プレスリリース

2017 年 9 月 28 日
ブラックロック・ジャパン株式会社

ETF のトップ・ブランド「i シェアーズ®」が
世界の株式、米国債券、米国リート市場を投資対象とする ETF5 銘柄を東証に上場
2017 年 9 月 28 日（東京）‐ ブラックロック・ジャパン株式会社（本社東京、代表取締役会長 CEO 井澤𠮷𠮷幸）は、
以下の 5 銘柄が、本日 9 月 28 日に東京証券取引所に上場されたことを発表しました。
これらの ETF は本日より、全国の証券会社を通して取引所にて売買いただけます。1 商品の概要に関しては、次ページの商
品概要をご参照ください。



i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF（銘柄コード：1655）



i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF（銘柄コード：1656）



i シェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本）ETF（銘柄コード：1657）



i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF（銘柄コード：1658）



i シェアーズ 米国リート ETF（銘柄コード：1659）

2001 年に i シェアーズ日経 225 ETF を上場して以来、日本の投資家の皆さまのニーズにお応えするため、国内外の株式や
債券市場等を投資対象とする ETF ラインナップの拡大に努めてまいりました。欧米においては幅広い投資家に利用されている
ETF をより多くの日本の投資家の皆さまの資産形成にご活用いただくため、この度、新商品を上場し、「i シェアーズ東証上場シ
リーズ」のラインナップを拡充いたしました。８月に上場した i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替ヘッジあり）と i
シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）の 2 商品を含めると、7 商品が新たに「i シェアーズ東証上場シ
リーズ」に加わりました。
「新規上場の５商品においては、グローバル分散投資に有益と考えられる地域や資産を投資対象に選びました。グローバル分
散投資のツールとして、『i シェアーズ東証上場シリーズ』をご活用頂ければ幸いです」とブラックロック･ジャパン株式会社 ETF 事業
部門長兼 ETF 事業部長ジェイソン･ミラーは述べています。
「i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ」は、国内外の株式やリート、外国債券など、多様な市場を投資対象とする商品ライン
ナップで構成されており、国内株式と同様の取引方法でグローバル投資を実現します。2

1 指定参加者を通した大口の設定申込みにつきましては、指定参加者から交付される目論見書の内容をご確認の上ご自身でご判断下さい。
2 取引通貨は「円」ですが、外貨建て資産への投資は為替変動による影響を受けます。詳細は、各 ETF の目論見書をご参照下さい。
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プレスリリース
【商品概要】
銘柄名

i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF

銘柄コード

1655

英語名

iShares S&P 500 ETF

連動を目指す指標の名称

S&P 500®（TTM、円建て）
米国株式市場に投資を行ない、「S&P500®（TTM、円建て）」の動きに高位に連動する投資

ファンド概要

成果を目指します。

信託報酬（税抜）3

0.15%以内 4

銘柄名

i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF

銘柄コード

1656

英語名

iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond ETF

連動を目指す指標の名称

シティ米国債 7-10 年セレクト・インデックス（国内投信用 円ベース）
残存期間が７年以上 10 年未満の米国の国債への投資を通じて、「シティ米国債 7-10 年セレ

ファンド概要

クト・インデックス（国内投信用 円ベース）」の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

信託報酬（税抜）

0.14%

銘柄名

i シェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本）ETF

銘柄コード

1657

英語名

iShares Core MSCI Kokusai ETF

連動を目指す指標の名称

MSCI コクサイ指数（国内投信用 円建て）

3

日本を除く先進国の株式市場に投資を行ない、「MSCI コクサイ指数（国内投信用 円建て）」

ファンド概要

の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

信託報酬（税抜）

0.19%以内 4

銘柄名

i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

銘柄コード

1658

英語名

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF

連動を目指す指標の名称

MSCI エマージング・マーケッツ IMI 指数（国内投信用 円建て）

3

新興国の株式市場に投資を行ない、「MSCI エマージング・マーケッツ IMI 指数（国内投信用

ファンド概要

円建て）」の動きに高位に連動する投資成果を目指します。

信託報酬（税抜）

0.23%以内 4

銘柄名

i シェアーズ 米国リート ETF

銘柄コード

1659

英語名

iShares US REIT ETF

連動を目指す指標の名称

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（TTM 円建て）

3

ファンド概要
信託報酬（税抜）3

米国の REIT 市場に投資を行ない、「FTSE NAREIT Equity REITs インデックス（TTM 円建
て）」の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
0.20%以内 4

3 上記信託報酬以外にも、証券会社等で売買する際の売買手数料（証券会社等により定められます）、また ETF の保有中に間接的にご負担いただく諸費用等が
かかります。
4 投資する ETF の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。詳細は、各 ETF の目論見書をご参照下さい。
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重要事項
本資料は日本国内居住者である投資家を対象に、ブラックロッ
ク・インクを含むそのグループ会社（以下、「ブラックロック」という。）
が運用を行う i シェアーズ ETF 東証上場シリーズに係る基本的
な特徴およびリスク等の情報の提供を目的として、ブラックロック・
ジャパン株式会社（以下、「弊社」）が作成したものであり、金
融商品取引法に基づく開示資料ではありません。本資料は弊
社が信頼できると判断した資料・データ等に基づき作成していま
すが、その正確性および完全性について保証するものではありま
せん。また、本資料は、将来の投資成果を保証・約束するもの
ではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは、ブラックロック・グループが
運用する ETF で、東京証券取引所に上場されている商品の総
称です。i シェアーズ ETF 東証上場シリーズへの投資による損益
はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、
上場後に取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結
前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。
リスクについて
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは、投資元本および投資元
本からの収益の確保が保証されているものではありません。ETF
の価格変動により投資者は損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズの価格は、連動を目標とする
指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動、保
有する商品現物の価格変動等ならびに i シェアーズ ETF の発行
者及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化なら
びにそれらに関する外部評価の変化等により変動します。また、
有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相⼿⽅の
倒産等により契約が不履⾏になる危険のこと）が⽣じる可能性
があり、損失を被ることがあります。
海外投資は、不利な為替変動、一般に認められた会計原則の
相違、他国における経済または政治的不安定により、投資元本
を割り込むおそれがあります。また、特定の地域や分野に特化し
た投資では、一般に変動が大きくなります。ファンドへの投資は、
米連邦預金保険公社またはその他の政府機関により保証され
るものではありません。債券および債券ファンドの価値は金利の
上昇に伴って減少します。
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズは円建ての金融商品であり、
海外投資を行う場合は円と投資対象通貨との間の為替変動が
運用成果に影響を与えます。

を示すことはできません。詳細は上場後に取扱い金融商品取引
業者（証券会社）にてご確認下さい。また上場後に弊社のウェ
ブサイトにて i シェアーズ ETF 東証上場シリーズの個別 ETF に
関する情報を開示する予定です。
著作権について
本資料の著作権は、ブラックロック・ジャパン株式会社に帰属し、
全部又は一部分であってもこれを複製・転用することは社内用、
社外用を問わず許諾されていません。
©2017 BlackRock Japan Co., Ltd. All rights reserved.
iShares®（i シェアーズ®）および BlackRock®（ブラックロック®）
はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会
社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または
登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
ブラックロックについて
ブラックロックは、グローバルに資産運用、リスク・マネジメント、アド
バイザリー・サービスを提供している世界有数の資産運用会社で
す。2017年6月30日現在、運用資産残高はグループ全体で総
額5.7兆米ドル（約639兆円）にのぼります。ブラックロックでは、
お客様のニーズに応じて、アクティブ、エンハンスト、インデックス等
の戦略を駆使して市場や資産クラスを跨いだ様々な運用サービ
ス及び商品をご提供しています。そうした運用サービスや商品は、
投資一任口座、ミューチュアル・ファンド、iShares® ETF（上場
投資信託）等、多様なスキームで運営されます。また、ブラック
ロックは、ブラックロック・ソリューションズ®を通じて、リスク・マネジメ
ント、アドバイザリー・サービス、全社的資産運用プラットフォーム
提供サービスを機関投資家にご提供しています。ブラックロック
は、ニューヨークを本拠として北米、南米、欧州、アジア、オースト
ラリア、中東、アフリカ等、世界30カ国以上の拠点と従業員約
13,000名超で事業を展開しています。詳細は、ブラックロックのグ
ローバルウェブサイトをご覧ください。 www.blackrock.com
iシェアーズについて
「iシェアーズ」はブラックロック・グループが設定・運用するETF（上
場投資信託）のトップ・ブランドです。株式、債券、コモディティに
わたって、全世界でおよそ800本以上のファンドが約20の証券取
引所で取引されています。iシェアーズのETF（以下、「iシェアー
ズETF」）は、普通株式のように証券取引所で売買されます。
比較的低額の手数料、日中に時価で売買するなど柔軟性のあ
る取引が行えるなどの利点を有しており、多くの個人投資家、機
関投資家、ならびに販売会社となる金融機関の間でご好評をい
ただいております。iシェアーズETFは、株式の取引が可能な証券
口座を有する証券会社等を通じて売買が可能です。
iシェアーズETFは、年金や資産運用会社などの機関投資家、
フィナンシャル・アドバイザーや富裕層の個人投資家などを中心に
ご利用いただいています。 www.blackrock.com/jp/ishares

手数料、費用等について
i シェアーズ ETF 東証上場シリーズを売買する際の手数料は取
扱いの金融商品取引業者（証券会社）等によって定められま
す。詳しくは取扱会社までお問い合わせください。i シェアーズ
ETF の保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いた
だきます。保有時の費用の率は個別の ETF 毎によって異なり、
また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額

ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号
加入協会 ／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会、一般社団法人 第二
種金融商品取引業協会
ウェブサイト www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 Tel. 03-6703-4100（代表）
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