う届
出の受理に関する事務
・資産の 運用 に関する 基礎 的な資料

・加入者等に関する事項の記録、保
存及び通知
・運用の指図の取りまとめ及び連
合会への通知
・給付を受ける権利の裁定

三井住友信託銀
行株式会社
東京都千代田区
丸の内１－４－
１

の提 供 そ の他 必要 な 措 置に 関す る

日本レコード・キーピング・ネッ

日本トラステ

事務

トワーク株式会社

ィ・サービス信

東京都千代田区丸の内３－４－

託銀行株式会社

１

東京都中央区晴

日本インベスター・ソリューショ

海１－８－１１

ン・アンド・テクノロジー株式会

資産管理サービ

社

ス信託銀行株式

神奈川県横浜市西区みなとみら

会社

い２－２－１

東京都中央区晴

・運用の方法に関する情報提供の
うちコールセンターにおいてお
こなうもの
・加入の申出及び加入者等が行う
届出の受理に関する事務
三井住友海上火災保険株式会社
東京都千代田区神田駿河台３－
９

-83-

海１－８－１２

