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中央三井信託銀行

投資信託のラインアップを拡充

投信ラップ口座の取り扱い
中央三井信託銀行では、個人のお客さま向

けの資産運用商品「中央三井のプライベート・
ラップ」を取り扱っています。
この商品は、1,000万円以上の契約財産を
対象に、お客さまと投資一任契約を結び、投資
信託を投資対象として、基本運用プランの策定、
組み入れファンドの選定、売買の執行、運用成
果のレポーティングなどのサービスを一括し
て提供する商品です。
具体的な投資判断にあたって、資産配分の
策定については、国内最大級の資産運用マネー
ジャーである中央三井アセット信託銀行を、ま
た組み入れファンドの選定については、投資信

託のグローバルな評価機関として定評のある
モーニングスターグループのモーニングスター・
アセット・マネジメント株式会社を、それぞれ
投資助言会社として活用し、運用環境が不透
明な中にあっても、プロの運用ノウハウを享受
できる商品
としてご好
評をいただ
いています。

中央三井信託銀行では、市場のグローバル
化とともにより一層多様化するお客さまのニー
ズにお応えするために、投資信託の商品ライ
ンアップ拡充に取り組んでいます。
平成20年12月より、オーストラリア・ドル建

て、ニュージーランド・ドル建ての債券に分散投
資し、毎月の収益分配金の受け取りが期待でき
る「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン
（愛称：杏の実）」（設定・運用：大和証券投資信
託委託株式会社）の取り扱いを開始しました。
また、平成21年2月には日経225に採用され
ている銘柄への投資を通じて、同指数と連動

する投資成果を目指し、基準価額が一定価額
（12,000円）以上となった場合には、原則と
して1ヵ月以内に繰上償還する「日経225イン
デックスファンド（繰上償還条件付）09－02（愛
称：のぼるく
ん09－02）」
（設定・運用：
中央三井ア
セットマネジ
メント）の取
り扱いを開
始しました。
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年金原資保証型の変額個人年金保険のラインアップを拡充

遺言関連業務において生命保険会社と業界初の提携
「大切な財産を円滑に承継させたい」「お
世話になった方のために財産の一部を遺したい」
といったご希望をかなえるには、遺言書を作
成するのがもっとも確実な方法です。
中央三井信託銀行では、法務・税務などを

踏まえた視点から財産を円滑に引き継ぐため
の遺言書作成のコンサルティングを行い、遺
言書を保管し、相続発生後に遺言の内容を確
実に実現する（遺言執行）など、トータルなサー
ビス「遺言信託」を提供しています。
また、遺言書が残されていなかった相続に
ついて、遺言の調査や個々の財産の名義書換

など、ご相続人にとって負担の多い相続手続
きを代行する「遺産整理業務」もお引き受け
しています。
中央三井信託銀行では、平成20年11月、

これらのサービスを幅広く提供することを目
的として、プルデンシャル生命保険株式会社と
「遺言信託並びに遺産整理の取次業務に関す
る契約」を締結しました。保険会社による信託
業務の取次ぎは、平成20年3月に保険業法施
行規則の一部が改正されたことによって可能
となったもので、今回の契約締結は生命保険
会社と信託銀行との間では初の試みとなります。

中央三井信託銀行では、平成20年11月より、
運用期間が最短5年の変額個人年金保険「ファ
イブテン」（引受保険会社：T＆Dフィナンシャ
ル生命保険株式会社）の取り扱いを、また、平
成21年2月より、お客さまがあらかじめ設定
した資産運用の目標値に基づき、運用成果を
自動的に確保する機能がある変額個人年金保
険「ハッピーレター」（引受保険会社：三井住
友海上メットライフ生命保険株式会社）の取り
扱いを開始しました。
どちらの商品も、運用期間満了時の年金原
資（一括受取可）を100％最低保証するといっ

た特徴があり、「将来の年金資金を確実に確
保したい」といったお客さまのニーズにお応
えできる商品となっています。
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コンサルプラザ開設
中央三井信託銀行では、コンサルティング
特化型店舗「コンサルプラザ」の新規出店を
積極的に推進しています。
平成20年度は「コンサルプラザ柏（松戸支

店柏出張所）」、「コンサルプラザ千歳烏山（新
宿西口支店千歳烏山出張所）」、「コンサルプ
ラザ学園前（難波支店学園前出張所）」、「コ
ンサルプラザ西宮北口（梅田支店西宮北口出
張所）」、「コンサルプラザ京都（京都支店内
併設）」の計5ヵ店を新規開設し、既存の22ヵ
店と合わせて全国27拠点にコンサルプラザ
を展開することとなりました。
コンサルプラザは原則として年中無休で、

夜間も営業しており、資産運用やローン、遺言・
相続、不動産など、各種ご相談を無料でお受け
する「身近な生活設計の相談室」です。
中央三井信託銀行では、今後も店舗網の充
実を図ることにより、お客さまの様々な課題を、
信託銀行ならではの幅広いコンサルティング
力でサポートします。

テレビコマーシャルの実施
中央三井信託銀行では、平成20年4月から、

当社イメージキャラクターである俳優役所広
司さんを起用して、約6年ぶりとなるテレビコマー
シャル（CM）を放送しています。
平成21年4月～5月には、映画館でスクリー

ンに映し出されるサラリーマンの退職シーン
を役所さんが見つめ、ご退職された方向けの「特
別金利定期預金」を紹介するCMを放送し、平
成21年6月からは2種類のイメージCM（「資
産運用編」と「遺言・相続編」）を放送してい
ます。
「資産運用編」は、役所さんが鉢植の花を庭
に植え替え、花が庭いっぱいに咲き誇るシー

ンを映し出すことで花に見立てた資産が大き
く育った様子がイメージされるものになって
おり、「遺言・相続編」は、役所さんが亡き父の
残したレコードを聴きつつ昔の思い出に浸るシー
ンを映し出すことで、資産を残すことは思いを
残すことであることを訴求するものになって
います。
今後も様々な
広告媒体を利用
して、当社の認
知度向上と業務
のPRを行って
いく予定です。

コンサルプラザ学園前

コンサルプラザ西宮北口
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住宅担保型カードローン（α－style）の取り扱い

リバースモーゲージの取り扱い
中央三井信託銀行では、高齢者に老後のゆ

とり資金を融資する「リバースモーゲージ」を
取り扱っています。
リバースモーゲージは持家を担保に融資金
を受け取り、利用者の死亡時などに持家の売
却代金などで融資金を一括返済する仕組みで
す。融資金の受け取り方法は、年金のように毎
年一回一定金額を受け取る方法と、設定した
一定の枠内で随時融資金を受け取る方法（呼称：
枠内引出自由型）の二通りから、ニーズに合わ
せた選択が可能となっています。
また、この商品は資金使途自由（事業性資
金は除きます）であり、余暇を楽しむための資
金だけでなく、持家のリフォームや老人ホーム

へ入居する際の入居一時金など様々な資金に
ご利用可能となっています。
その他にも、取引期間中に自宅を空けるこ

ととなった場合は、東急リロケーション株式会
社が留守宅を借受けて第三者に転貸すること
により、自宅を有効利用することも可能にする
など、様々なライフスタイルとゆとりある老後
生活のため
にお役立て
いただける
商品となって
います。

中央三井信託銀行では、将来のライフプラ
ンに応じて必要となる様々な資金に対して幅
広く利用していただける住宅担保型カードロー
ン（α－style）を取り扱っています。
この商品は、住宅ローンのご利用が無い場
合はもちろん、他行で住宅ローンのお借入れ
があってもご利用いただけることに加え、二段
階金利制度を導入し、一段階目（契約当初約1
年間・固定金利）は二段階目（一段階目終了以
降・変動金利）よりも低い金利設定とするなど、
ご利用いただきやすい商品となっています（平

成21年6月現在）。
またその他にも、
中央三井信託銀行
の住宅ローンご利用
に併せてお申し込み・
ご成約となった場合
は、同住宅ローンの
繰上げ返済手数料
が無料になる特典も
加わった商品となっ
ています。
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不動産関連ビジネスへの取り組み
中央三井信託銀行では、企業の財務ソリュー

ションニーズに的確にお応えするため、不動産
の仲介・流動化をはじめ、土地有効活用の提
案や不動産鑑定評価など、様々な切り口から
不動産関連ビジネスに積極的に取り組んでい
ます。
不動産流動化の基本的枠組みの一つであ

る不動産管理処分信託受託業務については、
お客さまのニーズに合わせた流動化スキーム
の提案を行うほか、高品質の受託関連サービ
スを提供しており、受託残高は5.1兆円に達し
ています（平成21年3月末現在）。

また、不動産ファンド関連業務にも注力して
おり、とりわけJリート（日本版不動産投資信託）
関連では、複数の上場投資法人の設立に参画
するとともに、上場41投資法人のうち11法
人から資産保管業務などを受託しています（平
成21年3月末現在）。
加えて、安定的なキャッシュフローを生み出

す収益不動産の取得・運用といった不動産投
資ニーズにお応えするため、豊富な業務経験
をもつスタッフからなる専門部署を設置し、充
実したコンサルティングサービスを行っていま
す。

株式実務に関する書籍を出版
中央三井信託銀行は、企業の株式実務・株
主総会の担当者を対象として、平成21年1月
に『株券電子化後の株式実務』、同年3月に『平
成21年版　株式実務　株主総会のポイント』
を出版しました。これらの書籍は、平成21年1
月に施行された株券電子化制度における最新
の株式実務、株主総会運営についてモデル例
などを踏まえて解説したもので、執筆陣の実
務経験を活かした内容となっています。
また、その他にも株券電子化制度をはじめ

とした株式実務の解説記事を『旬刊商事法務』

や『会社法務A2Z』などの会社法専門誌に多
数寄稿しており、高い評価をいただいています。

平成21年1月刊行
『株券電子化後の株式実務』
（商事法務）

平成21年3月刊行
『平成21年版 株式実務
　　　　株主総会のポイント』
（財経詳報社）
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企業年金の運用委託機関として高評価を獲得

確定拠出年金業務のサービス向上への取り組み

中央三井アセット信託銀行

中央三井アセット信託銀行は、「年金情報」（発
行：格付投資情報センター）が全国の企業年金
基金を対象に実施した平成20年の運用委託
機関に関する評価アンケートにおいて、定量・
定性両面で引き続き高評価をいただき、邦銀
信託銀行中No．1となりました。また、「新たに
採用したい運用会社」として、信託銀行中No．1
の評価をいただいています。
さらに、運用評価会社マーサー ジャパン株
式会社が選定している「マーサーMPAアワー
ド2008」を国内株式の2ファンドで、また、株

式会社格付投資情報センターが選定する「R
＆I ファンド大賞2009」を国内株式の1ファ
ンドでそれぞれ受賞しました。これからもお客
さまの多様なニーズを的確にとらえ、お客さ
まにとっての
「 ベ スト ソ
リューション」
を提供するよ
う努めていき
ます。

確定拠出年金（DC）制度は、ご加入者の方々
それぞれの選択により資産運用を行う制度で
あり、投資になじみの少ないご加入者の方に
も投資についての理解を深めていただくこと
が重要となります。
中央三井アセット信託銀行では、DC制度や
運用方法・商品内容について、ご加入者の方々
に十分に理解していただけるよう、研修・Web
サービス・eラーニングツールなどの様々なメ
ニューを通じて、わかりやすい投資教育サー
ビスをご提供しています。
また、ご加入者が効率的な投資判断を行え
るよう、携帯電話を利用した運用情報提供や、
資産種別毎の利回り情報の提供などのサービ

スも展開しています。
さらに、確定給付企業年金（DB）や退職一
時金の受け取り予想額も加えて試算ができる
オプションサービスもご用意しています。これ
は、DC・DBなどの退職給付制度の管理を一
元的に行える中央三井アセット信託銀行なら
ではのサービスであり、ご加入者のライフプラ
ン・マネープ
ランのご検討
などにも活用
していただけ
るものとなっ
ています。
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販路拡大・情報発信に注力
中央三井アセットマネジメントでは、中央三

井信託銀行をはじめ各販売会社による投資信
託商品の販売を通じた残高の増加に向けて取
り組むとともに、変額年金保険への投資対象
商品の提供などを積極的に推進しています。
投資信託については、地方銀行やインターネッ

ト系証券会社などの新たなチャネルを着実に
増やすとともに、既存の販売チャネルにおい
ては、商品のラインアップの充実を図りました。
また、株式会社ゆうちょ銀行や大手地方銀
行で販売を取り扱う変額年金保険については、

投資対象商品の提供が実現しています。
平成20年度は、世界的な金融資本市場の

混乱を受けて、投資家の皆さまに向けたセミナー
ならびに各販売会社のご担当者を対象とした
勉強会を国内累計で1，100回にわたり開催
するなど、従来にも増して取り扱い商品に関す
る情報発信に注力しました。
今後とも、投資家の皆さまの多様なニーズ

に応じた商品を提供していくとともに、積極的
な情報発信を行っていきます。

中央三井アセットマネジメント

R&Iファンド大賞2009を受賞

中央三井アセットマネジメントの運用するファンドが、「R&I
ファンド大賞2009」において、表彰を受けました。
同賞は格付評価機関であるR&I（株式会社格付投資情報セ

ンター）が毎年主催するファンド表彰制度です。
今回の表彰ではJリートを投資対象とするファンドが投資
信託／国内REIT部門優秀賞を、国内株式を対象とするファ
ンドが確定拠出年金／国内株式部門優秀賞を受賞しました。
　これら受賞したファンドの運用では、中央三井アセット信託
銀行からの投資助言を活用しており、グループの資産運用力
の高さが改めて示されました。



19

トピックス 2009

メザニンマーケットにおけるトッププレーヤー

投資家の皆さまへの良質な分散投資機会の提供
昨今の低迷する株式市場を背景に、株価動
向と相関性の低い投資対象として、プライベー
トエクイティ分野への投資ニーズは、年金基金
などの機関投資家の皆さまを中心に今後も拡
大するものと考えられます。
中央三井キャピタルは、プライベートエクイ

ティ投資＊におけるグローバルな分散投資機
会を提供するファンドオブファンズ、ミドルリス
ク・ミドルリターンの投資機会を提供するメザ
ニンファンドなど、金融機関や年金基金などの
投資家の皆さまに良質な投資機会を提供して
います。　

プライベートエクイティ投資は、今後、金融
資産（投資資産）としての重要性がますます高
まるものと考えられます。中央三井キャピタル
では、これまで培ってきた投資、ファンド運営
の高度なノウハウを活用し、投資家の皆さま
に分散投資機会を提供するため、引き続きファ
ンドの組成を行っていきます。

＊ 未上場株式を取得し、株式上場や第三者への売却によってキャ
ピタルゲインを獲得したり、企業の社債や優先株式を取得し、
利息や配当によって収益を獲得することを目的とした投資。

中央三井キャピタルでは、レバレッジファイ
ナンス＊1の中でも、MBO（マネジメントバイ
アウト）＊2などにおけるメザニンファイナンス
に注力しており、これまでにコバレントマテリ
アル株式会社（旧社名 東芝セラミックス株式
会社）、株式会社コメダ（珈琲所 コメダ珈琲店）
など、数々の投資実績を積み上げています。
中央三井キャピタルでは、わが国のメザニ

ンファイナンスの先駆者として、培ってきた投
資ノウハウや広範なネットワークを最大限活

用し、メザニンファイナンスに積極的に取り組
んでいきます。

＊1 買収者が自身の信用力に依存せずに、買収対象企業のキャッ
シュフロー、もしくは資産などを裏付けとして買収資金の大
半を調達するファイナンス手法。

＊2 企業買収手段の一つで、企業の経営者が当該事業の継続を
前提として、投資ファンドなどのスポンサーと共同で既存オー
ナーや親会社から株式を買い取り経営権を取得するもの。

中央三井キャピタル
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