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トピックス

定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

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、市場環境の変化に

ともない多様化するお客さまのニーズにきめ
細かくお応えするため、投資信託のラインアッ
プ拡充に取り組んでいます。
平成22年5月からオーストラリアの公社債

などに投資する「オーストラリア公社債ファン
ド（愛称：オージーボンド）」（設定･運用：中央
三井アセットマネジメント）、8月から世界の優
良国の国債などに為替ヘッジを行って投資す

る「円・世界優良国債券ファンド（愛称：円セレ
クト）」（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。

中央三井信託銀行では、平成22年5月に
「フコクしんらい定額年金」（引受保険会社：
フコクしんらい生命保険株式会社）の取り
扱いを開始しました。この商品は、加入時に
将来受取る年金額および一括受取額が定まって
おり、計画的な資産形成に適しています。
また、7月には「世界の果実」（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、外貨で
運用しながら
資産をのこす
というお客さ
まのニーズに
お応えするこ
とが可能と
なっています。

投信ラップ口座
中央三井信託銀行では、お客さまと投資一
任契約を結び、基本運用プランの策定、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（契約財産1千万円以上）」および「中央三
井のエグゼクティブ・ラップ（契約財産1億円
以上）」を取り扱っています。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。
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国内初、業種の枠を超え「生命保険信託」を共同開発
中央三井信託銀行では、生命保険金の交付
相手や方法・用途などをあらかじめ柔軟に設
計することが可能となる新商品「安心サポー
ト信託（生命保険信託型）」をプルデンシャル
生命保険株式会社と共同開発し、平成22年7
月より取り扱いを開始しました。信託の柔軟な

財産交付機能を付加した生命保険信託の商
品化は国内初となります。
既に多くのお客さまにご利用いただいてい

る「遺言信託」、「遺産整理」、「安心サポート
信託（金銭信託型）」とあわせ、多様化するお
客さまのニーズにお応えしていきます。

コンサルプラザ戸塚 コンサルプラザ西神中央

新営業店端末システムの導入
中央三井信託銀行では、窓口での手続きな

どに使用する「新営業店端末システム（愛称：
Palette（パレット））」を平成22年5月から
順次導入しています。
このシステムには、投資信託関連の帳票に
必要事項を印字し、お客さまのご記入項目を
大幅に削減する機能や窓口担当者と一緒にご
覧いただけるディスプレイを設置し、より詳細
でタイムリーなマーケット情報等をご提供で

きる機能を備えています。
今後はこのシステムを活用し、手続時間の

短縮に努めていくとともに、これまで培ってき
た信託銀行としてのノウハウに情報提供力を
プラスし、お客さま
の資産運用を、さ
らに強力にサポー
トしていきます。

コンサルプラザの展開
中央三井信託銀行では、百貨店などの商業

施設や駅構内など、お客さまの生活に密着し
た場所にコンサルティング特化型の相談窓口
として「コンサルプラザ」を展開し、原則とし
て年中無休で夜間も、資産運用やローン、遺言・
相続、不動産など各種ご相談をお受けしてい
ます。
平成22年4月に「コンサルプラザ戸塚」を

新規開設し、6月に「コンサルプラザ西神中央」

をリニューアルオープンするとともに、9月に
は両店に新営業店端末システムを導入し、お
客さまがより便利にご利用できるようにしました。
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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して返済いただくロー
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ています。
この商品は、住み慣れたご自宅のバリアフリー
工事や耐震改修工事等リフォーム資金を資金

使途とするもので、ご自
宅を担保に融資金を受け
取り、元本はお亡くなりに
なった時などにご自宅の
売却代金などで一括して
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ない場
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

証券代行関連サービス向上への取り組み

中央三井信託銀行では、個人のお客さまの
不動産投資ニーズや法人のお客さまの財務ソ
リューション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。
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・運用など多様なニー
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。
また、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
ビスを展開しており、受託残高は4.9兆円となっ
ています（平成22年9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37投資法人のうち10法人から資
産保管業務などを受託している他（平成22年
9月末現在）、これまでに培った豊富な不動産
関連のノウハウを基に、年金基金に対する投
資助言業務なども行っています。

中央三井信託銀行では、情報管理体制の強
化により証券代行関連サービス向上への取り
組みを強化しています。
平成22年7月、中央三井信託銀行の証券代
行業務のバックオフィスを担う日本株主デー
タサービス株式会社は財団法人日本情報処理
開発協会より、「プライバシーマーク」の付与

認定を受けました。
プライバシーマークは、日本情報処理開発
協会が運営する「プライバシーマーク制度」に
基づいて、個人情報の取り扱いについて適切
な保護措置を講ずる体制を整備している事業
者に対して認定・付与されるものです。
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企業年金の制度管理機関として高評価を獲得

企業年金の運用機関として高評価を獲得

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、確定給付年金（DB）・
確定拠出年金（DC）制度の設計・導入・運営に
至るまで、企業年金の制度管理に係るあらゆる
サービスをフルラインで提供する受託機関と
して、お客さまから高い評価を獲得しています。
DBにおいては、総幹事として制度・財政運
営に関するアドバイス・コンサルティング対応
の評価において3年連続で1位となりました。
（格付投資情報センター『年金顧客評価調査（年
金情報2009年11月16日号）』より）
DCにおいても、投資教育サービスなど運営

管理機関の業務に対する満足度の評価におい

て20項目中、11項目で1位となりました。（特
定非営利活動法人 確定拠出年金教育協会実
施『企業型DC担当者の意識調査（2010年）』
より）
こうしたサービス向上の取り組みの一環と

して、平成22年3月にはDCにおいてWebサー
ビスを刷新し資産
残高シミュレーショ
ンを開発するなど、
お客さまの利便
性の向上に努め
ました。

マーサーMPAアワード2010

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22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、中央三井アセット信託銀行が運用する
国内株式リサーチアクティブファンド（国内株
式A1ファンド（リサーチ成長型／積極ティルト
型））が、格付投資情報センターが選定する「R& I 
ファンド大賞2010」の「確定給付企業年金部
門」における国内株式グロース型部門（平成

22年5月）、および運用評価会社マーサー
ジャパンの選定する「マーサーMPAアワード
2010」（平成22年6月）を、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。
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「多様なニーズに応じた商品開発・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は、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開発するとともに、
変額年金保険や機関投資家向け投資対象商
品の提供などを積極的に推進しています。
また、個人投資家のみなさまの「定期的に
分配金を受け取りたい」というニーズに対応
して、毎月決算型ファンドのラインナップを強
化すると共に販売会社の拡大を図っています。
平成22年2月に中央三井信託銀行にて取り扱
いを開始した「PIMCO 米国ハイイールド債券
通貨選択型ファンド」は5月にSBI証券、6月に
楽天証券、8月にSMBCフレンド証券で取り扱
いが開始され、残高は大きく増加しています。
5月にはオーストラリアの公社債に投資す

る「オーストラリア公社債ファンド」、9月には
世界の優良国の国債に投資し為替変動リスク
を低減した「円･世界優良国債券ファンド」を
それぞれ設定し、いずれのファンドも残高は順
調に増加しています。
また、4月に設定したインデックスファンド

「eシリーズ」は、今後ますます拡大が期待さ
れるインターネットチャネル向けの資産形成
のコア商品として開発した
ものです。
今後とも、投資家のみ

なさまの多様なニーズに
お応えする商品を、幅広
いチャネルで提供してい
きます。

中央三井アセットマネジメントでは、変動す
る投資環境をタイムリーにお伝えするため、ホー
ムページや販売会社を通じたレポートなどの
情報発信を積極的に行なうとともに、各販売
会社販売員のみなさまが安心して投資信託を
提案していただけるような勉強会を、また投
資家のみなさまが投資への理解をより深めて
いくためのセミナーを、全国各地にて約700
回開催しました。

平成22年7月から8月には中央三井信託銀
行全店で開催した投資家のみなさま向けの「市
場環境セミナー」に、多くのお客さまにご参加
いただき、高い評価をいただきました。
今後とも、お客さ

まに役立つ情報を
積極的に提供して
いきます。
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メザニンマーケットにおけるトッププレーヤー

投資家のみな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みなさまを中心
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
投資家のみな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・運営を行っていきます。

＊ 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することや、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、これまでにバンクテック・ジャ
パン株式会社、三洋電機ロジスティクス株式
会社など、数々の投資実績を積上げています。
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1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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