
岡三証券株式会社  1 / 7 

 

当社において提示する運用の方法（運用商品） 

（更新日：2023年1月24日） 

○ 元本確保型商品 

分類 運用商品名 商品提供機関 商品情報・運用実績 
中途解約利率・ 

解約控除の有無 

預貯金 三井住友信託ＤＣ固定定期５年 三井住友信託銀行株式会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/sumisin_kotei_

S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/sumishin_kotei_R_dc.pdf 

○ 

預貯金 三井住友信託ＤＣ変動定期５年 三井住友信託銀行株式会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/sumisin_hend

o_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/sumishin_hendo_R_dc.pdf 

○ 

預貯金 確定拠出年金専用定期預金 

「ベストテン」 

三菱UFJ信託銀行株式会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/best10_gaiyou

.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/best10_kinri_dc.pdf 

○ 

生命保険 有期利率保証型確定拠出年金保険 

「ニッセイ利率保証年金（５年保証／日々設定）」 

日本生命保険相互会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/gic5.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/nissay_gic_5y_dc.pdf 

○ 

生命保険 有期利率保証型確定拠出年金保険 

「ニッセイ利率保証年金（１０年保証／日々設定）」 

日本生命保険相互会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/gic.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/nissay_gic_10y_dc.pdf 

○ 

生命保険 有期利率保証型確定拠出年金保険 

「ニッセイ利率保証年金（5年・元本保証タイプ／日々

設定） 

（愛称「みらいの希望」）」 

日本生命保険相互会社 http://www.okasan.co.jp/dc/index11/nissay/gicM_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/nissay_mirai_5y_dc.pdf 

○ 

 企業型 
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分類 運用商品名 商品提供機関 商品情報・運用実績 
中途解約利率・ 

解約控除の有無 

生命保険 予定利率変動型確定拠出年金保険 

「明治安田利率保証年金（５年）」 

明治安田生命保険相互会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/meiji_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/meiji_5r_dc.pdf 

○ 

生命保険 予定利率変動型確定拠出年金保険 

「明治安田利率保証年金（10年）」 

明治安田生命保険相互会社 http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/meiji_10s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/meiji_10r_dc.pdf 

○ 

損害保険 利率保証型積立傷害保険 

「東京海上日動のねんきん博士５年」 

東京海上日動火災保険株式会社 http://www.okasan.co.jp/dc/index11/tokyo/hakase5_s.pd

f 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/tm_nenkinhakase_5y_dc.pdf 

○ 

損害保険 利率保証型積立傷害保険 

「東京海上日動のねんきん博士10年」 

東京海上日動火災保険株式会社 http://www.okasan.co.jp/dc/index11/tokyo/hakase10_s.p

df 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf

/tm_nenkinhakase_10y_dc.pdf 

○ 
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○ 投資信託（元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。） 

分類 運用商品名 運用会社 商品情報・運用実績 

手数料 

販売手

数料 

信託報酬 

（年率・税込） 

信託財産

留保額 

国内債券 パッシブ DCニッセイ国内債券イ

ンデックス 

ニッセイアセットマネジ

メント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DCnissay_in

dexS.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/2931501B_dc.pdf 

 0.132％  

国内債券 アクティブ 三井住友・ＤＣ国内債

券アクティブ 

三井住友DSアセット

マネジメント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DCnaisai_S.p

df 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/7931501A_dc.pdf 

 0.825％  

国内株式 パッシブ 日 本 イ ン デ ッ ク ス

225DCファンド 

岡三アセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/index225_S.p

df 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/09311021_dc.pdf 

 0.253％  

国内株式 パッシブ 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 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/topix_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/0131401B_dc.pdf 

 0.627％  

国内株式 アクティブ フィデリティ・日本成長

株・ファンド 

フィデリティ投信株式

会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/japangrowth

-S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/32311984_dc.pdf 

 1.683％  

国内株式 アクティブ ラッセル・インベストメン

ト日本株式ファンド（Ｄ

Ｃ向け） 

ラッセル・インベストメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/russell_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/65311041_dc.pdf 

 1.573％  
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分類 運用商品名 運用会社 商品情報・運用実績 

手数料 

販売手

数料 

信託報酬 

（年率・税込） 

信託財産

留保額 

国内株式 アクティブ 農林中金＜パートナー

ズ＞おおぶねJAPN(日

本選抜)  

 

農林中金バリューイン

ベストメンツ株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/oobunej_s.pd

f 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/B431119C_dc.pdf 

 0.88％  

外国債券 パッシブ ＤＩＡＭ外国債券インデ

ックスファンド＜ＤＣ年

金＞ 

アセットマネジメント

One株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/gaisai_index_

s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/4731302C_dc.pdf 

 0.275％  

外国債券 パッシブ ＤＣ新興国債券インデ

ックス・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 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/ebond_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/64312099_dc.pdf 

 0.605％  

外国債券 アクティブ 三井住友・ＤＣ外国債

券アクティブ 

三井住友DSアセット

マネジメント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DCgaisai_S.p

df 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/7931701A_dc.pdf 

 0.825％  

外国債券 アクティブ DCワールド・ソブリンイ

ンカム 

岡三アセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/world_sb_S.p

df 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/09311062_dc.pdf 

 0.935％  

外国株式 パッシブ インベスコ ＭＳＣＩコク

サイ･インデックス･ファ

ンド 

インベスコ・アセット・

マネジメント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/MSCIkokusai

.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/18312023_dc.pdf 

 0.77％  

外国株式 パッシブ ＤＣ新興国株式インデ

ックス・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 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/eequity_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/64311099_dc.pdf 

 0.638％  
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分類 運用商品名 運用会社 商品情報・運用実績 

手数料 

販売手

数料 

信託報酬 

（年率・税込） 

信託財産

留保額 

外国株式 アクティブ フィデリティ・グローバ

ル・ファンド 

フィデリティ投信株式

会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DC-Global-

S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/3231197C_dc.pdf 

 1.903％  

外国株式 アクティブ ラッセル・インベストメン

ト外国株式ファンド（Ｄ

Ｃ向け） 

ラッセル・インベストメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/russell_g_s.p

df 
http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/65311058_dc.pdf 

 1.463％  

外国株式 アクティブ 農林中金＜パートナー

ズ＞おおぶねグローバ

ル（長期厳選）  

 

農林中金バリューイン

ベストメンツ株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/oobuneg_s.p

df 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/B4311203_dc.pdf 

 基本報酬

0.33%以内

＋ 

成功報酬 

 

外国株式 アクティブ 農林中金＜パートナー

ズ＞長期厳選投資 お

おぶね 

 

農林中金全共連アセ

ットマネジメント株式

会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/beigensen_s.

pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/25311177_dc.pdf 

 0.99％  

外国株式 アクティブ ダイワ・ブラジル株式フ

ァンド 

大和アセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/brasil_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/04312083_dc.pdf 

 1.848％  

外国株式 アクティブ ＪＰＭインド株アクティ

ブ・オープン 

ＪＰモルガン・アセット・

マネジメント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/india_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/1731105C_dc.pdf 

 1.98％ 0.5% 

外国株式 アクティブ ＤＣチャイナ・ロード 岡三アセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/china_s.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/09311113_dc.pdf 

 1.617％  



岡三証券株式会社  6 / 7 

 

分類 運用商品名 運用会社 商品情報・運用実績 

手数料 

販売手

数料 

信託報酬 

（年率・税込） 

信託財産

留保額 

バランス パッシブ DCマイセレクション25 三井住友トラスト・アセ

ットマネジメント株式

会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DC25_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/6431101A_dc.pdf 

 0.286％  

バランス パッシブ DCマイセレクション50 三井住友トラスト・アセ

ットマネジメント株式

会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DC50_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/6431201A_dc.pdf 

 0.319％  

バランス パッシブ DCマイセレクション75 三井住友トラスト・アセ

ットマネジメント株式

会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DC75_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pd

f/6431301A_dc.pdf 

 0.352％  

バランス アクティブ DCニッセイ／パトナム・

グローバルバランス（債

券重視型） 

「愛称：ゆめ計画（確定拠

出年金）」 

ニッセイアセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DCPG_BOND_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/2931201B_

dc.pdf 

 1.21％  

バランス アクティブ DCニッセイ／パトナム・

グローバルバランス（標

準型） 

「愛称：ゆめ計画（確定拠

出年金）」 

ニッセイアセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DCPG_STA_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/2931301B_

dc.pdf 

 1.43％  

バランス アクティブ DCニッセイ／パトナム・

グローバルバランス（株

式重視型） 

「愛称：ゆめ計画（確定拠

出年金）」 

ニッセイアセットマネジメ

ント株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/DCPG_KABU_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/2931401B_

dc.pdf 

 1.65％  
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分類 運用商品名 運用会社 商品情報・運用実績 

手数料 

販売手

数料 

信託報酬 

（年率・税込） 

信託財産

留保額 

内外リート アクティブ DCグローバル・リート・セ

レクション 

岡三アセットマネジメント

株式会社 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/g_reit_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/09312062_

dc.pdf 

 1.54％  

バランス パッシブ 楽天・インデックス・バ

ランス・ファンド（均等

型）＜愛称：楽天インデ

ックスバランス（均等

型）＞ 

楽天投信投資顧問 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/ribf_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/09I312187 

_dc.pdf 

 0.217％程

度 

 

外国株式 パッシブ 
ＮＺＡＭ・ベータ Ｓ＆

Ｐ５００ 

農林中金全共連アセッ

トマネジメント 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/b_s&p500_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/025314202

_dc.pdf 

 0.22％  

国内株式 アクティブ スパークス・厳選投資フ

ァンド（確定拠出年金向

け） 

スパークス・アセット・

マネジメント 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/sp_gensentoushi_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/080311205 

_dc.pdf 

 1.078％  

外国株式 アクティブ ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフ

ォード世界長期成長株

ファンド 

三菱ＵＦＪ国際投信 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/bg_sekaiseicho_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/003311194

_dc.pdf 

 1.0945％程

度 

 

外国株式 アクティブ キャピタル世界株式フ

ァンド（ＤＣ年金つみた

て専用） 

キャピタル・インター

ナショナル 

http://www.okasan.co.jp/dc/individual/pdf/cp_sekaikabu_S.pdf 

http://www.okasan.co.jp/commodity/investment/list/pdf/093311164

_dc.pdf 

 1.085％程

度 

 

 


