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一時払終身保険ならびに定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 

投資信託のラインアップを拡充
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、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21年12月より、社債を中心とした日
本の多種多様な債券に分散投資し、毎月の収
益分配金の受け取りが期待できる「ニッセイ
日本インカムオープン（愛称：Jボンド）」（設定・
運用：ニッセイアセットマネジメント株式会社）
の取り扱いを開始しました。
また、平成22年2月には米国ハイイールド
債券に投資し、為替ヘッジを活用した3つの通
貨コースを選べる「PIMCO 米国ハイイール

ド債券 通貨選択型ファンド（円コース、ブラジ
ル・レアルコース、豪ドルコース）＜愛称：ハイイー
ルドプラス（円コース、ブラジル・レアルコース、
豪ドルコース）＞」（設定・運用：中央三井アセッ
トマネジメント株式会社）の取り扱いを開始し
ました。

中央三井信託銀行では、平成21年9月に一
時払終身保険「3増法師」（引受保険会社：明
治安田生命保険相互会社）の取り扱いを開始
しました。この商品は、ご契約時から10年間
は毎年一定の割合で死亡保険金額が増加しま
す。10年経過後時点でも死亡保険金額が増
加し、市場金利の情勢によってはさらに死亡
保険金額の上乗せが期待できます。一度増加
した死亡保険金額は、その後減ることはありま
せん。大切な財産を着実に「ふやして」「のこす」
というお客さまのニーズにお応えした商品となっ
ています。
また、平成22年3月には定額個人年金保険

「エンジョイライフ」（引受保険会社：マスミュー
チュアル生命保険株式会社）の取り扱いを開
始しました。この商品は「すぐに」「最初多めに」
「ずっと」年金を受け取ることができ、「これか
ら、充実したセカンドライフをエンジョイしたい」
というお客さまのニーズにお応えした商品となっ
ています。
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投信ラップ口座
中央三井信託銀行では、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、組入れファンドの選定、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、「中央三井のプライベート・ラップ」
を取り扱っています。
また、平成21年11月からは、契約財産を1
億円以上とした「中央三井のエグゼクティブ・ラッ
プ」の取り扱いを開始し、投資経験・知識が豊
富にあり、よりリスク許容度が高いお客さまの
資産運用ニーズにもお応えしています。
昨今、市場の変化要因が複雑化し、専門家

の有する高度かつ専門的な資産運用ノウハウ
に対する期待が高まるなか、投信ラップ口座で
は、お客さまの運用ニーズやリスク許容度を
踏まえ、お客さまにふさわしいポートフォリオ
をご提案し
ています。

「遺言信託並びに遺産整理の取次業務に関する契約」の締結
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、遺産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。

これらのサービスを幅広く提供することを
目的として、平成20年11月には、中央三井信
託銀行は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」を締結しています。保険会社による
信託業務の取り次ぎは生命保険業界では初の
試みであり、平成21年7月から10月にかけて
は、同社との共催により、全国9会場で企業オー
ナーさま向けの事業承継セミナーを開催する
など、着実にサービスの幅を広げています。
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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、高齢者の方に老後
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。
この商品は、ご自宅を担保に融資金を受け
取り、お亡くなりになった時などにご自宅の売
却代金などで融資金を一括返済していただくロー
ンです。
また、資金使途は自由（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、老人ホームへ入居する際の入居一時金
などさまざまな
資金にご利用い
ただけます。

高齢者向けリフォームローン（元本一括返済型）の取り扱い開始
中央三井信託銀行では、住宅ローンなどの

お借入れが困難である高齢者の方にご利用い
ただける新商品として、「高齢者向けリフォー
ムローン（元本一括返済型）」を開発し、平成
21年10月より取り扱いを開始しました。
この商品は、ご自宅のバリアフリー工事や耐
震改修工事などにおいて、ご自宅を担保に融

資金を受け取り、お利息
のみ毎月お支払いいただ
き、元本はお亡くなりになっ
た時などにご自宅を売却
して一括返済いただくロー
ンです。

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さまざまな資金にご利
用いただける「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ます。
また、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

高度なシステムで決算・株主総会事務をサポート

中央三井信託銀行では、企業の財務ソリュー
ションニーズや個人のお客さまの不動産投資ニー
ズなどに的確にお応えするため、事業用・投資
用不動産の仲介や流動化、所有不動産の有効
活用や不動産鑑定評価など、さまざまな不動
産関連ビジネスに積極的に取り組んでいます。
このうち、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、お客さまごとに最適な流動化スキー
ムの提案を行うとともに、高品質の受託関連サー
ビスを展開し、受託残高は5兆円に達していま
す（平成22年3月末現在）。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）の分野で複数の上場投
資法人設立に参画し、現在では上場38投資法
人のうち10法人から資産保管業務などの受

託実績があります。また、資産運用サービスの
一層の拡充を図るため、「中央三井トラスト・
リアルティ株式会社」を設立し、投資運用業務
を開始しました。
個人のお客さまの不動産ニーズは、マイホー

ムの購入や住み替え、安定的なキャッシュフロー
を生み出す収益物件の取得・運用など幅広く、
かつ底堅いといえます。中央三井信託銀行で
はグループ会社で豊富なノウハウと幅広い情
報ネットワークをもつ中央三井信不動産株式
会社との緊密な連携のもと、同社ホームペー
ジにおける多数の物件の紹介、個別相談会や
セミナーの共同開催など各種メニューを用意し、
充実したコンサルティングサービスを提供し
ています。

中央三井信託銀行では、証券代行システム
「AXIS」、株主総会電子化システム「M～O～
U～S～E～」という二つのシステムで企業の
決算・株主総会事務をサポートしています。
証券代行システム「AXIS」では、株主名簿

を正確に作成・管理するだけでなく、株主一覧
表、統計資料などの資料を作成後、高いセキュ
リティ環境のもと、瞬時にインターネットで閲
覧できるサービスを提供しており、企業の決
算事務に貢献しています。
また、株主総会電子化システム「M～O～

U～S～E～」では、議決権行使書の作成から、
電子投票、書面投票の行使集計、さらに株主
総会当日出席者の集計など、短期間に集中す
る集計事務に的確に対応しています。
こうしたシステムによる決算・株主総会事務
のサポートは、企業に高い利便性を提供する
ものとして、高い評価を
いただいています。
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中央三井アセット信託銀行 

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では、既存の退
職給付制度の検証に始まり、確定拠出年金（DC）
制度の設計・導入コンサルティング、サービス
提供に伴う記録管理・資産管理・運用商品提供・
投資教育サービスに至るまで、あらゆるサー
ビスをフルラインで提供する受託機関として
万全の体制で取り組んでいます。
お客さまのニーズに応じたスキームを積極
的に開発してきた結果、多くの企業から運営
管理機関・資産管理機関としての業務を受託
しており、今後もこのノウハウをさらなるサー
ビスの向上に活かしていきます。
DCは、ご加入者がそれぞれの選択により資
産運用を行う制度であり、投資経験の少ない
ご加入者にも、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
ト信託銀行では運用における長期・分散・継続
の重要性をご理解いただくため、研修・Webサー
ビス・e-ラーニングツールなどのさまざまなメ
ニューを通じ、わかりやすい投資教育サービス
を提供しています。
平成22年3月にはWebサービスを刷新し、
年金資産残高や利回りなどの表示、実際の年
金資産残高を取り
込んだ資産運用
シミュレーション
を可能とするなど、
お客さまの利便
性向上に取り組ん
でいます。

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21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、「今後の
シェアを増やしたい運用会社」としても、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2009」を国内株式A1ファンド（リサーチ成
長型/積極ティルト型）で受賞しました。
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。

マーサーMPAアワード2009
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ニーズに即した商品提供、販路拡大の推進

平成21年度において各種の賞を受賞

中央三井アセットマネジメント 

R&Iファンド大賞2009

中央三井アセットマネジメントでは、運用資
産残高の増加に向けて、投資家の皆さまなら
びに中央三井信託銀行をはじめとする各販売
会社の多種多様なニーズに即した魅力ある
投資信託商品の提供を積極的に推進してい
ます。
平成21年4月からは「中央三井ダウ・ジョー

ンズ インデックスファンド」を提供しています。
個人投資家の皆さまにもなじみのあるダウ

工業株30種平均株価（NYダウ）＊指数に連
動する同商品は、設定当時、
国内投資信託市場に同様
の商品が存在しなかった
こともあり、銀行や証券会
社での採用が相次ぎ、現
在の販売会社数は21社
となっています。

中央三井アセットマネジメントの運用する
投資信託が、各評価機関から表彰されています。
株式会社格付投資情報センターの「R&Iファ

ンド大賞2009」投資信託／国内REIT部門に
おいて、「中央三井Jリートファンド」が優秀ファ
ンド賞を2年連続で受賞したほか、確定拠出年
金／国内株式部門において、「中央三井DC日
本株式エクセレント・フォーカス」が優秀ファ
ンド賞を受賞しました。
また、モーニングスター社の‘ファンド オブ 

ザ イヤー 2009’国内債券型・国際債券型 
部門において、「中央三井高金利ソブリンオー
プン」が優秀ファンド賞を受賞しました。「中
央三井高金利ソブリンオープン」は2005年
の優秀ファンド
賞、 2006年の
最優秀ファンド
賞に続く3回目
の受賞となりま
す。

＊「Dow Jones Industrial AverageSM」（「ダウ工業株30種平均株価SM」）は、CME Group Index Services LLC（以下「CME指数」といいます。）の許諾商標

であるDow Jones Index指数の商品であり、使用ライセンスが供与されています。「Dow Jones R」、「Dow Jones Industrial AverageSM」、「DJIASM」、

および「Dow Jones指数」は、Dow Jones Trademark Holdings, LLC（以下「ダウ ジョーンズ」といいます。）のサービスマークであり、中央三井アセットマ

ネジメントによる一定の目的のための使用が許諾されています。当ファンドは、ダウ ジョーンズ、CME指数またはそれらの各関連会社により支援、是認、販売また

は宣伝されておらず、これらのいずれも当ファンドへの投資の適否に関していかなる表明もしていません。
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中央三井キャピタル 

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
プライベートエクイティ分野への投資ニー
ズは、株価動向と相関性の低い投資対象として、
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では、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、これまでに株式会社コメダ（珈
琲所 コメダ珈琲店）、バンクテック・ジャパン
株式会社など、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。
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