
商品種別
商品分類
1

商品分類
2

運用手法
区分

運用商品名
商品提供
機関／運
用会社

中途解約
利率・解
約控除の
有無

信託報酬
率（年率
／税込）

信託財産
留保額

商品情報リンク リターン／利率実績表リンク 月次レポートリンク

損害保険 元本確保 - なし 確定拠出年金傷害保険
損害保険
ジャパン

あり - -
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0987100001.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/riritsu/R_0987
100001.pdf

-

生命保険 元本確保 - なし 第一のつみたて年金（５年）
第一生命
保険

あり - -
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0982951005.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/riritsu/R_0982
951005.pdf

-

定期預金 元本確保 - なし 名古屋銀行ＤＣ定期預金１年
名古屋銀
行

あり - -
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0054300001.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/riritsu/R_0054
300001.pdf

-

定期預金 元本確保 - なし 名古屋銀行ＤＣ定期預金３年
名古屋銀
行

あり - -
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0054300003.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/riritsu/R_0054
300003.pdf

-

定期預金 元本確保 - なし 名古屋銀行ＤＣ定期預金５年
名古屋銀
行

あり - -
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0054300005.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/riritsu/R_0054
300005.pdf

-

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＣインデックスバランス（株式８
０）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.15% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911802C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911802C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911802C.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＣインデックスバランス（株式６
０）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.15% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911702C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911702C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911702C.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＣインデックスバランス（株式４
０）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.15% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911602C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911602C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911602C.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＣインデックスバランス（株式２
０）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.15% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911502C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911502C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911502C.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
年金積立ｱｾｯﾄ・ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ・ﾌｧﾝ
ﾄﾞ（株式２０）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.59%
売却時
0.15%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911701A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911701A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911701A.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年
金＞１安定型

アセットマ
ネジメント
One

- 0.29% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147X04.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147X04.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147X04.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年
金＞２安定・成長型

アセットマ
ネジメント
One

- 0.32% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147X05.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147X05.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147X05.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年
金＞３成長型

アセットマ
ネジメント
One

- 0.35% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147X06.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147X06.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147X06.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

パッシブ
三井住友・DC年金バランス30（債
券重点型）

三井住友
ＤＳアセッ
トマネジメ
ント

- 0.24% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099179X03.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9179X03.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099179X03.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

アクティ
ブ

ハッピーエイジング２０
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 1.62% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099114007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9114007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099114007.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

アクティ
ブ

ハッピーエイジング３０
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 1.49% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099115007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9115007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099115007.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

アクティ
ブ

ハッピーエイジング４０
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 1.32% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099116007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9116007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099116007.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

アクティ
ブ

ハッピーエイジング５０
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 1.13% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099117007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9117007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099117007.pdf

投資信託 バランス
資産配分
固定型

アクティ
ブ

ハッピーエイジング６０
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 0.95% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099118007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9118007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099118007.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2030（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.374%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X11.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X11.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X11.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2035（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.396%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X14.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X14.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X14.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2040（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.396%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X12.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X12.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X12.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2045（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.396%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X15.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X15.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X15.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2050（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.396%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X13.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X13.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X13.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2055（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.396%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X16.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X16.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X16.pdf

投資信託 バランス
ターゲッ
ト・デート
型

パッシブ
マイターゲット2060（確定拠出年
金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

-
0.396%-
0.352%

なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X17.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X17.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X17.pdf

投資信託 バランス
リスク・コ
ントロー
ル型

アクティ
ブ

野村ＤＣ運用戦略ファンド(マイル
ド)

野村ア
セットマ
ネジメント

- 0.66% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101X10.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101X10.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101X10.pdf

投資信託 バランス
リスク・コ
ントロー
ル型

アクティ
ブ

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
アセットマ
ネジメント
One

- 1.21% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147Z15.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147Z15.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147Z15.pdf

投資信託 国内株式
インデッ
クス
（TOPIX）

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

- 0.63% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101A02.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101A02.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101A02.pdf

投資信託 国内株式
インデッ
クス
（TOPIX）

パッシブ
インデックスファンドＴＯＰＩＸ(日本
株式)

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.68% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911N01A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911N01A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911N01A.pdf

投資信託 国内株式
インデッ
クス
（TOPIX）

パッシブ
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファ
ンド＜ＤＣ年金＞

アセットマ
ネジメント
One

- 0.24% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911102B.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911102B.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911102B.pdf

投資信託 国内株式
インデッ
クス（日
経225）

パッシブ
ニッセイ日経225インデックスファ
ンド

ニッセイ
アセットマ
ネジメント

- 0.28% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099129A01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9129A01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099129A01.pdf

投資信託 国内株式
インデッ
クス（日
経225）

パッシブ たわらノーロード日経225
アセットマ
ネジメント
One

- 0.19% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147A17.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147A17.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147A17.pdf

投資信託 国内株式 グロース
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

- 1.68% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099111984.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9111984.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099111984.pdf

投資信託 国内株式
中小型株
式

アクティ
ブ

ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜Ｄ
Ｃ年金＞

アセットマ
ネジメント
One

- 1.71% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099126A01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9126A01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099126A01.pdf

投資信託 外国株式
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ
インデックスファンド海外株式ヘッ
ジなし（ＤＣ専用）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.15% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911102C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911102C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911102C.pdf

投資信託 外国株式
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ たわらノーロード先進国株式
アセットマ
ネジメント
One

- 0.11% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147Z18.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147Z18.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147Z18.pdf

投資信託 外国株式
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ
ＤＣ外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

- 0.88% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911501A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911501A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911501A.pdf

投資信託 外国株式
インデッ
クス（新
興国）

パッシブ
インデックスファンド海外新興国
（ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ）株式

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.37% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099102Z16.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9102Z16.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099102Z16.pdf

投資信託 外国株式 バリュー
アクティ
ブ

インベスコ 世界厳選株式オープ
ン＜為替ﾍｯｼﾞあり＞(毎月決算)

インベス
コ・アセッ
ト・マネジ
メント

- 1.90%
売却時
0.3%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099111991.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9111991.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099111991.pdf

投資信託 外国株式 バリュー
アクティ
ブ

インベスコ 世界厳選株式オープ
ン＜為替ﾍｯｼﾞなし＞(毎月決算)

インベス
コ・アセッ
ト・マネジ
メント

- 1.90%
売却時
0.3%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099112991.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9112991.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099112991.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911802C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911802C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911702C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911702C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911602C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911602C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911502C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911502C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911701A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911701A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147X04.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147X04.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147X05.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147X05.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147X06.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147X06.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099179X03.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099179X03.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099114007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099114007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099115007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099115007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099116007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099116007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099117007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099117007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099118007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099118007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X11.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X11.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X14.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X14.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X12.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X12.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X15.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X15.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X13.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X13.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X16.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X16.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X17.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X17.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X10.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101X10.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Z15.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Z15.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101A02.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101A02.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911N01A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911N01A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911102B.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911102B.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099129A01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099129A01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147A17.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147A17.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099111984.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099111984.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099126A01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099126A01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911102C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911102C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Z18.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Z18.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911501A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911501A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099102Z16.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099102Z16.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099111991.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099111991.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099112991.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099112991.pdf


商品種別
商品分類
1

商品分類
2

運用手法
区分

運用商品名
商品提供
機関／運
用会社

中途解約
利率・解
約控除の
有無

信託報酬
率（年率
／税込）

信託財産
留保額

商品情報リンク リターン／利率実績表リンク 月次レポートリンク

投資信託 外国株式 バリュー
アクティ
ブ

ひふみ年金
レオス・
キャピタ
ルワーク

- 0.84% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009919CZ01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
919CZ01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009919CZ01.pdf

投資信託 外国株式 グロース
アクティ
ブ

大和住銀ＤＣ外国株式ファンド

三井住友
ＤＳアセッ
トマネジメ
ント

- 2.00% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099122Z01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9122Z01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099122Z01.pdf

投資信託 外国株式
スタイル
ミックス

アクティ
ブ

損保ジャパンーＴＣＷ外国株式
ファンドＡコース(為替ヘッジあり)

ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 2.09%
売却時
0.3%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099111995.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9111995.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099111995.pdf

投資信託 外国株式
スタイル
ミックス

アクティ
ブ

損保ジャパンーＴＣＷ外国株式
ファンドＢコース(為替ヘッジなし)

ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 2.09%
売却時
0.3%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099112995.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9112995.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099112995.pdf

投資信託 国内債券
インデッ
クス（総
合）

パッシブ インデックスファンド日本債券
日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.50%
売却時
0.1%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911B01A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911B01A.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911B01A.pdf

投資信託 国内債券
インデッ
クス（総
合）

パッシブ
ＤＣ日本債券インデックス・オープ
ンＳ

三井住友
トラスト・
アセットマ
ネジメント

- 0.18% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099164B02.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9164B02.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099164B02.pdf

投資信託 国内債券
インデッ
クス（国
債）

パッシブ
野村日本国債インデックスファン
ド（確定拠出年金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

- 0.33% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101B03.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101B03.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101B03.pdf

投資信託 国内債券  
アクティ
ブ

損保ジャパン日本債券ファンド
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 0.61%
売却時
0.1%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099112007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9112007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099112007.pdf

投資信託 国内債券  
アクティ
ブ

シュローダー年金運用ファンド日
本債券

シュロー
ダー・イン
ベストメン
ト・マネジ
メント

- 0.65% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099120B01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9120B01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099120B01.pdf

投資信託 国内債券
物価連動
国債

アクティ
ブ

ＤＣダイワ物価連動国債ファンド
大和ア
セットマ
ネジメント

- 0.44% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099104B01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9104B01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099104B01.pdf

投資信託 外国債券
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ
インデックスファンド海外債券ヘッ
ジなし（ＤＣ専用）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.15% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911302C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911302C.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911302C.pdf

投資信託 外国債券
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ
インデックスファンド海外債券ヘッ
ジあり（ＤＣ専用）

日興ア
セットマ
ネジメント

- 0.18% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099102Y15.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9102Y15.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099102Y15.pdf

投資信託 外国債券
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ
ダイワ投信倶楽部外国債券イン
デックス

大和ア
セットマ
ネジメント

- 0.72% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099114004.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9114004.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099114004.pdf

投資信託 外国債券
インデッ
クス（先
進国）

パッシブ たわらノーロード先進国債券
アセットマ
ネジメント
One

- 0.19% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147Y19.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147Y19.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147Y19.pdf

投資信託 外国債券
高格付資
源国債券

アクティ
ブ

ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン
＜ＤＣ年金＞

アセットマ
ネジメント
One

- 1.10%
売却時
0.2%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099147Y10.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9147Y10.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099147Y10.pdf

投資信託 外国債券  
アクティ
ブ

損保ジャパン外国債券ファンド
ＳＯＭＰＯ
アセットマ
ネジメント

- 0.99%
売却時
0.1%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099113007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9113007.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099113007.pdf

投資信託 外国債券  
アクティ
ブ

グローバル・ボンド・オープンIM

モルガ
ン・スタン
レー・イン
ベストメン
ト・マネジ
メント

- 1.27%
売却時
0.3%

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_009911298B.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
911298B.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_009911298B.pdf

投資信託 その他 国内REIT パッシブ
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ファンド＜ＤＣ年金＞

アセットマ
ネジメント
One

- 0.55% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099108D01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9108D01.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099108D01.pdf

投資信託 その他 国内REIT
アクティ
ブ

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

- 1.05% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101D08.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101D08.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101D08.pdf

投資信託 その他 海外REIT パッシブ
野村世界ＲＥＩＴインデックスファン
ド（確定拠出年金向け）

野村ア
セットマ
ネジメント

- 0.36% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099101W07.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9101W07.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099101W07.pdf

投資信託 その他 海外REIT パッシブ
DCダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
デックスファンド

大和ア
セットマ
ネジメント

- 0.34% なし
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/guide/jpn/S_J
PN_0099104W05.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/return/FR_009
9104W05.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/d
sheet/D_0099104W05.pdf

https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009919CZ01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009919CZ01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099122Z01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099122Z01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099111995.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099111995.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099112995.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099112995.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911B01A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911B01A.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099164B02.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099164B02.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101B03.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101B03.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099112007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099112007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099120B01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099120B01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099104B01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099104B01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911302C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911302C.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099102Y15.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099102Y15.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099114004.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099114004.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Y19.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Y19.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Y10.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099147Y10.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099113007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099113007.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911298B.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_009911298B.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099108D01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099108D01.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101D08.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101D08.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101W07.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099101W07.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099104W05.pdf
https://www.rk.sjdc.co.jp/401k/dsheet/D_0099104W05.pdf

