
　2021年7月15日 現在

種　類

001 2018.6.1

はまぎんDC自由期間定期(5
年満期)

（新プラン：平成29年1月以降
加入のプラン）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　株式会社横浜銀行　種類　定期預
金　預入期間5年

(受付金融機関　横浜銀行）

確定拠出年金制度は、加入者みずからが運用指図をおこなう制度です。
配分指定がない場合は「現金相当での管理」となり、加入者の方に不利益となる場合があり得ることから、元本確保型の
商品である当該定期預金を選定します。

３か月 ２週間

002 2021.5.10

はまぎんDC自由期間定期(5
年満期)

（旧プラン：平成28年12月以前
加入のプラン）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　株式会社横浜銀行　種類　定期預
金　預入期間5年

(受付金融機関　横浜銀行）

確定拠出年金制度は、加入者みずからが運用指図をおこなう制度です。
配分指定がない場合は「現金相当での管理」となり、加入者の方に不利益となる場合があり得ることから、元本確保型の
商品である当該定期預金を選定します。

３か月 ２週間

2 7 001
ジャパン・ペンション・

ナビゲーター株式会社
2019.10.1

三井住友・ＤＣ年金バランス３
０（債券重点型）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヌ
国際証券コード　JP90C00009X9

個人型年金の加入者等の属性は、金融商品への理解度には個人差があるものの、インフレ率を上回る運用収益への
ニーズは高いものと思われることから、運用環境等によって損失を被る可能性があるものの、長期的にはリスクを抑えな
がら、安定的な収益の獲得が期待できると見込まれる商品を選定しました。
具体的には、内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社
債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行う本商品を指定運用方法として選定いたしま
した。

３か月 2週間

3 21 001 株式会社北陸銀行 2018.5.1
ほくぎんDC自由満期定期預

金（5年）
預金又は貯金の預入

第91条
第1項一

号イ

相手方　北陸銀行　種類　定期預金　預入
期間5年

(受付金融機関　北陸銀行）

加入者の年代や投資経験等に照らし、許容できるリスクが低い加入者の方向けの確定利回り商品として、満期に応じて
あらかじめ定められた利息収益が得られる元本確保型商品を選定した。

３か月 2週間

001 2019.6.1

アライアンス・バーンスタイン・
財産設計

2020・2030・2040・2050
（プラン名：FFGのiDeCo）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード　JP90C00069T1
国際証券コード　JP90C00069U9
国際証券コード　JP90C00069V7
国際証券コード　JP90C000CER6

本商品は、老後資産の形成を目的に、長期的に備える確定拠出年金制度の趣旨に適した商品であるため、本プランの
指定運用方法として選定します。

・ターゲットイヤー（目標年）に向けて自動的に資産配分を変更していく商品シリーズです。なお、ターゲットイヤーは購入
者の生年月日に応じて判定します。

・年齢を経るにつれてリスク許容度が小さくなることを想定し、時間の経過とともに株式中心の積極的な運用から債券中
心の保守的な運用へ、少しずつ資産配分を変更していくよう設計されています。

・また、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、経済事情の変動等により生ずるリスクに備えながら長期
的な収益の確保を図ることが可能です。

３か月 ３１日

002 2019.6.1

アライアンス・バーンスタイン・
財産設計

2020・2030・2040・2050
（プラン名：FFGのiDeCo）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード　JP90C00069T1
国際証券コード　JP90C00069U9
国際証券コード　JP90C00069V7
国際証券コード　JP90C000CER6

（受付金融機関　熊本銀行）

本商品は、老後資産の形成を目的に、長期的に備える確定拠出年金制度の趣旨に適した商品であるため、本プランの
指定運用方法として選定します。

・ターゲットイヤー（目標年）に向けて自動的に資産配分を変更していく商品シリーズです。なお、ターゲットイヤーは購入
者の生年月日に応じて判定します。

・年齢を経るにつれてリスク許容度が小さくなることを想定し、時間の経過とともに株式中心の積極的な運用から債券中
心の保守的な運用へ、少しずつ資産配分を変更していくよう設計されています。

・また、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、経済事情の変動等により生ずるリスクに備えながら長期
的な収益の確保を図ることが可能です。

３か月 ３１日

003 2019.6.1

アライアンス・バーンスタイン・
財産設計

2020・2030・2040・2050
（プラン名：FFGのiDeCo）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード　JP90C00069T1
国際証券コード　JP90C00069U9
国際証券コード　JP90C00069V7
国際証券コード　JP90C000CER6

（受付金融機関　十八親和銀行）

本商品は、老後資産の形成を目的に、長期的に備える確定拠出年金制度の趣旨に適した商品であるため、本プランの
指定運用方法として選定します。

・ターゲットイヤー（目標年）に向けて自動的に資産配分を変更していく商品シリーズです。なお、ターゲットイヤーは購入
者の生年月日に応じて判定します。

・年齢を経るにつれてリスク許容度が小さくなることを想定し、時間の経過とともに株式中心の積極的な運用から債券中
心の保守的な運用へ、少しずつ資産配分を変更していくよう設計されています。

・また、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、経済事情の変動等により生ずるリスクに備えながら長期
的な収益の確保を図ることが可能です。

３か月 ３１日

4 株式会社福岡銀行

個人型年金規約第９１条第１項の分類

22

1 4 株式会社横浜銀行

指定運用方法及び当該指定運用方法を選定した理由

運営管
理機関
登録番

号

番号 運営管理機関名
提示を始める

日
商品名

分　　　類

選定理由 特定期間 猶予期間



5 24 001 株式会社中国銀行 2018.7.2
中国銀行DC専用自由満期型

定期預金
（ 大預入期限5年）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　中国銀行　種類　定期預金　自由
満期型（ 大預入期限5年）
(受付金融機関　中国銀行）

本商品で長期運用を行った場合、満期に応じてあらかじめ定められた利息利益を得ることができます。物価上昇によって
資産価値が目減りする可能性（インフレリスク）はありますが、預金保険制度の対象であり、安全性が高い元本確保型の
商品であることを重視し、本商品を指定運用方法に選定します。

３か月 2週間

001 2020.1.1

東京海上ターゲット・
イヤー・ファンド

2035,2045,2055,2065
（愛称：年金コンパス）

（プラン名：新・八十二ゆとりプ
ラン個人型）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード：JP90C000J5T0
国際証券コード：JP90C000J5U8
国際証券コード：JP90C000J5V6
国際証券コード：JP90C000J5W4
（受付金融機関　八十二銀行）

ターゲットイヤーに退職時期を設定し、ターゲットイヤーに向けてリスク資産を低減させるリスク調整を行う投資信託で
す。“年齢”をリスク要素とするコンセプトやリバランスが自動的に行われる運用スタイルが初心者にも受け入れられやす
いこと、また同カテゴリーの投資信託と比して相対的に信託報酬が低いことから選定しました。
なお、ターゲットイヤーは購入者の生年月日に応じて判定します。

３か月 2週間

002 2020.1.1

東京海上ターゲット・
イヤー・ファンド

2035,2045,2055,2065
（愛称：年金コンパス）

（プラン名：八十二ゆとりプラン
個人型）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード：JP90C000J5T0
国際証券コード：JP90C000J5U8
国際証券コード：JP90C000J5V6
国際証券コード：JP90C000J5W4
（受付金融機関　八十二銀行）

ターゲットイヤーに退職時期を設定し、ターゲットイヤーに向けてリスク資産を低減させるリスク調整を行う投資信託で
す。“年齢”をリスク要素とするコンセプトやリバランスが自動的に行われる運用スタイルが初心者にも受け入れられやす
いこと、また同カテゴリーの投資信託と比して相対的に信託報酬が低いことから選定しました。
なお、ターゲットイヤーは購入者の生年月日に応じて判定します。

３か月 2週間

7 33 001 信金中央金庫 2021.4.1

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・
ファンド

2030/2040/2050/2060
（確定拠出年金）

(三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード　JP90C000CMB3
国際証券コード　JP90C000CMC1
国際証券コード　JP90C000CMD9
国際証券コード　JP90C000H6J1

・当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスク
の漸減を図ることを基本としています。
・長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品
と考え、指定運用方法として選定しました。

３か月 2週間

8 34 001 しののめ信用金庫 2021.7.2
信金中央金庫　401ｋ

定期預金（スーパー定期型）
1年もの

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　信金中央金庫
種類　定期預金　預入期間1年

（1）確定拠出年金制度は、加入者自身が運用指図を行う制度であり、当金庫では加入申し出の際には「配分指定書」を
必ず提出いただくようお願いしています。
（2）配分指定が行われない場合には、不利益となることがないように、元本確保型の商品である定期預金（1年もの）を指
定運用方法として選定します。

３か月 ２週間

001 2018.5.1
みずほDC定期預金（1年）

（プラン名：みずほ個人型プラ
ン）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　みずほ銀行　種類　定期預金　預
入機間１年

（受付金融機関　みずほ銀行）

運用により見込まれる利益（リターン）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能
性等を総合的に考慮し、元本確保型商品で、中途解約時に中途解約利率が適用されるものの元本が確保される当該商
品を指定運用方法として選定

３か月 2週間

002 2020.10.1

投資のソムリエ（ターゲット・イ
ヤー型２０３５/２０４０/２０４５

/２０５０/２０５５/２０６０）
（プラン名：みずほのiDeCo）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード JP90C000FPR5
国際証券コード JP90C000HHB2
国際証券コード JP90C000F3R3
国際証券コード JP90C000HHC0
国際証券コード JP90C000F3S1
国際証券コード JP90C000HHD8
(受付金融機関　みずほ銀行）

加入者集団の属性等や必要とされる収益の水準に対し、運用により見込まれる利益（リターン）、損失の可能性（リス
ク）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能性等を総合的に考慮し、複数資産
への分散投資を行うバランス型ファンドのなかで、加入者の給付受取時期に向けて目標リスクを自動的に低減させる機
能を有する当該商品を選定

３か月 2週間

003 2018.5.1
農中確定拠出年金１年定期
（プラン名：みずほJ個人型プ

ラン）
預金又は貯金の預入

第91条
第1項一

号イ

相手方　農林中央金庫　種類　定期預金
預入機間１年

（受付金融機関　みずほ銀行）

運用により見込まれる利益（リターン）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能
性等を総合的に考慮し、元本確保型商品で、中途解約時に中途解約利率が適用されるものの元本が確保される当該商
品を指定運用方法として選定

３か月 2週間

6 30
東京海上日動

火災保険株式会社

719 株式会社　みずほ銀行



004 2020.10.1

投資のソムリエ（ターゲット・イ
ヤー型２０３５/２０４０/２０４５

/２０５０/２０５５/２０６０）
（プラン名：四銀みずほ）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード JP90C000FPR5
国際証券コード JP90C000HHB2
国際証券コード JP90C000F3R3
国際証券コード JP90C000HHC0
国際証券コード JP90C000F3S1
国際証券コード JP90C000HHD8

(受付金融機関　四国銀行）

加入者集団の属性等や必要とされる収益の水準に対し、運用により見込まれる利益（リターン）、損失の可能性（リス
ク）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能性等を総合的に考慮し、複数資産
への分散投資を行うバランス型ファンドのなかで、加入者の給付受取時期に向けて目標リスクを自動的に低減させる機
能を有する当該商品を選定

３か月 2週間

005 2020.10.1

投資のソムリエ（ターゲット・イ
ヤー型２０３５/２０４０/２０４５

/２０５０/２０５５/２０６０）
（プラン名：しみずｉＤｅＣｏ）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード JP90C000FPR5
国際証券コード JP90C000HHB2
国際証券コード JP90C000F3R3
国際証券コード JP90C000HHC0
国際証券コード JP90C000F3S1
国際証券コード JP90C000HHD8

(受付金融機関　清水銀行）

加入者集団の属性等や必要とされる収益の水準に対し、運用により見込まれる利益（リターン）、損失の可能性（リス
ク）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能性等を総合的に考慮し、複数資産
への分散投資を行うバランス型ファンドのなかで、加入者の給付受取時期に向けて目標リスクを自動的に低減させる機
能を有する当該商品を選定

３か月 2週間

006 2020.6.1 イオン・バランス戦略ファンド 有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヌ

国際証券コード JP90C000DQY4
(受付金融機関　イオン銀行）

運用により見込まれる利益（リターン）、損失の可能性（リスク）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金
の合計額を上回る可能性等を総合的に考慮し、複数資産への分散投資を行うバランス型ファンドのなかで、投資環境の
変化等に応じて機動的に資産配分比率を変更することにより、リスク抑制を行う機能を有する当該商品を選定。

３か月 2週間

007 2020.6.1

投資のソムリエ（ターゲット・イ
ヤー型２０３５/２０４０/２０４５

/２０５０/２０５５/２０６０）
（プラン名：ソニー銀行のｉＤｅＣ

ｏ）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

国際証券コード JP90C000FPR5
国際証券コード JP90C000HHB2
国際証券コード JP90C000F3R3
国際証券コード JP90C000HHC0
国際証券コード JP90C000F3S1
国際証券コード JP90C000HHD8

(受付金融機関　ソニー銀行）

加入者集団の属性等や必要とされる収益の水準に対し、運用により見込まれる利益（リターン）、損失の可能性（リス
ク）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能性等を総合的に考慮し、複数資産
への分散投資を行うバランス型ファンドのなかで、加入者の給付受取時期に向けて目標リスクを自動的に低減させる機
能を有する当該商品を選定

3か月 2週間

008 2019.4.1
みずほＤＣ定期預金（１年）

（プラン名：ＪＡバンクのｉＤｅＣ
ｏ）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

みずほ銀行　定期預金　預入期間1年
（受付金融機関：ＪＡバンク）

運用により見込まれる利益（リターン）、運用に係る手数料、および運用結果として拠出した掛金の合計額を上回る可能
性等を総合的に考慮し、元本確保型商品で、中途解約時に中途解約利率が適用されるものの元本が確保される当該商
品を指定運用方法として選定

3か月 2週間

10 73 001 株式会社大垣共立銀行 2018.5.1
共立確定拠出年金

スーパー定期預金(1年）
預金又は貯金の預入

第91条
第1項一

号イ

相手方　大垣共立銀行　種類　定期預金
預入期間1年

(受付金融機関　大垣共立銀行）

加入者の年代や投資経験等に照らし、許容できるリスクが低い加入者向けの確定利回り商品として、あらかじめ定めら
れた利息収益が得られる元本確保型運用商品を選定した。

３か月 2週間

001 2019.11.1
三菱ＵＦＪ銀行確定拠出年金

専用1年定期預金
（プランコース名　標準コース）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　三菱ＵＦＪ銀行　種類　定期預金
預入期間1年

物価の上昇により資産価値が目減りする可能性（インフレリスク）はあるが、
長期に安定した運用が可能で、元本保証かつ預金保険制度の対象である
当該商品を指定運用方法として選定。

３か月 2週間

002 2019.11.1

三菱ＵＦＪ銀行確定拠出年金
専用1年定期預金

（プランコース名　ライトコー
ス）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　三菱ＵＦＪ銀行　種類　定期預金
預入期間1年

物価の上昇により資産価値が目減りする可能性（インフレリスク）はあるが、
長期に安定した運用が可能で、元本保証かつ預金保険制度の対象である
当該商品を指定運用方法として選定。

３か月 2週間

003 2019.11.1
三菱ＵＦＪ銀行確定拠出年金

専用1年定期預金
（プラン名　Aプラン）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　三菱ＵＦＪ銀行　種類　定期預金
預入期間1年

物価の上昇により資産価値が目減りする可能性（インフレリスク）はあるが、
長期に安定した運用が可能で、元本保証かつ預金保険制度の対象である
当該商品を指定運用方法として選定。

３か月 2週間

719

株式会社三菱ＵＦＪ銀行9111

株式会社　みずほ銀行



12 138 001 株式会社肥後銀行 2018.8.1
投資のソムリエ
ターゲットイヤー
2035・2045・2055

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

（2035）国際証券コード　JP90C000FPR5
（2045）国際証券コード　JP90C000F3R3
（2055）国際証券コード　JP90C000F3S1

ターゲットイヤーは異なる複数の商品から、購入者の生年月日に応じた商品が自動的に購入されます。
物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴い、損失が発生する可能性がありますが、分散投資をおこなうこ
とで対象年齢に応じて、基準価額の変動リスクを変更しながら、安定的な基準価額の上昇を目指しています。
老後の資産形成を目的とした長期運用を行うことでリスクに応じた収益が期待できることから、本プランの指定運用方法
として選定いたします。

３か月 2週間

13 140 001 中国労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

中国労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　中国労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　中国労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

14 142 001 近畿労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

近畿労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　近畿労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　近畿労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

15 143 001 長野県労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

長野県労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　長野県労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　長野県労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

16 144 001 中央労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

中央労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　中央労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　中央労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

17 145 001 東北労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

東北労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　東北労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　東北労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

18 146 001 九州労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

九州労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　九州労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　九州労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

19 147 001 沖縄県労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

沖縄県労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　沖縄県労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　沖縄県労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

20 149 001 静岡県労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

静岡県労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　静岡県労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　静岡県労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日



21 150 001 北陸労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

北陸労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　北陸労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　北陸労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３1日

22 151 001 新潟県労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

新潟県労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　新潟県労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　新潟県労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

23 159 001 四国労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

四国労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　四国労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　四国労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

24 160 001 東海労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

東海労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　東海労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　東海労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

001 2018.5.1 あおぞらＤＣ定期（１年） 預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　あおぞら銀行　種類　定期預金
預入期間1年

加入者の運用指図権を考慮し、元本保証かつ預金保険制度の対象であり、安全性の高い元本確保型の商品として本商
品を指定運用方法として選定します。

３か月 2週間

002 2018.11.1
ＳＢＩグローバル・バランス・

ファンド
有価証券の売買

第91条
第1項三

号ヌ

国際証券コード　JP90C000GVZ4
（受付金融機関：株式会社SBI証券）

低コストで全世界の株式と債券へ分散投資が可能、かつ年に１回、市況見通しの変化によりある程度の範囲で資産配分
比率の調整をすることで、長期においても市況環境に合わせた投資で安定的なリターンの積み上げが期待できると考
え、本商品を指定運用商品として選定します。

３か月 2週間

001 2019.8.29
三井住友・資産 適化ファンド

（安定重視型）
（プラン名：標準コース）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヌ

国際証券コード　JP90C000FBN4
（受付金融機関　ＳＭＢＣ日興証券）

運用環境等によって損失を被る可能性があるものの、長期的にはリスクを抑えながら、安定的な収益の獲得が期待でき
ると見込まれる商品を指定運用方法として選定した。

３か月 2週間

002 2019.8.29

三井住友・資産 適化ファンド
（安定重視型）

（プラン名：みらいプロジェクト
コース）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヌ
国際証券コード　JP90C000FBN4

運用環境等によって損失を被る可能性があるものの、長期的にはリスクを抑えながら、安定的な収益の獲得が期待でき
ると見込まれる商品を指定運用方法として選定した。

３か月 2週間

27 753 001 株式会社りそな銀行 2018.5.1
りそな据置定期預金
『フリーポケット401ｋ』
（りそな個人型プラン）

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方 りそな銀行　種類　定期預金　預入
期間5年

本商品で長期運用を行った場合、より収益を上げる投資機会を逃がす可能性があることや将来の実質的な購買力を確
保できない可能性（インフレリスク）がありますが、安全性が も高い元本確保型の商品であり損失が発生しないことを重
視し、本プランの指定運用方法として選定します。

３か月 2週間

25

741 株式会社　三井住友銀行26

株式会社ＳＢＩ証券223



27 753 002 株式会社りそな銀行 2020.9.4

りそなターゲットイヤーファンド
2030・2035・2040・2045・

2050・2055・2060
（りそなつみたてiDeCo

プラン）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

(2030)国際証券コード　JP90C000G6A1
(2035)国際証券コード　JP90C000HN72
(2040)国際証券コード　JP90C000G6C7
(2045)国際証券コード　JP90C000HN80
(2050)国際証券コード  JP90C000G6B9
(2055)国際証券コード  JP90C000HN98
(2060)国際証券コード  JP90C000HNA2

・ターゲットイヤーが異なる複数の商品から、購入者の生年月日に応じた商品が自動的に購入されます。
・物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴い損失が発生する可能性がありますが、分散投資を行うことで
対象年齢に応じた平均的なリスク許容度の範囲にリスクを抑えています。
・販売手数料や信託財産留保額がなく、信託報酬も類似商品と比較して低水準に抑えられています。
・老後の資産形成を目的とした長期運用を行うことでリスクに応じた収益が期待できることから、本プランの指定運用方法
として選定します。

３か月 2週間

28 757 001 北海道労働金庫 2018.5.1

ろうきん確定拠出年金定期預
金(10年)

北海道労働金庫

預金又は貯金の預入
第91条
第1項一

号イ

相手方　北海道労働金庫　種類　定期預金
預入期間10年

(受付金融機関　北海道労働金庫）

ろうきんは自己資本比率、不良債権比率など財務状況は健全、定期預金の運用実績も十分。預金保険の対象であり、
長期に安定した運用が可能であることから選定。

３か月 ３１日

29 760 001 野村證券株式会社 2021.5.6

マイターゲット2030・2035・
2040・2045・2050・2055・

2060・2065
（確定拠出年金向け）

（プラン名：野村のiDeCo）

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

2030国際証券コード　JP90C000C2A4
2035国際証券コード　JP90C000G540
2040国際証券コード　JP90C000C291
2045国際証券コード　JP90C000G532
2050国際証券コード　JP90C000BHX9
2055国際証券コード　JP90C000G524
2060国際証券コード　JP90C000G516
2065国際証券コード　JP90C000LH25

（受付金融機関：野村證券株式会社）

決められた目標年（ターゲットイヤー）に向けて、自動的に保守的な資産配分に変更していく商品シリーズです。年齢を経
るにつれ、リスク許容度が小さくなることを想定して設計されており、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動
により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが可能な商品です。信託報酬の水準、運用会社の運用体制や経営状
態などを含めて総合的に比較・検討した結果、老後のための資産形成を目的とした長期的な資産運用が可能であること
から、当該プランの指定運用方法として選定します。

3ヶ月 31日

30 763 001 さわかみ投信株式会社 2018.5.1 さわかみファンド 有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヌ
国際証券コード　JP90C0002DZ8

当個人型年金の加入者の属性としては、金融商品への理解度には個人差があるものの、運用指図等の状況からインフ
レを上回る運用収益へのニーズは高いと考えられるため、ある程度の価格変動リスクは許容されると判断した。
一方、確定拠出年金は数十年に及ぶ超長期の運用となるため、運用収益のみならず、運用会社の経営の安定性と一貫
性が極めて重要である。過去の実績、費用、および運用会社の資本構成や運用方針等を総合的に比較検討した結果、
同商品が 適であると判断した。

３か月 2週間

31 774 001 楽天証券 2018.6.1
楽天・インデックス・バランス

（DC年金）
有価証券の売買

第91条
第1項三

号ヌ

国際証券コード　JP90C000GCQ3
（受付金融機関　楽天証券）

年金運用においては、価格変動を抑えつつインフレリスクにも耐えうる市場全体からの収益を安定的に獲得することが求
められます。更に、DC専用商品であることを活かし運用関係者が一体となり市場全体の収益性が低下する局面にも備え
コストを下げた商品設計をすると同時に、そういった商品性のもと超長期でサービスを維持継続することが重要と考えま
す。
本商品は株式市場と債券市場全体からの安定的な収益と為替リスク低減により、超長期での安定的運用を実現できるこ
とが期待でき、また、信託報酬を含むトータル・コストは十分に低い水準であることから超長期でのサービス提供を全うす
ることができると考えます。

３か月 4週間

32 784 001 マネックス証券株式会社 2018.10.12
マネックス資産設計ファンド

＜育成型＞
有価証券の売買

第91条
第1項三

号ヌ
国際証券コード　JP90C0004DD1

年金運用では、インフレ率を上回るリターンを確保しつつ安定的に収益を上げ続けることが求められる。そのためには、
複数のアセットクラスを組み合わせた効率的なポートフォリオを適正なリスク水準で構築し、また適切なスパンで資産配
分を見直す必要がある。
以上の観点から、主要6資産（国内外の株式・債券・リート）等の期待リターン・リスク・相関係数を推計の上、代表的な証
券投資理論の1つである平均分散アプローチを用いて効率的フロンティアを描き、リスク水準を安定的な運用を目指す水
準に設定することで基本資産配分比率を決定する本商品を、指定運用方法として選定。

３か月 2週間

001 2018.9.19
auスマート・プライム（成長）

(auアセットマネジメント）
有価証券の売買

第91条
第1項三

号ヌ

国際証券コード　 JP90C000GVA7

弊社はお客様がauのiDeCoへ加入または移換した際に、具体的な運用商品の配分指定を行わず、運用未指図状態が
３ヶ月間継続した場合、お客様に運用指図が行われていないことを通知し、更に２週間経過してもお客様が運用指図を
行わなかった場合、弊社が「指定運用商品」として定めている「auスマート・プライム（成長）」を買付けます。弊社は確定
拠出年金制度の長期的観点に基づき、物価その他の経済事情の変動により損失が生じる可能性も考慮し、収益の確保
を図るため、国内外の株式や債券に分散投資することでリスクが分散され、資産分散・時間分散効果が得られる運用方
法に該当するとの判断で「auスマート・プライム（成長）」を指定運用商品に選定いたしました。指定運用商品であっても運
用状況に応じて投資信託の基準価額は変動しますので、基準価額の値下がりにより、元本を下回ることがありますので
ご注意ください。

３か月 2週間

002 2019.4.1
auｽﾏｰﾄ・ﾍﾞｰｼｯｸ（安定成長）

(auアセットマネジメント）
有価証券の売買

第91条
第1項三

号ヌ

国際証券コード　 JP90C000GV99
（受付金融機関　auカブコム証券）

弊社はお客様がカブコムのiDeCoへ加入または移換した際に、具体的な運用商品の配分指定を行わず、運用未指図状
態が３ヶ月間継続した場合、お客様に運用指図が行われていないことを通知し、更に２週間経過してもお客様が運用指
図を行わなかった場合、弊社が「指定運用商品」として定めている「auｽﾏｰﾄ・ﾍﾞｰｼｯｸ（安定成長）」を買付けます。弊社は
確定拠出年金制度の長期的観点に基づき、物価その他の経済事情の変動により損失が生じる可能性も考慮し、収益の
確保を図るため、国内外の株式や債券に分散投資することでリスクが分散され、資産分散・時間分散効果が得られる運
用方法に該当するとの判断でカブコムのiDeCoにおいては安定的な運用を重視した「auｽﾏｰﾄ・ﾍﾞｰｼｯｸ（安定成長）」を指
定運用商品に選定いたしました。指定運用商品であっても運用状況に応じて投資信託の基準価額は変動しますので、基
準価額の値下がりにより、元本を下回ることがありますのでご注意ください。

３か月 2週間

34 990 001 株式会社ゆうちょ銀行
2019.3.1

※2019.10.1

野村資産設計ファンド（DC・つ
みたてＮＩＳＡ）

2030・2040・2050・2060
※

有価証券の売買
第91条
第1項三

号ヲ

(2030)国際証券コード　JP90C000FA38
(2040)国際証券コード　JP90C000FA46
(2050)国際証券コード　JP90C000FA53
(2060)国際証券コード　JP90C000J7B4

本商品は以下の特徴となっており、老後資金の形成を目的とした確定拠出年金の制度に適した商品であるため、指定運
用方法として選定します。なお、目標年（ターゲットイヤー）は購入者の生年月日に応じて判定します。

・決められた目標年(ターゲットイヤー)に近づくにしたがって、保守的な資産配分に変更し、商品全体のリスクを徐々に減
らしていきます。
・年齢を経るにつれて、リスク許容度が小さくなることを想定して設計されており、長期的な観点から、物価その他の経済
事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが可能です。
・販売手数料や信託財産留保額がかからず、信託報酬も低水準に抑えられています。

３か月 2週間

33
auアセットマネジメント株

式会社
792


