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トピックス 

変額個人年金保険ならびに一時払終身保険のラインアップを拡充

コンサルプラザ開設

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21年8月より、ブラジルレアル建ての

債券に投資し、毎月の収益分配金の受け取り
が期待できる「ブラジル・ボンド・オープン（毎
月決算型）」（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、9月には資源国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「中
央三井資源国ソブリンオープン（愛称：資源の
めぐみ）」（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。

コンサルプラザふじみ野 

中央三井信託銀行では、平成21年7月に変
額個人年金保険「マーベラスⅡ」（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。この商品は契
約日の最短1年後から終身で年金を受け取れ
る特徴を有しています。
また、9月には一時払終身保険「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

時に死亡保険金額が決定し、その金額は終身
にわたって最低保証される商品です。
今後もお客さ

まのニーズに合
わせてお選びい
ただけるよう、ラ
インアップの拡
充に努めていき
ます。

中央三井信託銀行では、原則として年中無
休で夜間も営業する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21年9月には「コン
サルプラザふじみ野（池袋支店ふじみ野出張所）」
を新規開設し、既存の27ヵ店と合わせて全国
28拠点にコンサルプラザを展開することとな
りました。

今後も店舗網の充実を図ることにより、お
客さまのさまざ
まな課題を、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。
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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、運用環境が変動
する中でも、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。

遺言信託などのサービス拡大
中央三井信託銀行では、法務・税務面も踏

まえた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、遺言書の保管、相続発
生後の遺言内容の確実な実現（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、遺言書が残されずに発生した相続に
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。
昨年、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、生命保険業界では初の
試みとして「遺言信託並びに遺言整理の取次
業務に関する契約」を締結しました。平成21
年7月から8月には同社と共催し、全国6会場
で企業オーナーさま向けの事業継承セミナー
を開催するなど、遺言信託などのサービス拡
大に努めています。
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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
中央三井信託銀行では、住宅ローンなどの

お借入れが困難な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
のみ毎月お支払いしてい
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して
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

実務経験豊かな専門スタッフによる証券代行関連サービス

中央三井信託銀行には、不動産鑑定士をは
じめ不動産業務のスペシャリストが多数在籍
しており、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。
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5．1兆円に達しています
（平成21年9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、Jリート（日本版

不動産投資信託）の分野では複数の上場投資
法人の設立をサポートし、上場41投資法人の
うち11法人から資産保管業務などの受託実
績があります（平成21年9月末現在）。
個人のお客さまについては、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
つ底堅いさまざまなニーズがあります。中央
三井信託銀行では豊富なノウハウと幅広い情
報ネットワークをもつグループ会社・中央三井
信不動産株式会社との緊密な連携のもと、同
社を通じた売買物件の紹介や個別相談会、セ
ミナーの共同開催など各種メニューを通じ、
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、株主総会における
議決権行使書用紙の作成からリアルタイムで
の議決権行使状況の報告、株主総会の会場に
おける当日出席者の集計まで、企業の複雑な
事務工程をシステム管理する「株主総会電子
化システム」を開発し、IT技術を駆使した株主
総会実務のサポートを行っています。
その他、株主名簿では把握できない国内外
の機関投資家を判明させる「実質株主判明調
査サービス」や株主総会のビジュアル化、個人
株主アンケート、個人株主分析レポートなど、

企業の投資家向け広報（IR）・株主向け広報（SR）
活動にきめ細かく対応するIR・SRサポートサー
ビスをはじめ、さまざまな証券代行関連サー
ビスを取り揃えています。
また、証券代行分野において実務経験豊か
な専門スタッフによる会社法や金融商品取引法、
買収防衛策、株主総会への対策に関する企業
向けのレクチャーやセミナーほか、情報誌へ
の寄稿や専門図書の刊行などを定期的に行い、
リーガル面からも企業の株式関連実務を支え
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
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さまざま
なメニューを通じて、わかりやすい投資教育サー
ビスを提供しています。
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。

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、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A8ファンド（エンハン
スト・インデックス型）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。

マーサーMPAアワード2009

Webオプションサービス 
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ニーズに応じた商品提供、販路拡大の推進

販売支援活動・情報発信の強化

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、運用資
産残高の増加に向けて、中央三井信託銀行を
はじめ各販売会社の多種多様なニーズに即し
た投資信託商品を提供するとともに、変額年
金保険への投資対象商品の提供を積極的に
推進しています。
平成21年4月には「中央三井ダウ・ジョーン

ズ インデックスファンド」を新たに設定しまし
た。個人投資家の皆さまにも馴染みのある
NYダウ指数に連動する同商品は、国内投資信
託市場に同様の商品が存在しないこともあり、
中央三井信託銀行をはじめ、地方銀行や証券
会社など15社に上る販売会社で採用される
こととなりました。この10月からは株式会社

三井住友銀行でネット専用商品として取り扱
いが開始されるなど、今後も一層の販売会社
増加、残高増加が期待されます。
また、ゆうちょ銀行や地方銀行で取り扱う変
額年金保険の投資対象として採用される商品
の残高は着実に増加し
ています。
今後も、投資家の皆

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。

平成21年度上期は、内外株式市場等が一
時の急落からは回復したものの、依然不透明
感の残る投資環境となりました。
中央三井アセットマネジメントでは、投資家
の皆さまへ積極的な情報発信を行うことにも
注力し、投資家の皆さま向けのセミナーに加
えて各販売会社販売員の皆さまへの勉強会
を全国各地にて延べ600回以上開催しました。

また、ホームページや販売会社を通じたレポー
ト等の情報提供の充実にも取り組みました。
今後とも、お
客さまに役立
つ情報の提供
を積極的に行っ
ていきます。

セミナー資料 
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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
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、ファンドの組成を
通じ、投資家の皆さまへの分散投資機会を提
供していきます。

＊ 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。
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