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イーストスプリング･インベストメンツ
「2014 年最優秀資産運用会社」を含む 6 つの賞を受賞
PRESS RELEASE

～ 香港の有力業界誌「アジア・アセット・マネジメント誌」より ～
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長兼
CEO 関﨑 司）は、同社が所属するイーストスプリング・インベストメンツ・グループが、アジ
ア・アセット・マネジメント誌が年次で発表する「ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」において 6
つの賞を受賞したことを発表しました。なお、同アワードでは当社の属するグループのインド
の運用会社である ICICI プルーデンシャル・アセット・マネジメント・カンパニー（以下、ICICI
AM）も 2 つの賞を受賞しています。1
今年で 12 年目を迎えるアジア・アセット・マネジメント誌の「ベスト・オブ・ザ・ベスト・ア
ワード」は、アジアの資産運用業界で活躍する運用会社を「リージョナル」、「運用成績」
そして「国」の 3 つの部門において表彰するものです。
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イーストスプリング・インベストメンツ・グループはこの度、リージョナル部門において「最
優秀資産運用会社」を受賞しました。当社グループは 14 の市場で事業を展開し、約 12
兆円の運用資産を有するアジア最大級の資産運用会社です。 2 このリージョナル部門
は、アジア地域の複数国において金融サービスビジネスを展開する企業に対して、その
革新性や実行性を評価し授与しています。当社グループは同部門において他に「最優秀
アジア債券運用会社」を、債券チーム チーフ・インベストメント・オフィサーのブン･ペン･
オイが「最優秀最高投資責任者」を受賞しました。
また、運用成績部門において日本株運用（評価期間 3 年）が表彰されたほか、国別部
門においてインドの運用会社の ICICI AM も「最優秀資産運用会社」および「最優秀最高
投資責任者」を受賞しました。ICICI AM は、2 月に設定予定の「イーストスプリング・公益
インフラ債券ファンド（毎月決算型）」ならびに既存の「イーストスプリング・インド消費関連
ファンド」と「イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド」を通じて、インド現地よりそ
の運用サービスを日本のお客様に提供しています。3
アジア・アセット・マネジメント誌「2014 年ベスト・オブ・ザ・ベスト・アワード」における受賞リスト：
●イーストスプリング・インベストメンツ・グループ
リージョナル部門
（Best of the Best Regional Awards）
最優秀資産運用会社
（Best Asset Management House）
最優秀アジア債券運用会社
（Asian Bond House）
最優秀アジア最高投資責任者:ブン･ペン･オイ
（CIO
of the Year in Asia）
最優秀運用成績部門
（Best
of
the
Best
Performance
Awards）
日本株、3 年間
（Japanese
Equity,
Three
Years）
最優秀国別部門
（Best
of
the
Best
Country
Awards）
韓国 - 最優秀韓国株式運用会社
マレーシア - 最優秀最高投資責任者:チェン・ファン・ファイ （Korea - Best Korean Equity Manager）
（Malaysia - CIO of the Year）
●ICICI AM
最優秀国別賞部門
（Best of the Best Country Awards）
インド - 最優秀資産運用会社
（India – Best Fund House）
インド - 最優秀最高経営責任者:二メシュ・シャー
（India – CEO of the Year）
1 賞の名称等は当社訳
2 約 726 億ポンド、1 ポンド＝177.74 円、2014 年 9 月末時点
3 ICICI AM は、「イーストスプリング・公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）」（2015 年 2 月設定予
定）の運用の投資助言および、ファンド･オブ･ファンズ形態の「イーストスプリング・インド消費関連
ファンド」ならびに「イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド」が各々投資している外国籍投
資信託への投資助言を行っています。

以上
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社は英国プルーデンシャル社の間接子会社で、同社は主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。
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【イーストスプリング・インベストメンツについて】
イーストスプリング・インベストメンツは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社（以
下「最終親会社」）のアジアにおける資産運用事業部門です。イーストスプリング・インベストメンツは約 726 億ポンド
（約 12 兆円、1 ポンド＝177.74 円、2014 年 9 月末時点）の運用資産を有するアジア最大級の資産運用会社であり、
最終親会社は 165 年以上の歴史を有し、英国、米国、アジアなど世界各国で金融サービス業務を提供しています。
イーストスプリング・インベストメンツは日本をはじめシンガポール、香港、韓国、インドネシア、マレーシア、台湾、
ベトナム、ＵＡＥで資産運用事業を展開し、さらに中国、インド、香港では合弁事業を行っています。2012 年に米国、
ルクセンブルグ、2013 年に英国でも事業を開始し、現在では 14 のマーケットで資産運用事業を展開しています。
【イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 会社概要】
◆ 設立：
1999 年 12 月
◆ 資本金：
6 億 4,950 万円
◆ 住所：
東京都千代田区丸の内 2-6-1 丸の内パークビルディング
◆ 登録番号：
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 379 号
◆ 加入協会：
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
http://www.eastspring.co.jp/
◆ ホームページ：
約 10,749 億円（2014 年 12 月 30 日時点）
◆ 運用資産残高：
【ICICI AM について】
1
2
ICICIAM※ は、ICICI 銀行※ と世界有数の金融サービスグループを展開する最終親会社との合弁会社です。1998
年設立以来、インドにおける資産運用事業に注力しています。
※1 運用資産総額約 1 兆 3,676 億ルピー（インドにおけるシェア約 12.4％、2014 年 12 月末現在）。
出所：Association of Mutual Funds in India
※2 ICICI 銀行は、総資産約 5 兆 9,464 億ルピー（約 10 兆 1,921 億円、1 ルピー＝1.714 円で換算）を有する
インド第 2 の規模の民間銀行です（2014 年 3 月現在）。出所：ICICI 銀行ホームページ

なお、イーストスプリング・インベストメンツ、最終親会社および ICICIAM は、主に米国で事業を展開しているプル
デンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。

【本プレスリリースに関して】
※当資料は、報道関係の皆様に向けて作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料では
ありません。 ※当資料は、投資勧誘を目的とするものではありません。

