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投資信託のラインアップを拡充

中央三井信託銀行

特別勘定終身年金タイプの変額個人年金保険のラインアップを拡充
中央三井信託銀行では、「セカンドライフ

における定期的な収入を確保しておきたい」

といったお客さまのニーズにお応えするため、

最短1年後から一生涯の年金が受け取れる

特別勘定終身年金タイプの変額個人年金保

険を新たに2商品＊追加しました。

＊平成20年8月よりアクサ フィナンシャル生命保険株式
会社の「アンスウィート」、平成20年10月よりハートフォー
ド生命保険株式会社の「ブリランテ」の取り扱いを開始
しました。

今後も商品ラインアップの更なる強化を図

り、お客さまのニーズにきめ細かくお応えし

ていきます。

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7月より、世界のインフラ株式と

海外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「世界インフラ株式・

債券分散ファンド（愛称：虹のアトリエ）」（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。また、平成20年9月に

は新興国を中心とする世界の高金利通貨建

債券に分散投資する「高金利通貨ファンド」（設

定・運用：新光投信株式会社）の取り扱いを開

始しました。
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資産運用セミナー

投信ラップ口座の取り扱い開始
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。

「中央三井のプライベート・ラップ」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は、資産配分

の策定について、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。

個人金融資産の『貯蓄から投資へ』の流れ

の中で、長期運用・分散投資の考え方に基づき、

お客さまのお考えを踏まえた適切な運用提案

を行うこ

とで、お客

さまのニー

ズにお応

えしてい

きます。

中央三井信託銀行では、個人のお客さまを

対象に資産運用に関する様々なセミナーを開

催しています。

平成20年6月から8月には、「平日は銀行に

行けない」というお客さまの声にお応えして、「土・

日アカデミー」と題したセミナーを全国の支

店で開催し、昨今の世界経済を取り巻く情勢

や資産運用における基本的な考え方など、お

客さまのお役に立てるテーマを取り上げました。

また、平成20年9月には、団塊の世代のみな

さまを対象に、名古屋・大阪・東京・横浜の4都

市にて、著名人による講演と資産運用に関す

るパネルディスカッションとの二部構成の大規

模セミナーを開催し、1,400名ものお客さま

にご来場いただきました。

今後も、資産運用に関する情報提供の場と

なるよう、様々なセミナーを開催し、お客さま

に価値あ

るサービ

スの提供

を目指し

ます。

14



2008

15

テレビコマーシャルの実施

コンサルプラザ開設
中央三井信託銀行では、平成20年8月に

千葉県柏市・JR柏駅前に「コンサルプラザ柏

（松戸支店柏出張所）」を、同年9月には東京

都世田谷区・京王線千歳烏山駅前に「コンサ

ルプラザ千歳烏山（新宿西口支店千歳烏山

出張所）」をそれぞれ新規開設しました。

両コンサルプラザとも、オープン記念キャ

ンペーンやセミナーは連日大盛況で、残暑厳

しい中、いままでお取引のなかったお客さま

にも多数ご利用いただき、大変ご好評をいた

だきました。

また、同年10月には、奈良県・近鉄学園前

に「コンサルプラザ学園前（難波支店学園前

出張所）」を新規開設し、同店の出店により、

コンサルプラザは全国に25ヵ店を数えるこ

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。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。
コンサルプラザ千歳烏山

コンサルプラザ柏

中央三井信託銀行では、平成20年4月から、

約6年ぶりとなるテレビコマーシャル（CM）

を放映しています。

4～5月は「ご退職金用特別金利定期預金」、

6～7月は「住宅担保型カードローン（α‐style）」

を紹介するCMを放映し、7月以降は新たに2

種類のイメージCM（「資産運用編」と「遺言・

相続編」）を放映しています。いずれのCMに

もイメージキャラクターである役所広司さん

を起用して、認知度向上とイメージ浸透を図っ

ています。今後も様々な広告媒体を通じて、

中央三井信託銀行の認知度向上と業務のPR

を行っていく

予定です。
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リバースモーゲージの取り扱い

住宅担保型カードローン（α－style）の取り扱い
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、平

成20年4月からは、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（平成20年12月現在）と

するなど、使い勝手の良い商品となっています。

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

宅ローンの繰上返済

手数料が無料になる

など、利用特典も充実

した商品となっていま

す。

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

会社による賃貸にて自宅を有効利用すること

も可能となるなど、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。
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株式実務に関する書籍を出版

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、不動産関連ビジネ

スに積極的に取り組んでいます。中でも不動

産ファンド・Jリート（日本版不動産投資信託）

関連ビジネスについては専門部署を設置し、

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の受託業務をはじめ、各

種コンサルティング業務、Jリートの資産保管

業務・投資主名簿管理業務などに注力してい

ます。

不動産管理処分信託受託業務では受託資

産残高が着実に増加し、平成20年9月末現

在で約5．2兆円に達しています。また、Jリー

ト関連業務では、複数の上場投資法人の設立

企画に参画するとともに、上場42投資法人

のうち14投資法人より資産保管業務などを

受託しています。

加えて、これまで培った豊富なノウハウを

基に、私募ファンド組成に関するコンサルティ

ング業務や、年金基金に対する投資助言業務

なども積極的に推進しています。

中央三井信託銀行は、企業の株主総会・株

式実務の担当者を対象として、平成20年2

月に『平成20年版 株式実務 株主総会のポ

イント』、同年3月に『定時株主総会―実務対

応のすべて―』、同年6月に『株主総会 取締

役会 監査役会 議事録作成の実務』を出版し

ました。最新の制度改正やモデル例などを踏

まえて解説し、執筆陣の実務経験を活かした

内容となっています。

また、平成21年1月5日より実施される株

券電子化制度についても、実務対応の解説記

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20年3月発行
『定時株主総会 ―実務対応のすべて―』
（第一法規）

平成20年6月発行
『株主総会 取締役会 監査役会 議事録作成の実務』
（清文社）

平成20年2月発行
『平成20年版 株式実務 株主総会のポイント』
（財経詳報社）
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年金制度管理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は、平成20年9

月に厚生年金基金管理システムをリニューア

ルし、「厚生年金基金ネットサービス」のご提

供を開始しました。

リニューアル後のシステムは、厚生年金基

金さまのパソコンからインターネット経由で

ご利用いただけます。

この新システムにより厚生年金基金さまは

インターネットにてご加入者のデータの登録・

照会・ダウンロードなどの作業ができる他、ご

加入者の年金のお支払いなどにあたっては、

年金額などの試算・手続き書類の作成などを

即時に行うことができます。

これからも、お客さまにとってより一層利

便性の高いシステムとなるよう、新たなサー

ビスの付加などに努めていきます。

企業年金の運用委託機関として高評価を獲得

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19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

平成13年より公表しているマーサーMPA

アワード2008を、国内株式の2ファンドで受

賞しました。これらは、資産運用力や運用コ

ンサルテーションへの取り組みがお客さまか

ら支持され、高く評価されたものと自負して

います。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。
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確定拠出年金業務のサービス向上への取り組み
確定拠出年金（DC）制度は、ご加入者個々

人の選択により資産運用を行う制度のため、

投資になじみのないご加入者にも投資の重

要性を理解していただくことが必要であり、

DC実施事業主さまはご加入者に対して投資

教育を行う必要があります。

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を行う一方で、企業の

投資教育の効率を高めることを目的にご加

入者の投資傾向を把握・分析するための情報

提供サービスも展開しています。

さらに、オプションサービスとして、DCご

加入者のDC積立予想額だけでなく、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サービスをご

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、

マネーシミュレーション機能によりご加入者

のライフプラン・マネープランの検討などに

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

中央三井アセットマネジメントでは、投資

信託マーケットにおけるプレゼンスの拡大を

図るため、中央三井信託銀行による商品の販

売に加え、地方銀行やインターネット系証券

会社、更には大手証券会社での商品の取り扱

いも積極的に推進しています。

平成20年5月には日興コーディアル証券

株式会社のSMA（Separately Managed 

Account：資産運用口座）において「中央三

井日本債券インデックスファンド（SMA専用）」

の取り扱いが始まりました。また、東海東京証

券株式会社のSMAでもファンド2本の追加

採用が決定しました。

加えて、株式会社ゆうちょ銀行で取り扱って

いる三井住友海上メットライフ生命保険株式

会社の変額年金保険の投資対象としても、中

央三井アセットマネジメントが設定・運用するファ

ンドが選定されているなど、一層の残高増加

に向けて幅広く販路の拡大を進めています。

また、特に当期は、投資環境を踏まえて、投

資家のみなさまへのセミナーや各販売会社

ご担当者への勉強会を全国各地でのべ600

回以上開催するなど、情報発信にも注力しま

した。

今後とも、投資家のみなさまの多様なニー

ズに応じた商品を、幅広いチャネルで提供し

ていきます。

ホームページのコンテンツ充実

中央三井アセットマネジメントでは、ホームページ上での
情報提供力の強化に取り組んでいます。新コンテンツとして、
「マーケット情報」をリリースし、主要な株式指標や国債利回
り、為替レートなどの情報提供を開始しました。
また、毎月Monthly Reviewと題した「市場の概況と見通

し」や「経済概観」など定期レポートの充実や、お客さまの利
便性向上を目的としたデザインや配置の変更も適宜行ってい
ます。
今後も、ホームページを通じて、お客さまに役立つ情報提
供を行っていきます。
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投資家のみな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みなさまを中心に拡

大しつつあります。

中央三井キャピタルは、プライベートエク

イティファンド＊として、「中央三井ファンドオ

ブファンズ第二号投資事業有限責任組合」お

よび「中央三井プライベートエクイティパート

ナーズ第七号投資事業組合」を設立し、金融

機関や年金基金などの投資家のみなさまに

分散投資機会を提供しています。

プライベートエクイティ分野への投資は、

今後も金融資産（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

資家のみな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
を目的としたファンドなどのこと。

メザニンマーケットにおけるトッププレーヤー

中央三井キャピタル

米国のサブプライムローン問題に端を発し

た金融不安は、世界的なM&A市場に影響を

与えたものの、企業の競争戦略としてM&A

が一般化するなど、日本におけるM&Aの潜

在的ニーズは依然底堅く、その資金調達手段

の一つであるレバレッジファイナンス＊1は多

様化する傾向にあります。

中央三井キャピタルでは、レバレッジファイ

ナンスの中でも、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、日本国内のみならず、アジアを中心

とした海外メザニンファイナンスへの取り組

みも積極的に検討していきます。

＊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。
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