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確定拠出年金について
確定拠出年金とは

確定拠出年金はDC（Defined Contribution pension plan）とも呼ばれ、確定拠出
年金法を根拠とする私的年金です（以下、DCと表記することがあります）。わが国の年金
制度で3階部分の私的年金に位置づけられます。確定拠出年金法は、「少子高齢化の進
展」、「高齢期の生活の多様化」等の社会経済情勢の変化ということを重要視し、個人また
は事業主が拠出した資金を個人が「自己の責任」で「運用の指図」を行って、高齢になったと
きに、「その結果に基づいた給付」を受けることができるようにするため、確定拠出年金について
必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保のための自主的な努力を支援し、公
的年金の給付と合わせて国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています
（DC法第1条から抜粋）。
確定拠出年金は、個人で加入する「個人型年金」（以下、個人型DCまたはiDeCoと表記
することがあります。）と、企業が実施する「企業型年金」（以下、企業型DCと表記すること
があります。)の2通りがあります。掛金は全額損金または所得控除の対象となり、運用益は
非課税で再投資され、給付を受け取る時も大きな控除があります。老後の資産形成を目的
とした年金制度であるからこそ、税制優遇が行われることになっているため、原則60歳になるま
で資産を引き出すことはできません。

我が国の年金体系は、1階部分に国民年金（基礎年金）、2階部分に国民年金基金、
厚生年金保険があり、ＤＣはその上の3階部分です。加入者の被保険者属性などによって
月々の掛金上限が異なります。

我が国の年金体系と確定拠出年金

民間の従業員 民間の従業員 民間・公務員

（他の企業年金なし）（他の企業年金あり）（他の企業年金あり）

（企業型DCあり） （企業型DCあり） （企業型DCなし）

4階部分

iDeCo iDeCo iDeCo iDeCo iDeCo iDeCo

月額6.8万円 月額2.0万円 月額1.2万円 月額1.2万円 月額2.3万円 月額2.3万円

国民年金基金等

との合算枠

個人型対象者 企業型・個人型対象者 個人型対象者

確定拠出年金加入対象者

専業主婦（夫）

民間の従業員

（他の企業年金なし）

（企業型DCなし）

自営業

DB等他の企業年金

厚生年金保険

国民年金（基礎年金）

一般貯蓄、財形年金、自社株などの自助努力貯蓄

3階部分

１階部分

2階部分
国民年金基金

企業型DC

月額5.5万円

企業型DC

月額2.75万円

●iDeCoの加入を認める企業型年金規約の定めと事業主掛金の上限引下げは不要。

●事業主の拠出額（各月の企業型ＤＣの事業主掛金額）が3.5万円（ＤＢ併用の場合

は1.55万円）を超えると、iDeCoの拠出限度額が逓減。



個人型ＤＣ制度におけるそれぞれの役割

個人型ＤＣ制度の全体図

個人型ＤＣ制度にはいくつかのプレイヤーがいます。
・加入者：制度に加入して掛金を拠出し、老齢給付金等を受け取ります。
・運営管理機関：運用関連業務⇒岡三証券

運用商品の選定・提示、投資教育情報提供、加入申込受付、給付申請受付
・記録関連業務⇒NRK（日本レコード・キーピング・ネットワーク）

運用指図とりまとめ、個人別資産残高等の記録・管理・通知、給付の裁定
・受付金融機関⇒岡三証券

個人型DCの加入勧誘、投資教育情報提供、加入申込受付など
・制度の主体⇒国民年金基金連合会

規約作成、加入者資格の確認、拠出限度額の管理ほか
・事務委託先金融機関⇒日本カストディ銀行

年金資産の管理・運用・保全
・運用商品提供機関⇒銀行や証券会社など

商品販売会社のこと（当社プランでは岡三証券など）
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運営管理機関

運用関連運営管理機関
（岡三証券）

記録関連運営管理機関
（ＮＲＫ）

〈役割〉

①運用商品の選定・提示

②提示した運用商品に関

する詳細情報提供

③加入者等への投資教育

受付金融機関
（岡三証券）

〈役割〉

①加入申出書の受付

②事業所登録の受付

③変更届受付

④その他照会

〈役割〉

①加入者等の資産額等、

個人の記録・保存・通知

②運用指図の取りまとめ

③給付を受ける権利の裁定

加
入
者

商品情報
投資教育

加入申出書等

運用指図

商
品
提
供
機
関

国民年金基金連合会

〈役割〉
①個人型年金に係る規約策定
②加入者の資格の確認
③加入者掛金の限度額管理
④掛金の収納の取りまとめ
⑤加入者等の資格情報管理
⑥国民年金保険料の納付チェック

国民年金基金 事務委託先金融機関

〈役割〉
①加入申出書入力
②事業所登録届入力
③変更届の入力
④加入確認通知書等
送付

⑤相談・照会

〈役割〉
①商品購入
②積立金の管理
③有価証券等の保管
④給付の支払

業務委託

運用

運用の指示の取りまとめ・商品購入指図

各種給付金の支給

加入申出書等

データ授受

制度全体の監督
運営管理機関の登録

掛金（毎月26日口座引落）

業務委託

掛金引落金融機関
厚生労働省
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個人型ＤＣ制度の概要図

国民年金基金連合会
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加入できる方

国民年金の第1号被保険者
日本国内に居住し、国民年金保険料を納付している20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁
業者とその家族、学生および無職の方など（厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3
号被保険者でない方）

国民年金の第2号被保険者
65歳未満の民間のサラリーマン、公務員などの厚生年金被保険者、共済の加入者
ただし、企業型DCの加入者である場合は、マッチング拠出※を利用しておらず、企業型DCの事業
主掛金、iDeCo掛金が各月拠出である場合に加入することができます。
※企業型DCでは、会社掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せ拠出することができます。 この仕組を「マッチング拠出」といい
ます。 加入者が拠出する掛金は全額が所得控除の対象になるため、税制優遇を受けながら老後資金の準備ができます。

国民年金の第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者の方

国民年金の任意加入被保険者
国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満の方
国民年金に任意加入されている20歳以上65歳未満の日本国籍を有し海外に居住されている方

※ 次の方は加入できません。
・65歳以上の方（公的老齢年金の受給資格を満たしていない方は除きます）
・農業者年金の被保険者の方
・国民年金の保険料を免除されている方（障害基礎年金を受給している方等は除きます）

資格喪失などについて
加入者は上記の加入資格を喪失した場合のほか、次の場合には加入者資格を喪失し、運用指図
者（掛金の拠出は行わず、資産運用のみを行う）になります。
（イ）65歳に達したとき
（ロ）国民年金の被保険者資格を喪失したとき
（ハ）国民年金基金連合会に申し出て運用指図者となったとき
（ニ）国民年金保険料の免除を受けることとなったとき
（ホ）農業者年金の被保険者となったとき
（へ）企業型DCを実施している事業所の加入者でマッチング拠出実施者となったとき
（ト）企業型DCを実施している事業所の加入者で事業主掛金が各月拠出でなくなったとき
（チ）iDeCoの老齢給付金受給権者となったとき、または公的老齢年金の受給権者となったとき
・加入者および運用指図者が死亡したときは、資格を喪失します。
・確定拠出年金制度は、あくまでも年金であり貯蓄とは異なります。
加入者資格を喪失しても、受給資格を満たしていなければ受給をすることはできません。

・ただし、掛金を拠出しないで運用の指図だけをする立場（運用指図者）になることは
認められています。

加入資格について
加入資格・資格喪失



6

加入手続について
加入手続の流れ

毎月１５日 注１ お申込締切日（当社必着）

国民年金基金連合会で加入資格の
確認を行います。「資格あり」と確認さ
れた場合は「個人型年金加入確認通
知書」等の各種通知物が送付されま
す。

翌月２６日 注２ 掛金引落日

掛金引落日の１4営業日以降 注３ 商品購入

注１：当該日が休業日の場合は前営業日となります。
注２：当該日が休業日の場合は翌営業日となります。
注３：年末年始12月29日から1月3日は国民年金基金連合会が休業日のため営業日に数えません。
注４：運営管理機関を変更する場合は加入申出書の提出は不要です。

第2号被保険者の方、共済組合等の組合員の方は、
それぞれ｢事業所登録申請書 兼 第2号加入者に
係る事業主の証明書｣、「第２号加入者に係る事
業主の証明書」の提出が必要です。

【その他必要な書類等】
□企業型年金に加入していた方 →
｢個人別管理資産移換依頼書｣

□運営管理機関を変更する場合 →
｢加入者等運営管理機関変更届｣注４

加入申出者 受付金融機関
掛金引落
金融機関

国基連
事務センター

国民年金基金
連合会

記録関連
運営管理機関

加入申出書 加入申出書

個人型年金加
入確認通知書

個人型年金加入
確認通知書

加入者資格
不該当通知書

ユーザーＩＤ
商品登録完了
のお知らせ

個人型
年金規約

ユーザーＩＤ
商品登録完了の
お知らせ

加入資格ありの場合

加入資格ありの場合

資格審査

個人型
年金規約

加入資格ありの場合

加入資格なしの場合

預金口座
振替依頼書

加入申出書

預金口座
振替依頼書

加入者資格
不該当通知書

※上記の流れが基本となりますが、１６日以降も受付はしています。ただし、国民年金基金連合会に
おける「加入申出書」受付が原則２１日以降月末までの場合、初回のみ翌々月の２６日に当月分と翌
月分の2か月分の掛金が引落されることになりますので、後日お手元に届く「個人型年金加入確認通知
書」および「掛金納付及び引落しについてのお知らせ」をよくご覧下さい。
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掛金の上限等

個人型DC加入対象別掛金上限等

加入対象 条 件 掛金上限

自営業者等（国民年金の
第1号被保険者および任意加入
被保険者

国民年金基金の掛金額または国民年金
付加保険料との合算

月68,000円
（年81.6万円）

一般企業の従業員
（国民年金の第2号被保険者）

他の企業年金※1なし
(企業型DCなし）

月23,000円
（年27.6万円）

企業型DCに加入
月20,000円※2

（年24.0万円）

企業型DCと他の企業年金※1に加入
月12,000円※3

（年14.4万円）

他の企業年金※1のみ加入
（企業型DCなし）

月12,000円
（年14.4万円）

公務員等
（共済加入者）

月12,000円
（年14.4万円）

専業主婦（主夫）
（国民年金の第3号被保険者）

月23,000円
（年27.6万円）

毎月定額の掛金を拠出するのが基本的な取扱いとなりますが、毎月定額の掛金を拠出する
方法の他に、年1回以上任意に決めた月にまとめて掛金を拠出することも可能です。
ただし、企業型DC加入者は各月定額のみ拠出可能です。

（イメージ図）

掛金
拠出

拠
出
限
度
額

拠出対象月

掛金
拠出

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

拠出区分期間 拠出区分期間

拠出限度額

拠出限度額

使い残した額を
拠出単位期間内で
繰越し可能

拠出単位期間

12月 1月

使い残した額は
翌年には繰越し
出来ません

※1確定給付企業年金、厚生年金基金、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金
※2各月の企業型DC事業主掛金と合算して月額55,000円を超えることはできません
※3各月の企業型DC事業主掛金と合算して月額27,500円を超えることはできません
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○毎月定額の掛金を拠出していただくのが基本的な取扱いとなります。

掛金額⇒最低5,000円以上1,000円単位で任意に設定し、各自が拠出します。
納付時⇒ご自身の預金口座から口座振替等により納付します。

国民年金の第2号被保険者（会社員・公務員等）の方は、給与天引
による事業主払込（事業主の預金口座から口座振替の方法により納
付）での、掛金納付を選択することもできます。
口座振替日に掛金を納付できない場合、未納扱いとなります。

変更時⇒掛金額は、毎年12月分（1月納付）から11月分（12月納付）まで
の間で1回のみ変更することができます。

○毎月定額が基本ですが、企業型DC加入者以外は年1回以上任意に決めた
月にまとめて掛金を拠出すること（年単位拠出）も可能です。

〔注意事項〕
・加入申出書と別途「加入者月別掛金登録・変更届」の提出が必要です。
（毎月拠出による納付の場合は、届出は必要ありません）

・掛金の前納はできません（経過した月の分しか納付できません）
・掛金限度額は前年12月分～11月分を1年とし、翌年に繰越せません。
・11月分（12月納付）の金額指定分はゼロ円に出来ません。
・数か月分の掛金をまとめて納付する場合の最低掛金額は「5,000円×月数」
となります。

詳しくは、国民年金基金連合会iDeCo公式サイトのライブラリ内「掛金年単位拠
出の考え方」をご覧ください。

掛金の拠出と運用
掛金の拠出について

掛金の運用については、運用関連運営管理機関が選定し、プランに提示する預
金・保険・投資信託などの運用商品に関する情報を受けて加入者等が自己責任
で運用商品を選択します。運用の指図は加入者等が記録関連運営管理機関に
行い、積立金の管理は事務委託先金融機関が行います。
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手数料について

プランにご加入した場合、以下の手数料（消費税込）が必要となります。
手数料は2021年12月現在のものです。なお、消費税率等の変更に応じて
変更となることがありますのでご了承ください。

各種手数料について

加入者
（掛金を拠出）

合計

内訳

国民年金基金
連合会

事務手数料

岡三証券
登録・利用

手数料

事務委託先
金融機関

管理手数料

加入時
2,829円

2,829円
※1

－ －

毎月※２

171円
105円

※3 0円 66円
※4

運用指図者
（資産運用のみ）

合計

内訳

国民年金基金
連合会

事務手数料

岡三証券
登録・利用

手数料

事務委託先
金融機関

管理手数料

移換時※5

2,829円
2,829円 － －

毎月※6

66円
－ 0円 66円

共通

合計

内訳

国民年金基金
連合会

事務手数料

岡三証券
登録・利用

手数料

事務委託先
金融機関

管理手数料

給付時※7

440円
－ － 440円

還付時※8

1,488円
1,048円 － 440円

岡三のiDeCoは誰でもず～っと手数料０円！！
(下表の通り、国民年金基金連合会や事務委託先金融機関へ支払う手数料は別途
発生いたします。)
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手数料について

※1 初回の掛金から差し引かれます。

※2 毎月掛金を拠出される場合の金額です。

※3 掛金拠出の都度、掛金から差し引かれます。

※4 毎月の掛金から差し引かれます。また掛金拠出がなかった月の手数料は、原則毎年3月末
頃に資産の一部を取崩して手数料に充当されます。

※5 企業型DC、もしくは特定運管理機関から個人型DCに資産が移換される場合を指し、手数
料は移換された資産から差し引かれます。

※6 運用指図者の毎月分の手数料は、原則年1回、毎年3月末頃に前年12月から当年11月
までの手数料を資産の一部から取崩して充当されます。

※7 給付の都度、給付金から差し引かれます。

※8 還付とは、納付された掛金が「国民年金の保険料を納付していない月の分として拠出された
とき」、「加入者の資格を有しない者が拠出したとき」、等の場合に当該掛金に相当する額を
加入者へ返還することを指し、手数料は還付金から差し引かれます。

各種手数料について
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給付金の受給
給付金の受給について

受給方法
給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種
類です。老齢給付金、障害給付金は一時金または5年～20年の有期年金とし
て支給されます。

【老齢給付金】
60歳以降に加入者が請求を行い受給します。（75歳になるまでの間に受給の
請求をしなければなりません）

■老齢給付金の受給要件
原則60歳から受給できますが、60歳時点での通算加入者等期間（運用指図
者期間も含む）が10年を経過していない場合は次の年齢以降に受給できます。
8年以上経過 → 61歳から受給可能
6年以上経過 → 62歳から受給可能
4年以上経過 → 63歳から受給可能
2年以上経過 → 64歳から受給可能
1月以上経過 → 65歳から受給可能
60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有していない
場合、加入から5年を経過した日以降に受給できます。
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給付金の受給について

【死亡一時金】
加入者が死亡したときには、遺族が一時金として受け取ることができます。また、
年金を受給中に持分を残して死亡した場合も、遺族が残高を受け取ることが
できます。死亡一時金は遺族からの請求で支払われますが、加入者が事前に
受取人を指定していた場合はその受取人が請求することになります。
加入者による受取人指定がない場合、あるいは指定された受取人がすでに
死亡していた場合は、遺族の範囲と順位は法律で定められています。
その順位は、「配偶者、生計同一の子、生計同一の父母…」*の順となっていま
す。遺族が受け取る死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象にな
りますが、みなし相続財産には非課税枠があり、「500万円×法定相続人数」
までの金額には税金がかかりません。
*詳細は、個人型年金加入申出書・個人別管理資産移換依頼書の裏面の条文をご覧く
ださい。

【脱退一時金】
次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができます。

1.60歳未満であること
2.企業型年金加入者でないこと
3.国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等個人型確定拠出年金
（iDeCo）に加入できない者であること
4.日本国籍を有する海外居住者（20歳以上65歳未満）でないこと
5.通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
6.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
7.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入
者の資格を喪失した日から2年以内であること

なお、企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金（iDeCo）の加入者
資格を最後に喪失した日が平成28年12月31日以前の方は、脱退一時金の
受給に経過措置が認められています。

給付金の受給
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税金および資産の移換

運用時の税金について

運用資産には、特別法人税が課されますが、現在、課税が停止されているた
め、運用益は非課税となっています。

受給時の税金について

・老齢給付金
年金で受取 ⇒公的年金等の雑所得（公的年金等控除が適用）
一時金で受取⇒退職所得（退職所得控除が適用）

・障害給付金 ⇒非課税
・死亡一時金 ⇒みなし相続財産として相続税がかかります。

法定相続人一人あたり500万円までは非課税となります。
・脱退一時金 ⇒一時所得となります（50万円の特別控除が適用）

年金資産の移換について

個人型年金加入者が企業型DCのある会社に勤めることとなり移換を望む場
合や企業型年金加入者がその企業を退職して個人型DCの加入者等となる
場合、年金資産（個人別管理資産）は一旦現金化された後、移換されるこ
ととなります。また、運営管理機関を変更する場合も同様です。

支払われた掛金については全額所得控除（小規模企業共済等掛金控除）
の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。毎年10月に、その年の1月か
ら12月までに支払った掛金について国民年金基金連合会が控除証明書を発
行し送付いたしますので、確定申告や年末調整で所得控除を受けるときに添
付してください（初回の掛金の納付が9月以降の場合、納付が確認された月
の翌月に送付します。事業主払込の場合は発行されません）。なお、掛金が
給与等から天引される場合には、源泉徴収額の計算にあたって給与等の金額
に相当する金額から社会保険料と個人型年金掛金の合計額を控除した残額
に相当する金額の給与等の支払があったものとみなして計算することとなってい
ます。
〈参考〉社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の違い
社会保険料控除は、世帯主などが生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき
社会保険料を支払った場合にも所得控除が受けることができるのに対して、小規模企業
共済等掛金控除は、加入者本人の掛金しか控除できません。

掛金の税金について
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運用商品ラインアップ
個人型ＤＣの運用商品ラインアップ

元本確保型商品

拠出金に対し、預け入れ時｢利率｣が満期日まで適用されるもの、または、一
定期間毎に利率が見直されるもの等があります。他の運用商品への預替え
（スイッチング）のため中途解約する場合、解約利率が適用されます。なお、
中途解約の場合であっても元本を下回ることはありません。

投資信託：②アクティブ型

アクティブ型は市場（ベンチマーク）の平均を上回る運用を目標としているファ
ンドです。アクティブ型のメリットは相場の平均より良い運用成績を得られる可
能性があることです。積極的にリターンを得るような運用を目指しますから、運
用者（ファンドマネージャー）の腕が重要になってきます。手数料はパッシブ型
に比べると高くなるのが一般的です。

投資信託：①パッシブ型

パッシブ型は日経平均やTOPIXなどの指数（インデックス）と連動することを
目標としているファンドです。パッシブ型のメリットはインデックスに連動しているの
で投資銘柄の内容がイメージしやすいことです。原則としてファンドマネージャー
が投資銘柄を選定する必要ありません。そのため、手数料が低めに設定される
ことが一般的です。
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運用商品ラインアップ

運用商品ラインアップ

岡三のＤＣプランでは以下のとおり計29種類の運用商品を選定しています。
運用商品の選択にあたっては、別紙「確定拠出年金向け説明資料」で商品内
容を十分理解された上でお選びいただきますようお願い申し上げます。

商品
コード

商品区分 カテゴリー分類 運用商品名
運用（商品提供）

会社名

00021
元本確保
型商品

定期預金 三井住友信託ＤＣ固定定期５年 三井住友信託銀行

00075
元本確保
型商品

保険商品 ニッセイ利率保証年金 （5年保証/日々設定） 日本生命保険

00419 投資信託
国内債券
パッシブ型

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

00844 投資信託
海外債券
パッシブ型

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

00820 投資信託
海外債券
アクティブ型

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

01043 投資信託
海外債券
アクティブ型

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

00426 投資信託
グローバルバランス

パッシブ型
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

00429 投資信託
グローバルバランス

パッシブ型
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

00431 投資信託
グローバルバランス

パッシブ型
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

01666 投資信託
アセットアロケーション

アクティブ型
ＤＣニッセイ安定収益追求ファンド ニッセイアセットマネジメント

01660 投資信託
アセットアロケーション

アクティブ型
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ アセットマネジメントOne

02191 投資信託
国内バランス
パッシブ型

日本株式・Jリートバランスファンド 岡三アセットマネジメント

00418 投資信託
国内株式
パッシブ型

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

01667 投資信託
国内株式
パッシブ型

ＤＣニッセイ国内株式インデックス ニッセイアセットマネジメント

00417 投資信託
国内株式
アクティブ型

フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ投信

00989 投資信託
国内株式
アクティブ型

ラッセル・インベストメント日本株式ファンド（DC向け） ラッセル・インベストメント

01663 投資信託
国内株式
アクティブ型

ＤＣ日本連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント
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運用商品ラインアップ

運用商品ラインアップ

商品
コード

商品区分 カテゴリー分類 運用商品名
運用（商品提供）

会社名

01668 投資信託
海外株式
パッシブ型

ＤＣニッセイ外国株式インデックス ニッセイアセットマネジメント

02190 投資信託
海外株式
パッシブ型

ＤＣ米国株式インデックス・オープン（S&P500）
三井住友トラスト・
アセットマネジメント

00819 投資信託
海外株式
アクティブ型

フィデリティ・グローバル・ファンド フィデリティ投信

01662 投資信託
海外株式
アクティブ型

ＤＣ米国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント

01782 投資信託
海外株式
アクティブ型

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

01337 投資信託
海外債券
パッシブ型

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

01336 投資信託
海外株式
パッシブ型

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

01341 投資信託
海外株式
アクティブ型

ＤＣチャイナ・ロード 岡三アセットマネジメント

01661 投資信託
代替投資
アクティブ型

ＤＣ日本Ｊリートオープン 岡三アセットマネジメント

01665 投資信託
代替投資
パッシブ型

三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド
三井住友

アセットマネジメント

02189 投資信託
代替投資
パッシブ型

三菱UFJ純金ファンド 三菱UFJ国際投資信託

02192 投資信託
資産複合
アクティブ型

グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） 日興アセットマネジメント
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運用指図について

運用商品の選択については、まず加入時に岡三証券が提示する商品の中から
選択していただきます。その後しばらく運用を続けていくうちに、運用の成績がか
んばしくない等の理由から、他の商品に変更したいというご要望が出てくることと
思います。運用の指図は加入者の方が運営管理機関（記録関連運営管理
機関＝日本レコード・キーピング・ネットワーク）に直接指図します。
運用商品を変更する場合、大きく分けて2つのケースがあります

Ａ
投信

Ｂ
投信

Ｄ
預金

Ｂ投信を売却して、
その資金でＣ投信を購入

変更前の資産残高 変更後の資産残高

①運用商品預替…現在運用している商品を売却して、
その資金で他の商品を購入する場合

②運用割合変更…月々の掛金で購入する商品の資産配分の割合を変更する場合

Ｂ投信を40％→20％
Ｄ預金を30％→0％
新たにＣ投信に30％
Ｅ預金に20％配分

変更前の掛金の
資産配分割合

変更後の掛金の
資産配分割合

いずれの場合も手数料はかかりませんが、運用商品預替の場合、商品によっては解約控除
等がかかることがありますのでご注意ください。運用指図はコールセンター、インターネット等で
行うことができます。

Ａ

投信

30

%Ｂ

投信

40

%

Ｄ

預金

30

%

Ａ

投信

30

%

Ｂ

投信

20

%

Ｃ

投信

30

%

Ｅ

預金

20

%

運用商品の選択について

Ａ
投信

Ｄ
預金

Ｃ
投信
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運用スタイル診断
ライフプランの考え方

豊かな生活・人生を実現するには、経済（資金）的な面での生涯生活設計
が必要です。
生涯生活設計がそれぞれ違うように、運用方法もそれぞれ違ってきます。

例えば、一般的に年齢によって運用の方法が変化します。

20・30歳代～積極型
• 収入が徐々に増加すると共に、結婚資金、子供の養育費、住宅の

取得と費用も徐々に増えていきます。

• 一方で老後資金の準備としては、この先長い運用期間が見込め、
仮に失敗してもやり直しができます。

• この年代は、金額は少なくても収益を重視し、株式で運用する投資信託
など積極的な運用が可能です。

45歳～着実型
• 収入がピークを迎えると共に、子供の教育費や家のローンでまだ

まだ出費が多い時期。

• 一方で老後の資産形成にも真剣に取り組み始める時期といえます。

• これまでに蓄積した資産を目減りさせないよう安全性を高めるため、商品の
見直しが必要です。

• 十分な蓄えが形成できない場合は、収益性を重視することも考えなくては
ならないでしょう。

55歳～堅実型
• 子供の教育費や家のローンなどはようやく一息つけるところまで

来ているハズ。老後の実際の生活も視野に入ってきます。

• ここでは資産を増やすことよりも、減らさないことが重要となってきます。

• 債券タイプ（債券で運用する投資信託）や定期預金等での堅実な
運用が中心となるでしょうか。
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安
全
型
の
運
用
ス
タ
イ
ル

積
極
型
の
運
用
ス
タ
イ
ル

小 リスク許容度 大

短い 長い

少ない 多い

ない ある

ない ある

慎重 積極

運用期間

資産や収入の
状況

金融知識

投資経験

リスクに対する
感じ方

• 目標が明らかになったら、どんな運用スタイルが自分に合っているのかを考えてみましょう。

• 運用にはリスクがつきものです。自分がどの程度のリスクを受け入れられるのか（リスク許容
度）を考えると自分にあった運用スタイルの見極めに繋がります。

• あなたのリスク許容度は具体的に上のような視点で確認することができます。

リスク許容度の基準を計る条件等

運用スタイル診断
運用スタイル診断の前に
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運用スタイル診断
運用スタイル診断

あなたの運用に対する考え方や運用期間、投資経験などの１０の質問を用意しています。
全ての質問にお答えいただくと、あなたのリスク許容度をチェックし、あなたにふさわしい運
用スタイルと、適した資産配分の一例をご紹介します。

Ｑ２ 現在あなたの金融資産はいくらですか？
① ５００万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

② ５００万円超 １０００万円以下 ・・・・・・・・・・・・ １０点

③ １０００万円超 ３０００万円以下 ・・・・・・・・・・・・ １５点

④ ３０００万円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０点

Ｑ１ あなたの扶養家族数（生計を維持している人）は何人ですか？
① なし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

② １人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４点

③ ２人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３点

④ ３人以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２点

Ｑ３ 現在あなたが緊急に取り崩せる貯蓄額はいくらぐらいありますか？
① ほとんどない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

② 月収の２～５ヶ月程度ある。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０点

③ 月収の６ヶ月以上ある。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５点

Ｑ４ これまでに債券または債券中心に運用する投資信託に投資したことがありますか？

① ない。値下がりリスクがあるので、これからも投資しない。・・・・・ １点

② ない。しかし、これからは投資する可能性はある。・・・・・・・・・ ５点

③ ある。ただし、値下がりリスクがあるので、これからは投資しない。・ １点

④ ある。これからも投資する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０点

Ｑ５ これまでに株式または株式中心に運用する投資信託に投資したことがありますか？
① ない。値下がりリスクがあるので、これからも投資しない。・・・･･･ １点

② ない。しかし、これからは投資する可能性はある。・・・・・・・・ １５点

③ ある。ただし、値下がりリスクがあるので、これからは投資しない。・ ５点

④ ある。これからも投資する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０点

点

点

点

点

点
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運用スタイル診断
運用スタイル診断

Ｑ７ １００万円の余裕資金を運用するとき、１年後の運用結果はどれが望ましいですか？
① １００万円～１０２万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １点

② ９９万円～１０５万円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

③ ９５万円～１１０万円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０点

④ ９０万円～１２０万円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５点

Ｑ８ 一般的に高いリターンを得るためには、リスク（リターンの変動）が高くなります。
次の中であなたの投資スタンスに最も近いものを一つ選んでください。
① 配当重視・元本維持「安定重視型」・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １点

② 配当プラス成長「利回り追求型」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

③ 成長プラス配当「値上がり益・利回り追求型」・・・・・・・・・・・・ １０点

④ 成長重視「値上がり益追求型」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５点

⑤ 成長の最大化「積極値上がり益追求型」・・・・・・・・・・・・・・・ ２０点

Ｑ９ 今、余裕資金で投資するとすれば投資期間はおおよそどれくらいを想定しますか。

① １年以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０点

② １年超～５年以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

③ ５年超～１２年以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０点

④ １２年超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５点

Ｑ１０ 定年を迎えるまでどれくらいの期間がありますか？
① ３年以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ０点

② ３年超～５年以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５点

③ ５年超～１０年以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０点

④ １０年超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５点

Ｑ６ あなたの投資に対する考え方にもっとも近いものはどれですか？
① リスクは取らない。元本割れも避けたい。・・・・・・・・・・・・・・・ １点

② リターンの追求より元本の維持を重視する。市場環境により

リターンがマイナスになる場合には、マイナス幅が小さければ構わない・・ ５点

③ 高いリターンを得るためには、市場環境によっては半年～１年間程度、

リターンがマイナスになっても構わない。 ・・・・・・・・・・・・・ １０点

④ 積極的にリスクを取り、より大きなリターンを目指す。

市場動向によっては１年以上リターンがマイナスになっても構わない。・ ２０点

● ～２９点 →  モデル１ ● ７５点～７９点 →  モデル７

● ３０点～４９点 →  モデル２ ● ８０点～８４点 →  モデル８

● ５０点～５９点 →  モデル３ ● ８５点～８９点 →  モデル９

● ６０点～６４点 →  モデル４ ● ９０点～９４点 →  モデル１０

● ６５点～６９点 →  モデル５ ● ９５点～ →  モデル１１

● ７０点～７４点 →  モデル６

Ｑ１～Ｑ１０の点数を合計してください。

点

点

点

点

点

点

運用スタイルは次ページへ
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運用スタイル診断
運用スタイル診断結果

この運用スタイルは、元本を確保するために、運用資金の全額を

元本確保型商品に配分します。

投資経験がなく、リスクを取ることに抵抗がある方に適した運用

スタイルです。

モデル１

「運用スタイル診断」における結果をもとに、あなたにふさわしいと思われる
運用スタイルとそれに合った資産配分を例示しています。運用プランのご参考
としてお役立てください。

元本重視型

元本確保型商品
１００％

外貨建商品５％

この運用スタイルは、元本の安全性を重視し、利回りの向上を目標と

して運用資金の大半をリスクの低い安全な商品に配分します。

収益性も考慮して、リスクのある商品に投資しますが、配分を低く

抑え、資産全体の大きな価格変動を避ける運用スタイルです。

モデル２ 安定運用型

（ ～29点）

（ 30点～49点）

この運用スタイルは、元本の安全性を重視し、利回りの向上を目標と

して運用資金の大半をリスクの低い安全な商品に配分します。

収益性も考慮して、リスクのある商品に投資しますが、配分を低く

抑え、資産全体の大きな価格変動を避ける運用スタイルです。

モデル３ 安定運用型 （ 50点～59点）

この運用スタイルは、元本の安全性を重視し、利回りの向上を目標と

して運用資金の大半をリスクの低い安全な商品に配分します。

収益性も考慮して、リスクのある商品に投資しますが、配分を低く

抑え、資産全体の大きな価格変動を避ける運用スタイルです。

モデル４ 安定運用型 （ 60点～64点）

元本確保型
商品

６０％

国内債券
３５％

国内株式５％

国内債券
３５％

外貨建商品５％

元本確保型
商品

５５％

国内株式
１０％

国内債券
３０％

外貨建商品１０％

元本確保型
商品

５０％
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運用スタイル診断
運用スタイル診断結果

この運用スタイルは、それぞれの商品にバランスよく配分するのが

特徴です。

中長期的に十分な運用利回りを実現することと、資産全体の大きな

価格変動を避けることの両方を追求するスタイルです。

モデル５ バランス型

この運用スタイルは、それぞれの商品にバランスよく配分するのが
特徴です。
中長期的に十分な運用利回りを実現することと、資産全体の大きな
価格変動を避けることの両方を追求するスタイルです。

モデル６ バランス型

（ 65点～69点）

（ 70点～74点）

この運用スタイルは、それぞれの商品にバランスよく配分するのが
特徴です。
中長期的に十分な運用利回りを実現することと、資産全体の大きな
価格変動を避けることの両方を追求するスタイルです。

モデル７ バランス型 （ 75点～79点）

この運用スタイルは、それぞれの商品にバランスよく配分しながらも、
株式など相対的にリスクの高い商品への配分を多くすることにより、
長期的な資産の成長を重視しています。
短期的には大きな価格変動も予想されるため、運用リスクをとる
ことに、あまり抵抗のない方、ある程度の長い運用期間をとれる方に
適したスタイルです。

モデル８ 成長重視型 （ 80点～84点）

国内株式
１５％

国内債券
３５％

外貨建商品
２０％

元本確保型
商品

３０％

国内株式
２０％

国内債券
３０％

外貨建商品
２０％

元本確保型
商品

３０％

国内株式
３０％

国内債券
３０％

外貨建商品
２０％

元本確保型
商品

２０％

国内株式
３５％

国内債券
３５％

外貨建商品
２０％

元本確保型商品
１０％



24

運用スタイル診断
運用スタイル診断結果

この運用スタイルは、それぞれの商品にバランスよく配分しながら、
株式など相対的にリスクの高い商品への配分を多くすることにより、
長期的な資産の成長を重視しています。
短期的には、大きな価格変動も予想されるため、運用リスクをとる
ことにあまり抵抗のない方、ある程度の長い運用期間をとれる方に
適したスタイルです。

モデル９ 成長重視型

この運用スタイルは、それぞれの商品にバランスよく配分しながら、
株式など相対的にリスクの高い商品への配分を多くすることにより、
長期的な資産の成長を重視しています。
短期的には、大きな価格変動も予想されるため、運用リスクをとる
ことにあまり抵抗のない方、ある程度の長い運用期間をとれる方に
適したスタイルです。

モデル１０ 成長重視型

（ 85点～89点）

（ 90点～94点）

この運用スタイルは、株式など比較的リスクの高い商品への配分比率
を大きくし、高い運用利回りを追求していくスタイルです。短期的
には、非常に大きな価格変動も予想されるため、運用リスクをとる
ことにあまり抵抗のない方、ある程度の長い運用期間をとれる方に
適したスタイルです。

モデル１１ 積極運用型

元本確保型商品
１００％

（ 95点～ ）

国内株式
４５％

国内債券
２５％

外貨建商品
２０％

元本確保型商品
１０％

国内株式
６５％

国内債券
５％外貨建商品

２０％

元本確保型商品１０％

国内株式
７５％

外貨建商品
２５％

モデルを参考にあなたの運用プランを作りましょう。

元本確保型商品

国内債券

国内株式

外貨建商品等

％

％

％

％

【あなたの資産配分】
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老後の生活設計

平均余命とは、その年齢から平均であと何年生きられるかを表しており、老後期間の
参考年数となります。60歳の方の平均余命は、男性で24.21年、女性で29.46年
です。平均で男性は84歳、女性は89歳まで生きることになります。80歳～90歳まで
を視野に入れて取り組みましょう。

60
歳

60
歳

84
歳

89
歳

平均余命
24.21

年

平均余命
29.46年

80～90歳を
視野に入れて
老後を考えましょう

※資料 厚生労働省 令和2年簡易生命表

老後の定期収入は現役時代と比べて大きく減少します

定年などで老後を迎えると、収入はどのくらいに変化するのでしょうか？
年金受給開始時点（65歳）で年金額が現役世代の手取り収入（ボーナス込み）と
比較してどれくらいの割合かをあらわすもの（所得代替率）を参考にしてみましょう。

62.7 61.7 44.5 

2014年度 2019年度 2058年度

年金収入は
現役時代の収入
の約半分になるん
だね。

所得代替率の推移

厚生労働省の試算【2019年 年金財政検証の結果について 人口：出生死亡中位 経済：
ケースV】を基に作成

昭和24年
生まれの方
が65歳

昭和29年
生まれの
方が65歳

平成5年
生まれの方
が65歳

現
役
時
代
の
収
入

老
後
の
収
入

老後の期間と収入
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老後の生活設計

ご夫婦世帯の老後生活

【最低日常生活費】

【ゆとりある老後生活のための上乗せ額】

※財）生命保険文化センター 生活保障に関する調査 令和元年12月

老後の生活に対する意識調査

夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低日常生活費を
みると平均額は月額22.1万円となっています。

夫婦2人でゆとりある老後生活を送る上で必要と考えられている上乗せ額
は14万円となっています。上乗せ額の使途は「旅行やレジャー」、「趣味や
教養」、「日常生活費の充実」などでした。

【老後の生活水準】

自分の老後生活がそれまでの生活と比較して経済的にどのように変化すると
考えているかについての調査では「つつましい生活となる」が70％、「同程度」
が20.7％、「経済的に豊かな生活となる」が1.8％となっています。

【ゆとりある老後のための生活費】

夫婦2人でゆとりある老後生活を送る上で必要と考えられている上乗せ額を
合計したゆとりある老後生活費の平均額は月額36.1万円となっています。

【公的年金に対する意識】

自分の老後を公的年金でまかなえるかどうかの調査では、「まかなえると思う」
が17.5％、「まかなえるとは思えない」が78.7％となっており、多くの方が公
的年金だけではまかなえないと感じているようです。

では、実際のところ、どうなのでしょうか。
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老後の生活設計

ご夫婦世帯 モデル：65歳以上、夫婦のみ

消費

収入

22万4,436円

23万6,576円 うち21万6,519円が年金（社会保障給付）

不足 1万8,525円（例年は3万円前後）

この年のご夫婦世帯では、生活費が毎月約1万9千円不足しました。

そうはいっても多くの方にとって、老後の定期収入は公的年金です。
総務省の統計で家計（平均）を確認してみましょう。

支出

収入

単身世帯 モデル：65歳以上

消費

収入

13万2,476円

13万5,345円 うち12万0,470円が年金（社会保障給付）

不足 9,402円（例年は3万円前後）

この年の単身世帯では、生活費が毎月約9千円不足しました。

資料：総務省統計局家計調査報告「家計収支編」（2021年）平均結果の概況）

年金生活になると、収入より支出が過多となり生活費が不足しています。
収入の9割以上を年金に頼ることになりますので、不足分は現役時代の貯蓄を取り崩すことになります。
老後に向けての貯蓄は、現役時代から取り組みましょう。その一助となるのが確定拠出年金です。

支出

収入

老後の家計の内訳

年金（社会保障給付）
21万6,519円（収入の91.5％）

その他
8.5％

不足分
1万8,525円

非消費
支出

30,664円

食料
29.3％

住居・光熱
16.1％

家具
家事
被服
6.8％

保健
医療

7.2％

交通
通信

11.2％

教養
娯楽
8.6％

うち
交際費
9.2％

その他
20.7％

年金（社会保障給付）
12万0,470円（収入の89.0％）

その他
11.0％

不足分
9,402円

非消費
支出

12,271円

食料
27.4％

住居・光熱
19.4％

家具
家事
被服

6.0%

保健
医療

6.4％

交通
通信

9.2％

教養
娯楽
9.5％

うち
交際費
11.6％

その他
22.0％
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各種サポートについて

岡三証券のホームページ https://www.okasan.co.jpから｢岡三のDCプラン｣をクリックしてください

岡三証券のＨＰでは、ＤＣプランのページを充実させています。制度全体に
関するご案内、投資情報の掲載、各種シミュレーション、資料請求フォーム等、
様々なコンテンツをご用意いたしております。

岡三証券のホームページについて



掛金額や税制メリットをチェック
あなたの月額掛金限度額チェック
税制上の優遇額や税制メリットを試算してみましょう

29

各種サポート（iDeCoシミュレーション）

各種サポートについて

iDeCoシミュレーション

岡三iDeCoファンドナビ



iDeCoシミュレーション

iDeCo加入書類の記入方法（動画）
岡三iDeCoファンドナビ

いくつかの質問に答えるだけで、あなたのポートフォリオが完成します

各種商品の概要や手数料、ベンチマークなどを
一覧にまとめてあります

運用商品ラインアップ

各商品の説明をはじめ、預金・保険商品の利率や、投
資信託商品の運用状況（月次レポート、基準価額
推移など）をご確認いただけます

運用商品をえらぶ 岡三iDeCoファンドナビ
スマホでも！

商品の内容や実績をチェック

運用商品の通信簿

ＱＲコードで
アクセス
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各種サポート

各種サポートについて

ご加入後は…

資産の確認、運用商品の変更はWEBでお手続き
いただけます。加入後にお送りするハガキにて
ご確認ください。
[確定拠出年金WEBサービス ログインページ]
https://www.nrkn.co.jp/rk/login.html 

運用商品の利率や運用実績は
「運用商品の通信簿」にてご確認いただけます。

当資料「運用スタイル診断」のWEB版です。

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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各種サポートについて

NRKのホームページについて（加入者向け）

ここをクリック

②ここを
クリック

①それぞれ
入力

①それぞれ
に入力

ユーザーＩＤ・暗証番号を忘れ
たときは、こちらからお手続きくださ
い
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各種サポートについて

NRKのホームページについて（スマホから）

NRKのHPはスマホからもアクセスすることができます。右のQRコードを
読み取ると、下の画面に繋がりますので、登録後スマホでログインして
内容の確認や各種手続きを行うことができますのでブックマークしてお
いてください。

②ここを
クリック

①それぞれ
入力

①それぞれ
に入力

ユーザーＩＤ・暗証番号を
忘れたときは、こちらからお手
続きください

NRK 確定拠出年金Webサービスログインページ
https://www.nrkn.co.jp/rk/login.html

QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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各種サポートについて

ＮＲＫのホームページについて（メインメニュー）

こちらがＮＲＫの個人画面です。資産評価額や取引履歴、プラン全体の情報、あるいは
運用商品預替、運用割合変更、パスワード変更など、様々な手続きができます。
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各種サポートについて

全国の支店を通じて制度内容やご加入のご相談を受け付けております。
店舗の詳細は岡三証券ホームページをご覧ください。
https://www.okasan.co.jp/site/office/

店頭を通じてのご相談

様々なご質問やお問合せ、各種手続きのお申込等を承ります。

個人型DC〔iDeCo〕専用フリーダイヤル
0120-031-703（オカサン イーナ オカサン）

受付時間 9：00～17：00

フリーダイヤルをご利用いただけない場合
03-3275-5041
059-228-5225

受付時間 9：00～17：00

メールでのお問合せ
401k@okasan.co.jp

※土・日・祝日、年末年始（12月31日～1月3日）を除く

電話・メールでのご相談
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各種サポートについて
ＮＲＫコールセンター
お客様の資産額評価の照会や運用商品の預替等を承ります。

フリーコール ００７７７－８９－４０１（ハヤク ヨンマルイチ）※1

※1：上記フリーコールは一部のＩＰ電話からはお掛けいただくことができません。
お掛け頂くことができない場合は、0120-985-401にお電話ください。

※2：自動音声応答は原則として24時間稼動いたします。ただし、毎週日曜日早朝
2:00～８:00および年末年始（12月31日～1月3日）はサービス停止と
なります。また、システムメンテナンスによるサービス停止の場合もあります。

※3：オペレーター対応は土・日・祝祭日、年末年始（12月31日～1月3日）は
休業となります。

サ ー ビ ス 内 容

お取扱い時間

自動音声応答
※2

オペレーター対応※3

資産評価額照会 現在の資産評価額を商品毎に照会できます。

24時間 9：00～20：00

取引履歴照会
運用商品預替、運用割合変更の指示内容
を照会できます。（過去１年分）

プラン情報照会 運用商品のラインアップを照会できます。

基本情報照会
加入者の登録情報や掛金額等の累計額を
照会できます。

運用商品預替
現在運用している商品を売却し、その資金で
他の商品の購入の指図が行えます。

運用割合変更
月々の掛金で購入する商品の資金配分割
合を変更できます。

制度概要および
サービス内容等照会

確定拠出年金制度の概要や、弊社のサービ
ス内容について照会できます。

－ 9：00～17：00
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当社は、お客様への勧誘にあたりまして、以下の方針で臨まさせていただきます。

• 法令等を遵守することを最優先するとともに、お客さまのご意向と実情に沿った商品を提
供するよう努めさせていただきます。

• お客さまに商品の内容、取引の仕組及び投資リスクについてご理解いただけますよう適
切な説明に努めさせていただきます。

• お客さまの信頼の確保を第一義とし、お客さま本位の勧誘に徹します。
• お客さまがご迷惑となる時間帯における勧誘は行わないようにいたします。勧誘がご迷

惑な時間を担当者にお申しつけくださいますようお願いいたします。
• お客さまに対し適切な勧誘が行われますよう、役職員に十分な研修を行い、お客さまの

信頼とご期待にお応えできるよう努めさせていただきます。
• お客さまのご判断と責任においてお取引が行われますよう、お客さまに対して適切な情

報の提供に努めさせていただきます。
• お客さまへの勧誘方法またはお取引について、お気づきの点がございましたら、取扱店の

店部長またはお客さま相談室（電話0120-186988、携帯電話からお問い合わせの
場合03-6386-4482）、その他のお問い合わせにつきましてはコンタクトセンター（電
話0120-390603）までご連絡をお願いいたします。

以 上

当社の方針について

当社の個人情報保護宣言に基づき、お客さまの個人情報保護につきまして、以下のように方
針を定めます。
１．個人情報の取得について
当社は、金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金
融商品取引業者が営むことができるその他の業務を営んでおります。当社では、口座開設時、
ご契約時、各種サービスのご登録時、投資・資産運用のコンサルティング時などを通じて、お客
さまから個人情報の提供をお願いすることがあります。
◇例えば、以下のような個人情報の提供をお願いすることがあります。
・郵便番号、住所、氏名、電話番号、電子メールのアドレス
・生年月日、年齢、性別、家族構成
・仕事内容、勤務先に関する情報、収入、保有資産等の状況
・購読されている雑誌・新聞、利用しているサービス
・興味をお持ちの情報や分野、趣味、その他

岡三証券株式会社の勧誘方針

岡三証券株式会社の個人情報保護方針（その１）

2022年4月1日
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お客さまへの対応品質の向上および内容確認のため、当社への通話および当社からの通話を録
音させていただいております。また、法令に基づきまたは防犯・安全管理のため画像を記録させてい
ただく場合がございます。
その他、当社は以下の方法によりお客さまの個人情報を取得することがあります。
・データベースサービス事業者等の第三者からの取得
・電子メールの受信等による取得
・官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報からの取得
２．個人情報等の利用目的について
ご提供いただいた個人情報は、お客さまがお受けになるサービスの提供や当社業務の範囲内に限
り利用 いたします。なお、各種請求書や契約書等に利用目的が明示されている場合は、当該利
用目的にしたがって利用いたします。
◇ご提供いただいた個人情報は、例えば以下のような場合に利用いたします。
・金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
・当社のグループ各社（※）、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内を行うため
・適合性の原則に照らした商品・サービスのご提供の妥当性を判断するため
・お客さまご本人であること、またはご本人の代理人であることを確認するため
・お客さまに対し、お取引結果、お預り残高などの報告を行うため
・お客さまとのお取引に関する事務を行うため
・市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発の
ため
・他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委
託された当該業務を適切に遂行するため
・その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
また、当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等に基づき、機微（セン
シティブ）情報〔要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性
生活に関する情報をいいます〕については、同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用または
第三者提供をいたしません。
なお、個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申
請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り使用いたしま
す。
※当社のグループ各社とは、当社の親会社であります株式会社岡三証券グループの有価証券報
告書等に記載されている連結対象会社等（証券会社を除く）をさします。
３．個人情報等の利用について
当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の
他、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場合、当社とお客さまの権利・財
産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断できる場合等を除いて、前項に
定めた利用目的の達成に必要な 範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはありません。
なお、個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。

当社の方針について
岡三証券株式会社の個人情報保護方針（その２）
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当社の方針について

４．個人情報等の管理体制
（１）個人情報等の正確性の確保
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常にお客さまの個人情報等を正確かつ最新の
状態に維持管理するよう努めます。上記目的のため、当社はお客さまに正確かつ最新の個人情報の
提供をお願いすることがあります。
（２）安全管理措置の実施
当社は、お客さまの個人情報等の漏洩、滅失または毀損の防止のために必要かつ適切な組織的、
人的、物理的、技術的な安全管理措置を常に講じてまいります。その主な内容につきましては、下記
をご覧ください。（https://www.okasan.co.jp/privacy_safety.html）
（３）役職員の監督
当社は、当社の役職員にお客さまの個人情報等を取り扱わせる場合は、当該個人情報の安全管
理が図られるよう適切な内部管理体制を構築し、その役職員に対する必要かつ適切な監督を行うよ
う努めてまいります。
５．業務委託先への個人情報等の提供
当社は、以下のような場合において、業務の一部を外部へ委託し、必要な個人情報等を業務委託
先に提供する場合があります。委託する場合には、当該委託先においても当該個人情報等の安全
管理が適切に図られるよう、その委託先に対して必要かつ適切な監督を行うよう努めてまいります。
・お客さまにお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
・法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・業務に関する帳簿書類を保管する業務
６．個人情報の第三者への提供について
当社が取得したお客さまに関する個人情報は、あらかじめお客さまからご同意をいただいた場合の他、
利用目的達成のために委託する場合、法令の規定あるいは公共の利益を保護するために必要な場
合、当社と お客さまの権利・財産・安全などを保護・防御するために必要であると合理的に判断でき
る場合等を除いて第三者へ開示・提供はいたしません。
※外国当局又は保管機関等からお客さまの個人データについて提供の要請を受けた場合に、同意
取得時点において提供先となる外国にある第三者を特定することができず、事後的に提供先の第三
者を特定できたときは、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に
関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情
報提供をご請求いただけるほか、下記でもご確認いただけます。
(https://www.okasan.co.jp/privacy_offshore.html)
７．個人情報の共同利用
当社は、以下の通り、当社のグループ各社など特定の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用
する場合があります。
（１）共同利用するお客さまの個人情報項目
・氏名、住所、生年月日、電話番号、仕事内容、お取引のニーズ等のお客さまに関する情報
・お取引内容、お預り残高等のお客さまのお取引に関する情報
（２）共同利用者の範囲
当社の親会社であります株式会社岡三証券グループの有価証券報告書等に記載されている連結
対象会社等（証券会社を除く）

岡三証券株式会社の個人情報保護方針（その３）
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当社の方針について

（３）利用目的
・お客さまへの利便性向上、投資・資産運用等の総合的なサービスの提供、およびそれらサー
ビスの健全
な運営のため
・岡三証券グループ全体のコンプライアンス、リスクの管理等の経営管理・内部管理の適切な
運営のため
（４）管理責任者
岡三証券株式会社
８．保有個人データに関する開示等請求手続き
当社の保有個人データに関する開示、訂正、利用停止などが必要な場合は、当社営業店部
または岡三コンタクトセンター（電話番号：0120-390603）まで、また岡三オンライン証券
カンパニーのお客さまはEメール（privacy@okasan-online.co.jp）にてご請求ください。請
求者がご本人であることを確認いたしましたうえで、必要な手続きについてご案内いたします。な
お、保有個人データの開示に関するご請求につきましては、1件につき1,１０0円（税込み）
を請求させていただきます。
なお、個人番号の保有の有無について開示の請求があった場合には、個人番号の保有の有
無について回答いたします。
９．個人情報等の取扱いに関する相談窓口
個人情報等の取扱いに関するご質問、ご相談、苦情等につきましては、下記相談窓口までご
連絡ください。
（１）当社相談窓口
岡三証券株式会社 お客さま相談室
電話番号：０１２０－１８６９８８
携帯電話からお問合わせの場合：０３－６３８６－４４８２
岡三オンライン証券カンパニーのお客さま：privacy@okasan-online.co.jp
（２）認定個人情報保護団体相談窓口
日本証券業協会 個人情報相談室
電話番号：０３－６６６５－６７８４
10．個人情報保護方針の公表方法等
当社の「個人情報保護方針」は、当社ホームページへの掲載、事務所におけるポスター掲示、
パンフレットの配布等により公表いたします。
また、当社は、「個人情報保護方針」の全部または一部を予告なく改訂することがあります。
重要な変更が ある場合には、当社のホームページ等を通じて変更内容等を一定期間掲載
いたします。

以 上

岡三証券株式会社の個人情報保護方針（その４）
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その他留意すべき事項

①「確定拠出年金・残高のお知らせ」について
個人別管理資産額等を毎年１回、日本レコード・キーピング・ネットワークより加入者の皆
様にお知らせいたします。

②第２号加入者の届出
第２号加入者は、毎年１回、資格の取得の有無に関する事項を連合会に届け出なけれ
ばならないこととされています。連合会から委託を受けた記録関連運営管理機関からお勤
めの会社へ書類が送られてきますので、記入の上、提出するよう依頼してください。なお、期
日までに提出しない場合、引き落としが停止されてしまいますのでご注意ください。

③給付について
【給付の種類】
事由に応じて以下の４種類があります。
(１)老齢給付金（年金又は一時金）
(２)障害給付金（年金又は一時金）
(３)死亡一時金
(４)脱退一時金

【年金給付の支給期間】
年金給付の支給期間は、受給権者が5年から20年の間で自由に選択できます。
なお、支給期間については、お申し出になられた月の翌月から起算されます。

【年金給付の支給回数】
年金給付の支給回数は、次の中から選択できます。
(１)年1回の場合…12月
(２)年2回の場合…6月及び12月
(３)年3回の場合…4月、8月及び12月
(４)年4回の場合…3月、6月、9月及び12月
(５)年6回の場合…2月、4月、6月、8月、10月及び12月
(６)年12回の場合…毎月

【年金給付の額】
(１)年金給付の額（年額）

お申し出になられた支給期間、及び個人別管理資産額に基づき算定されます。
(２)各支給期月に支給する年金給付の額（1回当たり）

各年金給付年度の額を年間支給回数にて按分した額となります。
※具体的な取扱方法については、給付請求をお申し出になられた際に、別途ご連絡いた

します。

確定拠出年金固有の留意事項
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その他留意すべき事項

【老齢給付金・障害給付金の支給方法】
老齢給付金・障害給付金は、年金または一時金として受け取ることができます。
一時金として受け取る場合は、以下のとおりとなります。ただし、本請求は１回に限られます。
(１)給付の裁定請求と同時に一時金の請求をする場合は、一時金の支給割合を受給権

者が自由に選択できます。（各運用商品ごとに選択いただきます）
※具体的な取扱方法については、給付請求をお申し出になられた際に、別途ご連絡

いたします。

(２)年金給付の支給開始後5年を経過した以後の日に一時金の請求をお申し出になられ
たときは、お申し出日の属する月の末日における個人別管理資産額の全額を受け取る
ことができます。

【年金給付額の変更】
(１)老齢給付金（年金給付）の受給権者は、個人別管理資産額が過少になったことによ

り、年金給付の支給全期間にわたって受け取ることが困難となった場合は、１回に限り
その額の算定方法を変更することができます。

(２)障害給付金（年金給付）の受給権者は、5年毎に給付の額の算定方法を変更でき
ます。また、個人別管理資産額が過少になったことにより、年金給付の支給全期間に
わたって受け取ることが困難となった場合は、その額の算定方法を変更することができます。
※具体的な取扱方法については、給付請求をお申し出になられた際に、別途ご連絡

いたします。

その他
本記載内容は2022年10月現在の内容で記載されております。
今後変更になる可能性がありますのでお含み置きください。

制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いしま
す。個人型DCは原則60歳まで引き出すことができません。資産運用の結果によっては元
本を下回る場合があります。加入中は所定の手数料がかかります。記載内容は岡三証
券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の
正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等
は資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。

確定拠出年金固有の留意事項
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