お知らせ
2017 年 7 月 31 日
株式会社ゆうちょ銀行

の取り扱いが ゆうちょ でもっと便利に!!
「①商品ラインアップ拡充」
「②信託報酬引き下げ」
平素はゆうちょ銀行をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2017年10月3日(火)から、iDeCo(個人型確定拠出年金)「ゆうちょAプラン」において、長期の
資産形成に適した新たな投資信託商品の取り扱いを開始するとともに、一部投資信託商品の
運用管理費用（信託報酬）を引き下げますのでお知らせいたします。
今後とも、お客さまのライフプランや資産運用ニーズを踏まえた長期安定的な資産形成の
お手伝いを行ってまいります。
1

投資信託の新商品追加および一部投資信託商品の費用引き下げ

(1) 新たに取り扱いを開始する商品（詳細は別紙1をご参照ください。）
ファンドの名称

商品分類

運用会社

JP4 資産バランスファンド（DC）

追加型投信／内外／
資産複合

JP 投信株式会社

JP 日米バランスファンド（DC）

追加型投信／内外／
資産複合

JP 投信株式会社

リスク抑制世界 8 資産バランスファンド(DC)
【愛称：しあわせの一歩(DC)】

追加型投信／内外／
資産複合

アセットマネジメント One 株式会社

野村世界 6 資産分散投信(DC)
安定コース／インカムコース／成長コース

追加型投信／内外／
資産複合／インデックス型

野村アセットマネジメント株式会社

追加型投信／内外／
資産複合／インデックス型

野村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ファンド L

追加型投信／海外／
株式／インデックス型

三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社

J リートインデックスファンド(DC)

追加型投信／国内／
不動産投信／インデックス型

アセットマネジメント One 株式会社

追加型投信／海外／
不動産投信／インデックス型

アセットマネジメント One 株式会社

野村資産設計ファンド(DC）2030／2040／2050
【愛称：未来時計 DC2030、未来時計 DC2040、
未来時計 DC2050】

DIAM 外国リートインデックスファンド
＜DC 年金＞【愛称：世界不動産物語】

(2) 運用管理費用（信託報酬）を引き下げる商品（詳細は別紙 2 をご参照ください。）
運用管理費用

ファンドの名称

商品分類

運用会社

日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）

追加型投信／国内／
債券／インデックス型

日興アセット
マネジメント株式会社

0.27％
※
（▲0.216％）

追加型投信／海外／
債券／インデックス型

日興アセット
マネジメント株式会社

0.30456％
※
（▲0.41904％）

追加型投信／国内／
株式／インデックス型

日興アセット
マネジメント株式会社

0.27216％
※
（▲0.28944％）

【愛称：ゆうちょ DC 日本債券インデックス】
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）
【愛称：ゆうちょ DC 海外債券インデックス】
TOPIX インデックスファンド（個人型年金向け）
【愛称：ゆうちょ DC TOPIX インデックス】

（信託報酬）（税込）

※ 引き下げ率を記載しています。

(3) 取り扱い開始日および引き下げ適用日
2017年10月3日（火）
※ スイッチングによるご購入は、2017 年 10 月 3 日（火）からご利用いただけます。
掛金の運用割合変更による新商品のご指定は、2017 年 11 月 10 日（金）からご利用いただけます。
この場合、最短で 2017 年 10 月分の掛金（2017 年 11 月 27 日（月）に指定口座から引き落とし）
から反映します。

ゆうちょ投資信託ｷｬﾗｸﾀｰ
「ますますくん」

【お客さまのお問い合わせ先】
確定拠出年金コールセンター
0120-401-034（一般照会用）
0120-401-309（ゆうちょ A プラン加入者専用照会用）
月曜日〜金曜日 9:00〜21:00
土曜日・日曜日 9:00〜17:00
（祝日、振替休日、12 月 31 日〜1 月 3 日を除きます。
）

iDeCo 普及推進ｷｬﾗｸﾀｰ
「イデコちゃん」

（別紙 1）

新たに取り扱いを開始するファンド
リスク抑制世界８資産バランス
ファンド（ＤＣ）
【愛称：しあわせの一歩（ＤＣ）
】
アセットマネジメントＯｎｅ
株式会社

野村世界６資産分散投信（ＤＣ）
安定コース/インカムコース/
成長コース
野村アセットマネジメント
株式会社
追加型投信/内外/資産複合/
インデックス型

商品名称

ＪＰ４資産バランスファンド
（ＤＣ）

ＪＰ日米バランスファンド
（ＤＣ）

運用会社

ＪＰ投信株式会社

ＪＰ投信株式会社

商品分類

追加型投信/内外/資産複合

追加型投信/内外/資産複合

主として、日本および先進国の株
式、債券への投資を通じて、国内外
の株式・債券へ分散投資することに
より、安定的な収益の確保と投資信
託財産の中長期的な成長を目指すフ
ァンドです。

主として、日本および米国の債券
を中心に、日本および米国の株式へ
も分散投資することにより、安定的
な収益の確保と投資信託財産の中長
期的な成長を目指すファンドです。
実質組入外貨建資産については、原
則として対円で為替ヘッジを行い、
為替変動リスクの低減を図ります。

世界の株式、債券、REIT（新興国
国内および外国の債券、株式、不
含む 8 資産）のマザーファンド（イ
動産投資信託証券（REIT）の 6 資産
ンデックスファンド）に分散投資し、
に、バランス良く分散投資を行いま
機動的に資産配分比率を変更しま
す。
す。

なし

なし

なし

なし

ファンドの概要

購入時手数料
(税込)

運用管理費用
（信託報酬）
（税込）

信託財産留保額

主なリスク

決算日
(休業日の場合
は翌営業日)

追加型投信/内外/資産複合

純資産総額に対して年率 0.2052％
実質的な運用管理費用：
0.33156％程度

純資産総額に対して年率 0.2052％
実質的な運用管理費用：
0.44496％程度

純資産総額に対して年率 0.6372％

【安定コース】
純資産総額に対して年率 0.3348％
【インカムコース】
純資産総額に対して年率 0.378％
【成長コース】
純資産総額に対して年率 0.4212％

なし

なし

なし

なし

①価格変動リスク
②為替変動リスク
③信用リスク
④カントリーリスク

①価格変動リスク
②信用リスク
③為替変動リスク
④カントリーリスク

①資産配分リスク
②株価変動リスク
③金利リスク
④リートの価格変動リスク
⑤為替リスク
⑥信用リスク
⑦流動性リスク
⑧カントリーリスク

①株価変動リスク
②リートの価格変動リスク
③債券価格変動リスク
④為替変動リスク

毎年 1 月 15 日

毎年 2 月 15 日

毎年 1 月 11 日

毎年 7 月 10 日

商品名称

野村資産設計ファンド（ＤＣ）
2030/2040/2050
【愛称：未来時計ＤＣ2030、
未来時計ＤＣ2040、未来時計ＤＣ2050】

運用会社

野村アセットマネジメント株式会社

商品分類

ファンドの概要

追加型投信/内外/
資産複合/インデックス型
国内および外国の債券、株式、不動
産投資信託証券（REIT）等の資産に分
散投資し、信託財産の長期的な成長を
目的に運用を行います。
各ファンドは、
2030 年・2040 年・2050 年をターゲッ
トイヤー（安定運用開始時期）とし、
定期的に基本投資割合を変更し、ター
ゲットイヤーに近づくにしたがって、
リスクを徐々に減らすことを基本とし
ます。

ＤＩＡＭ外国リート
インデックスファンド
＜ＤＣ年金＞
【愛称：世界不動産物語】
アセットマネジメントＯｎｅ
株式会社
追加型投信/海外/不動産投信/
インデックス型

ＤＣ外国株式インデックス
ファンド L

Ｊリートインデックス
ファンド（ＤＣ）

三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社
追加型投信/海外/株式/
インデックス型

アセットマネジメントＯｎｅ
株式会社
追加型投信/国内/不動産投信/
インデックス型

日本を除く世界の主要国の株式に
分散投資を行い、MSCI コクサイ・イ
ンデックス（配当込み、円ベース）と
連動する投資成果を目標として運用
を行います。

マザーファンドを通じて国内の不
動 産投 資 信 託 証券 に 投 資し 、 東証
REIT 指数（配当込み）の値動きに連
動する投資成果を目指して運用を行
います。

マザーファンドを通じて日本を除
く世界各国の不動産投資信託証券に
投資し、S&P 先進国 REIT インデック
ス（除く日本、円換算ベース、配当込
み、為替ヘッジなし）の値動きに連動
する投資成果をめざして運用を行い
ます。

購入時手数料
(税込)

なし

なし

なし

なし

運用管理費用
（信託報酬）
（税込）

【安定運用開始前】
純資産総額に対して年率 0.4536％
【安定運用開始後】
純資産総額に対して年率 0.4104％

純資産総額に対して年率 0.27％

純資産総額に対して年率 0.54％

純資産総額に対して年率 0.5724％

なし

解約約定日の基準価額に 0.2％を
乗じた額

なし

なし

①株価変動リスク
②リートの価格変動リスク
③債券価格変動リスク
④為替変動リスク

①株価変動リスク
②為替変動リスク
③信用リスク

①Ｊリートの価格変動リスク
②金利リスク
③信用リスク
④流動性リスク

①リートの価格変動リスク
②為替リスク
③金利リスク
④流動性リスク
⑤信用リスク

毎年 6 月 22 日

毎年 10 月 24 日

毎年 1 月 11 日

毎年 1 月 11 日

信託財産留保額

主なリスク

決算日
(休業日の場合
は翌営業日)

（別紙 2）

運用管理費用（信託報酬）を引き下げる商品
日本債券インデックスファンド
（個人型年金向け）

海外債券インデックスファンド
（個人型年金向け）

ＴＯＰＩＸインデックスファンド
（個人型年金向け）

【愛称：ゆうちょＤＣ 日本債券インデックス】

【愛称：ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス】

【愛称：ゆうちょＤＣ ＴＯＰＩＸインデックス】

運用会社

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

日興アセットマネジメント株式会社

商品分類

追加型投信/国内/債券/インデックス型

追加型投信/海外/債券/インデックス型

追加型投信/国内/株式/インデックス型

ファンドの概要

わが国の債券市場の動きをとらえるこ
とを目標に、NOMURA-BPI 総合の動きに連
動する投資成果を目指して運用を行いま
す。

世界の主要国の債券市場の動きをとら
わが国の株式市場全体の動きをとらえ
えることを目標に、シティ世界国債インデ
ることを目標に、TOPIX（東証株価指数）
ックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
の動きに連動する投資成果を目指して運
の動きに連動する投資成果を目指して運
用を行います。
用を行います。

購入時手数料
(税込)

なし

なし

なし

運用管理費用
（信託報酬）
（税込）

純資産総額に対して年率 0.27％

純資産総額に対して年率 0.30456％

純資産総額に対して年率 0.27216％

なし

なし

なし

①価格変動リスク
②流動性リスク
③信用リスク

①価格変動リスク
②流動性リスク
③信用リスク
④為替変動リスク

①価格変動リスク
②流動性リスク
③信用リスク

毎年 10 月 26 日

毎年 10 月 26 日

毎年 2 月 12 日

商品名称

信託財産留保額

主なリスク

決算日
(休業日の場合は
翌営業日)

（参考）2017 年 10 月 3 日（火）からの iDeCo「ゆうちょ A プラン」商品ラインアップ一覧
商品分類

バランス
（資産複合）

商品名称

運用会社

元本変動型商品（投資信託）

JP4 資産バランスファンド（DC）

※1

JP 投信株式会社

野村世界 6 資産分散投信（DC）
安定コース／インカムコース／成長コース

※1

野村アセットマネジメント株式会社

リスク抑制世界 8 資産バランスファンド（DC）

※1

アセットマネジメント One 株式会社

JP 日米バランスファンド（DC）

※1

JP 投信株式会社

野村資産設計ファンド(DC）2030／2040／2050

※1

野村アセットマネジメント株式会社

※2

アセットマネジメント One 株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・
マネジメント株式会社
日興アセットマネジメント株式会社

MHAM スリーウェイオープン
ダ・ヴィンチ
国内債券
海外債券

日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）

※2

日興アセットマネジメント株式会社
ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジなし）
TOPIX インデックスファンド（個人型年金向け）

国内株式

野村アセットマネジメント株式会社

野村日本債券ファンド（確定拠出年金向け）

※2

日興アセットマネジメント株式会社

ニッセイ日本株ファンド

ニッセイアセットマネジメント株式会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン（確定拠出年金専用ファンド）

大和証券投資信託委託株式会社

フィデリティ・日本成長株・ファンド

国内リート

J リートインデックスファンド（DC）

※1

フィデリティ投信株式会社
三井住友トラスト・アセット
マネジメント株式会社
ステート・ストリート・グローバル・
アドバイザーズ株式会社
アセットマネジメント One 株式会社

海外リート

DIAM 外国リートインデックスファンド＜DC 年金＞

※1

アセットマネジメント One 株式会社

DC 外国株式インデックスファンド L

※1

海外株式
ステート・ストリート DC 外国株式インデックス・オープン

定額貯金
元本確保型商品

定期貯金

通常貯金

確定拠出年金定額貯金

−

確定拠出年金定期貯金（1 年）

−

確定拠出年金定期貯金（3 年）

−

確定拠出年金定期貯金（4 年）

−

三井住友信託 DC 固定定期 5 年

−

三井住友信託 DC 変動定期 5 年

−

確定拠出年金専用定期預金「ベストテン」

−
−

確定拠出年金通常貯金

※1 新たに取り扱いを開始する商品
※2 運用管理費用（信託報酬）を引き下げる商品

