
新プラン 信託報酬 購入時 売却時 期限 監査費用 分配金 純資産
為替

ヘッジ
種類 運用方式

1 ニッセイ日経平均インデックスファンド（ﾆｯｾｲ日経平均ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ） 0.15400% 無し 無し 無期限 0.00110% 0 72億 なし 国内株 インデックス

2 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）（eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)） 0.15400% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 79億 なし 国内株 インデックス

3 ひふみ年金（ひふみ年金） 0.83600%
証券会社

による
無し 無制限 0.00550% 0 約250億円 なし 内外株 アクティブ

4 野村リアルグロース・オープン（確定拠出年金向け）（野村ﾘｱﾙｸﾞﾛｰｽ･ｵｰﾌﾟﾝ(DC)） 0.93500% 無し 無し 無制限 表示不可 記載なし 約25億円 なし 国内株 アクティブ

5 つみたて椿（つみたて椿） 0.99000%
どこも

無料
無し 無期限 ファンド負担 0 1億 なし 国内株 アクティブ

6 ＳＢＩ中小型割安成⾧株ファンドジェイリバイブ＜ＤＣ年金＞（SBI中小型割安成⾧株ﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｪｲﾘﾊﾞｲﾌﾞ） 1.65000% 無し 0.30% 無制限 表示不可 0 42億 なし 国内株 アクティブ

7 ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（SBI･全世界株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ） 0.11020% 無し 無し 無制限 0.02000% 0 24億 なし 内外株 インデックス

8 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）（eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)） 0.11440% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 53億 なし 全世界 インデックス

9 ＥＸＥ−ｉ グローバル中小型株式ファンド（EXE-i ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ中小型株式ﾌｧﾝﾄﾞ） 0.32640% 無し 無し 無制限 表示不可 0 59億 なし 内外株 アクティブ

10 セゾン資産形成の達人ファンド（ｾｿﾞﾝ資産形成の達人ﾌｧﾝﾄﾞ） 1.35000% 無し 0.10% 無制限 表示不可 なし 767億 なし 内外複合 アクティブ

11 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（eMAXIS Slim 先進国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） 0.10989% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 423億 なし 先進国株 インデックス

12 ニッセイ外国株式インデックスファンド（ﾆｯｾｲ外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ） 0.10989% 無し 無し 無制限 0.00110% 0 1166億 なし 先進国株 インデックス

13 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)） 0.09680% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 169億 なし 先進国株 インデックス

14 ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス（iFree NYﾀﾞｳ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） 0.24750% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 0 124億 なし 先進国株 インデックス

15 インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）（ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外株式ﾍｯｼﾞあり(DC専用)） 0.30240% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 10円 52億 あり 先進国株 インデックス

16 農林中金＜パートナーズ＞⾧期厳選投資 おおぶね（農林中金<ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ>⾧期厳選投資 おおぶね） 0.99% 2.16% 無し 無制限 0.00330% 70円 25億 なし 先進国株 アクティブ

17 ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（ＤＣ向け）（ﾗｯｾﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ外国株式ﾌｧﾝﾄﾞ(DC向け)） 1.46300% 無し 無し 無制限 表示不可 0 100億 なし 先進国株 アクティブ

18 朝日−Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（朝日Nvest ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾊﾞﾘｭｰ株ｵｰﾌﾟﾝ） 1.98000% 3.30% 0.30% 無制限 表示不可 変動 551億 なし 先進国株 アクティブ

19 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス（eMAXIS Slim 新興国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） 0.20790% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 157億 なし 新興国株 インデックス

20 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド（ﾊｰﾍﾞｽﾄ ｱｼﾞｱ ﾌﾛﾝﾃｨｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ） 2.12400% 3% 0.30% 無制限 信託財産から支払い 変動 21億 なし 新興国株 アクティブ

21 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス（eMAXIS Slim 国内債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） 0.13200% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 38億 なし 国内債券 インデックス

22 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス（eMAXIS Slim 先進国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） 0.15400% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 37億 なし 先進国債権 インデックス

23 インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）（ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ海外債券ﾍｯｼﾞあり(DC専用)） 0.28600% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 10円 34億 あり 先進国債権 インデックス

24 ＳＢＩ−ＰＩＭＣＯ 世界債券アクティブファンド（ＤＣ）（SBI-PIMCO 世界債券ｱｸﾃｨﾌﾞ） 0.82940% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 記載なし 0.15億 なし 全世界債権 アクティブ

25 ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス（iFree 新興国債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽ） 0.24200% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 0 31億 なし 新興国債権 インデックス

26 ニッセイＪリートインデックスファンド（ﾆｯｾｲJﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ） 0.27500% 無し 無し 無制限 0.00110% 0 103億 なし 国内リート インデックス

27 三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド（三井住友･DC外国ﾘｰﾄｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ） 0.30% 無し 無し 無制限 表示不可 0 50億 なし 先進国リート インデックス

28 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）（eMAXIS Slim ﾊﾞﾗﾝｽ(8資産均等型)） 0.15400% 無し 無し 無制限 ファンド負担 0 245億 なし 内外バランス インデックス

29 ｉＦｒｅｅ 年金バランス（iFree 年金ﾊﾞﾗﾝｽ） 0.17490% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 0 1.8億 なし 内外バランス アクティブ

30 ＳＢＩグローバル・バランス・ファンド（SBIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ） 0.28690% 無し 無し 無制限 信託財産から支払い 0 0.76億 あり 内外バランス アクティブ

31 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（ｾｿﾞﾝ･ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ） 0.60000% 0.10% 無し 無制限 信託財産から支払い 記載なし 1810億 なし 内外バランス アクティブ

32 三菱ＵＦＪ純金ファンド（愛称：ファインゴールド）（三菱UFJ純金ﾌｧﾝﾄﾞ） 0.99000% 1.10% 無し 無制限 信託財産から支払い 0 218億円 なし 国内資源 アクティブ

33 ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2025（ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2025） 0.48400% 3.30% 0.30% 無制限 表示不可 0 12億円 あり 内外バランス アクティブ

34 ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2035（ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2035） 0.48400% 3.30% 0.30% 無制限 表示不可 0 18億円 あり 内外バランス アクティブ

35 ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2045（ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2045） 0.48400% 3.30% 0.30% 無制限 表示不可 0 11億円 あり 内外バランス アクティブ

36 ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2055（ｾﾚﾌﾞﾗｲﾌ･ｽﾄｰﾘｰ2055） 0.48400% 3.30% 0.30% 無制限 表示不可 0 6億円 あり 内外バランス

37 あおぞらＤＣ定期（１年）（あおぞらDC定期(1年)） 定期 元本保証


