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第一生命保険株式会社

確定拠出年金定額貯金 株式会社ゆうちょ銀行

株式会社北海道銀行

北洋スーパー定期５年
（確定拠出年金専用）

株式会社北洋銀行

生命保険

損害保険

商品を提供する機関の「健全性（自己資本比率）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がなく、安定か
つ長期的に商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、運営上の支障が
ない商品です。運営管理業務を行う地域での知名度もあり、本商品を選定します。

ニッセイ利率保証年金
（１０年元本保証プラス／日々設定）

日本生命保険相互会社

商品を提供する機関の「健全性（ソルベンシーマージン）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がな
く、安定かつ長期にわたり商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、
運営上の支障がない商品です。全国で営業展開する機関として知名度もあり、本商品を選定します。

商品の「健全性」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がなく、安定かつ長期的に商品の提供が可能で
す。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、運営上の支障がない商品です。運営管理業務を
行う地域での知名度もあり、本商品を選定します。

明治安田利率保証年金（５年）
（予定利率変動型確定拠出年金保険）

明治安田生命保険相互会社

スミセイの積立年金（５年）
（確定拠出年金保険）

商品を提供する機関の「健全性（ソルベンシーマージン）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がな
く、安定かつ長期にわたり商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、
運営上の支障がない商品です。全国で営業展開する機関として知名度もあり、本商品を選定します。

住友生命保険相互会社
商品を提供する機関の「健全性（ソルベンシーマージン）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がな
く、安定かつ長期にわたり商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、
運営上の支障がない商品です。全国で営業展開する機関として知名度もあり、本商品を選定します。

商品を提供する機関の「健全性（ソルベンシーマージン）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がな
く、安定かつ長期にわたり商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、
運営上の支障がない商品です。全国で営業展開する機関として知名度もあり、本商品を選定します。

三井住友海上・積立傷害保険（５年）
（確定拠出年金積立傷害保険）

三井住友海上火災保険株式会社

商品を提供する機関の「健全性（ソルベンシーマージン）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がな
く、安定かつ長期にわたり商品の提供が可能である。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス
等、運営上の支障がない商品です。全国で営業展開する機関として知名度もあり、本商品を選定します。

第一のつみたて年金（５年）
（有期利率保証型確定拠出年金保険）

【北海道銀行】企業型確定拠出年金運用商品一覧

分類 運用商品名 商品提供機関 商品情報

ニッセイ利率保証年金
（５年・元本保証タイプ／日々設定）

日本生命保険相互会社

預金
一部解約可能型スーパー定期
（確定拠出年金）５年

中途解約利率・
解約控除の有無

選定理由

商品を提供する機関の「健全性（ソルベンシーマージン）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がな
く、安定かつ長期にわたり商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、
運営上の支障がない商品です。全国で営業展開する機関として知名度もあり、本商品を選定します。

商品を提供する機関の「健全性（自己資本比率）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がなく、安定か
つ長期的に商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、運営上の支障が
ない商品です。運営管理業務を行う地域での知名度もあり、本商品を選定します。

預金
三菱ＵＦＪ銀行確定拠出年金専用
５年定期預金

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
商品を提供する機関の「健全性（自己資本比率）」「運営管理機関への協力体制」等の基本情報に問題点がなく、安定か
つ長期的に商品の提供が可能です。また、記録関連運営管理機関との接続状況・商品提供のスタンス等、運営上の支障が
ない商品です。運営管理業務を行う地域での知名度もあり、本商品を選定します。

生命保険

生命保険

生命保険

貯金

生命保険

預金

運用実績

https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/idecosuperItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/idecosuperPerformance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/mitsubishiItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/mitsubishiPerformance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/hokuyouPerformance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/hokuyouItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/idecoItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/idecoPerformance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/meijiytasudaPerformance5.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/meijiytasudaItem5.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/summiseiItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/sumiseiPerformance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/daiiichi.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/daiiichiItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/nissai10Item.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/nissai10Performance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/nissai5Item.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/nissai5Performance.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/mitsuisumitomoItem5.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/mitsuisumitomo5.pdf


○　投資信託（元本確保以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。）

販売手数料 信託報酬 信託財産留保額

国内債券 パッシブ ― 0.2750% ―

国内債券 アクティブ ― 0.5500% ―

国内債券 アクティブ ― 0.5940% ―

国内債券 パッシブ ― 0.4950% ―

国内債券 パッシブ ― 0.1760% ―

国内株式 パッシブ ― 0.2750% ―

国内株式 アクティブ ― 0.8800% ―

国内株式 アクティブ ― 1.672% ―

国内株式 パッシブ ― 0.1540% ―

国内株式 アクティブ ― 1.694% 0.3000%

運用方針が具体的かつ明確に設定されています。運用プロセスについても、同社が年
金運用で培った手法を踏襲しており、実績も有しております。組織・管理体制も、組
織的に整備されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格
なファンドと判断し、選定します。

同社は年金運用で、豊富な運用経験を有しており、またその運用方針も具体的かつ明
確です。運用プロセスにおいては、明確な投資判断基準に基づいたチーム体制が構築
されており、運用の継続性も期待できます。リスク管理、コンプライアンスについて
も、担当セクション等が明確であり、充分な体制になっております。以上により、確
定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

ニッセイ日本株ファンド

ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ

みずほ信託銀行株式会社

運用商品名 運用会社

運用方針が具体的かつ明確に設定されています。運用プロセスについても、同社が年
金運用で培った手法を踏襲しており、実績も有しております。組織・管理体制も、組
織的に整備されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格
なファンドと判断し、選定します。

三井住友・日本債券年金ファンド
三井住友ＤＳアセットマネジメン
ト株式会社

同社は、証券会社最大手の野村證券のグループ会社として、投資信託会社の中で知名
度は高く、投資初心者にも安心できる会社と言えます。運用方針もトピックスに連動
するパッシブ運用として、明確なルールの下運用されており、一定の運用結果を期待
できます。リスク管理も組織的な体制が構築されています。以上により、確定拠出年
金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

ニッセイアセットマネジメント株
式会社

トピックス・インデックス・オープン
（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会
社

三井住友ＤＳアセットマネジメン
ト株式会社

みずほ信託銀行
国内債券インデックスファンド

みずほ信託銀行株式会社

分類

東京海上セレクション･日本債券
東京海上アセットマネジメント株
式会社

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス
大和アセットマネジメント株式会
社

みずほ信託銀行
国内株式インデックスファンド

同社は、国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営
基盤は安定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い
投信会社と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目
標の達成に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築
されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンド
と判断し、選定します。

同社は年金運用で、豊富な運用経験を有しており、またその運用方針も具体的かつ明
確です。運用プロセスにおいては、明確な投資判断基準に基づいたチーム体制が構築
されており、運用の継続性も期待できます。リスク管理、コンプライアンスについて
も、担当セクション等が明確であり、充分な体制になっております。以上により、確
定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

運用方針が具体的かつ明確に設定されています。運用プロセスについても、同社が年
金運用で培った手法を踏襲しており、実績も有しております。組織・管理体制も、組
織的に整備されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格
なファンドと判断し、選定します。

ＤＩＡＭ日本株式オープン
アセットマネジメントＯｎｅ株式
会社

大和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンド

運用方針が具体的かつ明確に設定されています。運用プロセスについても、同社が年
金運用で培った手法を踏襲しており、実績も有しております。組織・管理体制も、組
織的に整備されています。 以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格
なファンドと判断し、選定します。

商品情報
手数料

選定理由

同社は、年金運用の分野においても高い評価を得ており、確定拠出年金向け商品の投
信会社として適している会社と言えます。運用方針は具体的かつ明確であり、その運
用プロセスも当社独自の手法を用い、システマチックに行われ、運用の継続性に支障
をきたす可能性は少ないものと考えられます。リスク管理体制も充分と判断される体
制となっています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファ
ンドと判断し、選定します。

親会社である三井住友グループは、年金運用について豊富な経験を有しており、その
経験を有する人材を擁しています。運用については明確なプロセスがあり、そのプロ
セスに基づき独自性のある手法により、各セクションが有効に機能する体制を構築し
ています。リスク管理体制も明確であり、その執行体制に不安は少ないものと考えら
れます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断
し、選定します。

運用実績

https://www.smam-jp.com/fund/dc/top/1187437_1551.html
https://www.tokiomarineam.co.jp/fund/635019.html
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/5831/detail_top.html
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_74/
https://www.nam.co.jp/fundinfo/nnf/main.html
https://www.daiwasbi.co.jp/fund/summary/0828
http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400004
http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313312/
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/mizuhobondItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/mizuhobond.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/mizuhostockItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/mizuhostock.pdf


国内株式 アクティブ ― 1.6830% ―

国内株式 パッシブ ― 0.2090% ―

国内株式 パッシブ ― 0.2200% ―

外国債券 パッシブ ―

【2023.5.9まで】
0.8250％

【2023.5.10より】
0.2420％

―

外国債券 アクティブ ― 1.1000% ―

外国債券 アクティブ ― 1.1550% ―

外国債券 パッシブ ― 0.2530% ―

外国債券 アクティブ ― 0.9350%
売却時
0.2000%

外国債券 アクティブ ― 0.9350%
売却時
0.2000%

外国債券 パッシブ ― 0.2530%
売却時
0.1000%

同社は、国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営
基盤は安定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い
投信会社と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目
標の達成に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築
されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンド
と判断し、選定します。

当ファンドの運用は、パトナム社に委託され、その運用方針は明確かつ具体的に設定
されています。運用体制も、チーム運用を行っておりその継続性には問題ないものと
言えます。組織、管理体制も充分に整備され、高度なリスク管理がなされているもの
と言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと
判断し、選定します。

運用方針が具体的かつ明確に設定されています。運用プロセスについても、同社が年
金運用で培った手法を踏襲しており、実績も有しております。組織・管理体制も、組
織的に整備されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格
なファンドと判断し、選定します。

同社は、世界屈指の運用会社として、広く一般に名が通っており、確定拠出年金制度
において安心できる投信会社と言えます。定性的に、自社の運用哲学に基づいた運用
プロセスが確立しており、長期安定的な運用が期待できるファンドです。リスク管理
においても、充分な体制が構築されております。以上により、確定拠出年金向けの投
資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

同社は、国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営
基盤は安定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い
投信会社と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目
標の達成に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築
されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンド
と判断し、選定します。

ニッセイアセットマネジメント株
式会社

運用方針は、具体的かつ明確です。チーム運用体制のもと組織的な対応も図られてお
ります。運用チーム内経験のある人材も有しており、引継に支障を来す可能性は小さ
いものと言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格なファンド
と判断し、選定します。

アセットマネジメントＯｎｅ株式
会社

同社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループの資産運用専業会社の中核をなし、安定
した経営基盤を持つ会社です。運用方針は具体的で、運用目標が明確に設定されてい
るファンドです。リスク管理、コンプライアンスについても、牽制機能の働く充分な
体制が構築されております。以上より、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格
なファンドと判断し、選定します。

同社は年金運用で、豊富な運用経験を有しており、またその運用方針も具体的かつ明
確です。運用プロセスにおいては、明確な投資判断基準に基づいたチーム体制が構築
されており、運用の継続性も期待できます。リスク管理、コンプライアンスについて
も、担当セクション等が明確であり、充分な体制になっております。以上により、確
定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

明治安田アセットマネジメント株
式会社

フィデリティ投信株式会社

明治安田外国債券ファンド
明治安田アセットマネジメント株
式会社

運用方針は、具体的かつ明確です。チーム運用体制のもと組織的な対応も図られてお
ります。運用チーム内経験のある人材も有しており、引継に支障を来す可能性は小さ
いものと言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格なファンド
と判断し、選定します。

フィデリティ・日本成長株・ファンド

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）
（為替ヘッジあり）

ＤＣダイワ外国債券インデックス
大和アセットマネジメント株式会
社

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

運用方針は、具体的かつ明確です。チーム運用体制のもと組織的な対応も図られてお
ります。運用チーム内経験のある人材も有しており、引継に支障を来す可能性は小さ
いものと言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格なファンド
と判断し、選定します。

三菱ＵＦＪ外国債券オープン
（確定拠出年金）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）
（為替ヘッジなし）

アセットマネジメントＯｎｅ株式
会社

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル債券

ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ

https://www.fidelity.co.jp/funds/detail/217001/F
http://www.myam.co.jp/fund/dc_topix/
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_76/
https://www.am.mufg.jp/fund/260115.html
https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnpgs/main.html
http://www.myam.co.jp/fund/harrieri/
https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3707/detail_top.html
http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313502/
http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313503/
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_150/


外国株式 アクティブ ― 1.9800% ―

外国株式 パッシブ ― 0.8800% ―

外国株式 アクティブ ― 1.6500% ―

外国株式 パッシブ ― 0.2750%
売却時
0.2000％

バランス アクティブ ― 1.3530% 0.3000%

バランス アクティブ ― 1.5730% 0.3000%

バランス アクティブ ― 1.7930% 0.3000%

バランス アクティブ ― 2.2000% ―

バランス パッシブ ― 0.7480% ―

バランス パッシブ ― 0.8140% ―

同社は、国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営
基盤は安定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い
投信会社と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目
標の達成に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築
されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンド
と判断し、選定します。

ダ・ヴィンチ
ゴールドマン・サックス・アセッ
ト･マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックスは、世界の主要な国際投資銀行のひとつで、同社はそのグループ会社
として豊富な運用資産を有し、高い評価を得ている投信会社です。当社の運用哲学に基づいた
独自色のある運用を行っており、運用体制およびそのプロセスも確立されており、投資初心者
にとっても安心できる投信会社のひとつと考えられます。リスク管理体制も独自のシステムを
用い、高度な体制が構築されているといえます。以上により、確定拠出年金向け投資信託とし
て充分適格なファンドと判断し、選定します。

ドイチェ・アセット・マネジメン
ト株式会社

ドイチェＡＭは、グローバルな運用体制を誇るドイチェ信託銀行の年金運用のノウハ
ウを活用し、ドイツ銀行グループの一翼を担う運用会社です。運用方針は、グループ
に蓄積されたノウハウ・世界有数のリサーチ体制を背景に、長期安定的な運用を行
なっています。リスク管理体制についても、グループのヘッドによる牽制機能がある
等充分な体制が確立されています。以上により、確定拠出年金向け投資信託として充
分適格なファンドと判断し、選定します。

ドイチェ・ライフ・プラン７０
ドイチェ・アセット・マネジメン
ト株式会社

国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営基盤は安
定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い投信会社
と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目標の達成
に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築されてい
ます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断
し、選定します。

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

ドイチェＡＭは、グローバルな運用体制を誇るドイチェ信託銀行の年金運用のノウハ
ウを活用し、ドイツ銀行グループの一翼を担う運用会社です。運用方針は、グループ
に蓄積されたノウハウ・世界有数のリサーチ体制を背景に、長期安定的な運用を行
なっています。リスク管理体制についても、グループのヘッドによる牽制機能がある
等充分な体制が確立されています。以上により、確定拠出年金向け投資信託として充
分適格なファンドと判断し、選定します。

ドイチェＡＭは、グローバルな運用体制を誇るドイチェ信託銀行の年金運用のノウハ
ウを活用し、ドイツ銀行グループの一翼を担う運用会社です。運用方針は、グループ
に蓄積されたノウハウ・世界有数のリサーチ体制を背景に、長期安定的な運用を行
なっています。リスク管理体制についても、グループのヘッドによる牽制機能がある
等充分な体制が確立されています。以上により、確定拠出年金向け投資信託として充
分適格なファンドと判断し、選定します。

ドイチェ・アセット・マネジメン
ト株式会社

ニッセイアセットマネジメント株
式会社

当ファンドの運用は、パトナム社に委託され、その運用方針は明確かつ具体的に設定
されています。運用体制も、チーム運用を行っておりその継続性には問題ないものと
言えます。組織、管理体制も充分に整備され、高度なリスク管理がなされているもの
と言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと
判断し、選定します。

ドイチェ・ライフ・プラン５０

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

同社は、親会社である三井住友フィナンシャルグループは、年金運用について豊富な
経験を有しており、その経験を有する人材を擁しています。運用については明確なプ
ロセスがあり、そのプロセスに基づき独自性のある手法により、各セクションが有効
に機能する体制を構築しています。リスク管理体制も明確であり、その執行体制に不
安は少ないものと考えられます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充
分適格なファンドと判断し、選定します。

ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド
（安定成長型）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド
（安定型）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

同社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループの資産運用専業会社の中核をなし、安定
した経営基盤を持つ会社です。運用について、インデックス運用を行うマザーファン
ドへ投資する運用が実践されており、投資初心者においてもわかりやすい商品といえ
ます。リスク管理についても、組織的な体制が構築されております。以上より、確定
拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

同社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループの資産運用専業会社の中核をなし、安定
した経営基盤を持つ会社です。運用について、インデックス運用を行うマザーファン
ドへ投資する運用が実践されており、投資初心者においてもわかりやすい商品といえ
ます。リスク管理についても、組織的な体制が構築されております。以上より、確定
拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

三井住友･グローバル株式年金ファンドＢコース
（為替ヘッジなし）

三井住友ＤＳアセットマネジメン
ト株式会社

ＤＣ外国株式インデックス・オープン

ドイチェ・ライフ・プラン３０

https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnpgck/main.html
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_69/
https://www.smam-jp.com/fund/dc/top/1187443_1551.html
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_149/
https://funds.dws.com/jp/Products/Fund/3190/Overview
https://funds.dws.com/jp/Products/Fund/3191/Overview
https://funds.dws.com/jp/Products/Fund/3192/Overview
https://www.gsam.com/content/gsam/jpn/ja/gsitm/fund-center/fund-finder/da-vinci-(formerly-known-as-gs-global-asset-allocation-fund).html
https://www.am.mufg.jp/fund/150306.html
https://www.am.mufg.jp/fund/150310.html


バランス パッシブ ― 0.8800% ―

バランス アクティブ ― 0.9570% ―

バランス アクティブ ― 1.2650% ―

バランス アクティブ ― 1.4190% ―

バランス アクティブ ― 1.2650% ―

バランス パッシブ ― 0.5500% ―

バランス パッシブ ― 0.9350% ―

国内リート パッシブ ―

【2023.5.12まで】
0.6050%

【2023.5.13より】
0.4070％

―

国内リート アクティブ ― 1.0450% ―

明治安田ライフプランファンド７０
明治安田アセットマネジメント株
式会社

運用方針は、具体的かつ明確です。チーム運用体制のもと組織的な対応も図られてお
ります。運用チーム内経験のある人材も有しており、引継に支障を来す可能性は小さ
いものと言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格なファンド
と判断し、選定します。

明治安田ライフプランファンド２０
明治安田アセットマネジメント株
式会社

運用方針は、具体的かつ明確です。チーム運用体制のもと組織的な対応も図られてお
ります。運用チーム内経験のある人材も有しており、引継に支障を来す可能性は小さ
いものと言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格なファンド
と判断し、選定します。

明治安田ライフプランファンド５０
明治安田アセットマネジメント株
式会社

ＤＣ世界経済インデックスファンド
三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

同社は、国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営
基盤は安定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い
投信会社と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目
標の達成に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築
されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンド
と判断し、選定します。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

同社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループの資産運用専業会社の中核をなし、安定
した経営基盤を持つ会社です。運用について、インデックス運用を行うマザーファン
ドへ投資する運用が実践されており、投資初心者においてもわかりやすい商品といえ
ます。リスク管理についても、組織的な体制が構築されております。以上より、確定
拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

三菱ＵＦＪライフセレクトファンド
（成長型）

運用方針は、具体的かつ明確です。チーム運用体制のもと組織的な対応も図られてお
ります。運用チーム内経験のある人材も有しており、引継に支障を来す可能性は小さ
いものと言えます。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格なファンド
と判断し、選定します。

明治安田ＤＣグローバルバランスオープン
明治安田アセットマネジメント株
式会社

同社は年金運用で、豊富な運用経験を有しており、またその運用方針も具体的かつ明
確です。運用プロセスにおいては、明確な投資判断基準に基づいたチーム体制が構築
されており、運用の継続性も期待できます。リスク管理、コンプライアンスについて
も、担当セクション等が明確であり、充分な体制になっております。以上により、確
定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンドと判断し、選定します。

野村Ｊ－ＲＥＩＴファンド
（確定拠出年金向け）

野村アセットマネジメント株式会
社

同社は、証券会社最大手の野村證券のグループ会社として、投資信託会社の中で知名
度は高く、安定した経営基盤を有しています。運用方針は東証ＲＥＩＴ指数（配当込
み）を中長期的に上回る投資成果を目指すアクティブ運用です。リスク管理も組織的
な体制が構築されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として適格な
ファンドと判断し、選定します。

ＤＣニッセイＪ-ＲＥＩＴインデックスファンド
ニッセイアセットマネジメント株
式会社

同社は、日本生命グループ会社として、安定した経営基盤を有しています。運用方針
は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すインデックス運
用です。リスク管理も組織的な体制が構築されています。以上により、確定拠出年金
向けの投資信託として適格なファンドと判断し、選定します。

分散投資コア戦略ファンドＳ
三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社

同社は、国内有数の資産運用会社である三井住友信託銀行のグループ会社として経営
基盤は安定しており、運用においても投資助言を受けていることから、信頼性の高い
投信会社と言えます。運用プロセスも明確であり、助言契約もあることから、運用目
標の達成に不安は少ないと考えられます。リスク管理についても、充分な体制が構築
されています。以上により、確定拠出年金向けの投資信託として充分適格なファンド
と判断し、選定します。

https://www.am.mufg.jp/fund/150325.html
http://www.myam.co.jp/fund/life/
http://www.myam.co.jp/fund/life/
http://www.myam.co.jp/fund/life/
http://www.myam.co.jp/fund/dc_gokoku/
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_177/
https://www.nam.co.jp/fundinfo/dcnjrif/main.html
http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=400030
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/iteminfo/bunsanshisancoreItem.pdf
https://www.hokkaidobank.co.jp/business/management/ideco/pdf/performance/bunsanshisancorePerformance.pdf

