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2018 年 11 月 15 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
ロボティクス関連産業を投資対象とする
「i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF」を東証に上場
2018 年 11 月 15 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、
ETF としては国内初 1となる、国内外のオートメーション及びロボティクス関連企業（以下、ロボティクス関連産業）を投資対象と
する「i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF」（銘柄コード：2522）が本日 11 月 15 日に東京証券取引所に上場さ
れたことを発表いたします。当 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。
i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF が連動を目指すｉＳＴＯＸＸ ファクトセット オートメーション アンド ロボティ
クス インデックス（TTM、円換算）は、7,700 以上の国内外の企業を母集団とし、その中から「製造ロボティクス」、「無人自動
車」、「3D プリンティング」、「人工知能」をはじめとする 40 以上の分野で技術開発を行い、かつこれらの事業の収益が企業収益
全体の 50％以上を占める国内外の企業から構成されます。また、対象銘柄を均等ウエイトで組み入れるため、ロボティクス関連
事業を手がける世界的な大型株から市場参加者が見逃しがちな有望な中小型株までほぼ同一の比率で投資することができま
す。
なお、信託報酬は年 0.48%程度（税抜）と、ロボティクス関連産業を投資対象とする国内公募投資信託の中で最も低い
水準であり、投資家の皆様の中長期的な資産形成にご活用いただける金融商品であると考えております。
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、「ブラックロックは、アクティブ運用と
パッシブ運用の両分野の専門性を活かし、ロボティクス関連事業を代表する企業としてふさわしい銘柄をルールに基づき選別する
指数をファクトセット社およびストックス社とともに開発しました。当 ETF は同指数への連動を目指す ETF であり、これにより、社
会的･経済的な構造変化を背景に継続的な市場拡大が予想されるロボティクス関連市場に、ETF という新たな投資手段を通
じて日本円で投資をすることができます。i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF を、投資家の皆様の中長期的な資産形
成の投資ツールとしてご活用いただければ幸いです」とコメントしました。
【商品概要】
銘柄名

i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF

銘柄コード

2522

英語名

iShares Automation & Robot ETF

連動を目指す指標の名称

ｉＳＴＯＸＸ ファクトセット オートメーション アンド ロボティクス インデックス（TTM、円換算）

ファンド概要

1

i シェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF は、iSTOXX ファクトセット オートメーション アンド
ロボティクス インデックスへの連動を目指す上場投資信託（ETF）です。同指数は、「製造ロボティ

出所：東京証券取引所のウェブサイトをもとにブラックロック調べ、2018 年 11 月 12 日現在
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クス」、「自動運転車」、「3D プリンティング」、「人工知能」をはじめとする 40 以上のロボティクス及び
オートメーション分野で技術開発を行なっている企業の中から、これらの事業の収益が企業収益全
体の 50％以上を占める国内外の企業によって構成されます。
信託報酬（税抜）2

年 0.48％ 程度 (税込年 0.5184％)

【ご参考】 i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ
投資対象

国内株式

国内リート

グローバル
株式

銘柄

ファンド名

コード

信託報酬率

連動対象指数

（税抜）

1329

iシェアーズ･コア 日経225ETF

日経225

0.105%

1364

iシェアーズ JPX日経400ETF

JPX日経インデックス400

0.115%

1475

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

東証株価指数（TOPIX）

0.06%

1477

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

MSCI 日本株最小分散指数

0.19%

1478

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

MSCI ジャパン高配当利回り指数

0.19%

1483

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF

JPX / S&P 設備・人材投資指数

0.19%

1476

iシェアーズ・コア Jリート ETF

東証REIT指数

0.16%

1657

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本）ETF

1658

iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

1655

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF

MSCIコクサイ指数（国内投信用 円建
て）
MSCIエマージング・マーケッツ IMI指 数
（国内投信用 円建て）
S&P 500（TTM、円建て）

0.19%程度*
0.23%程度*
0.15%程度*

iSTOXXファクトセット オートメーション アン

グローバル
債券

2522

iシェアーズ オートメーション ＆ ロボット ETF

1656

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

1482
1496
1497

グローバル
リート

1659

ド ロボティクス インデックス（TTM、円換
算）
FTSE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）

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジ

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス

あり）

（国内投信用 円ヘッジ円ベース）

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF（為替

Markit iBoxx米ドル建てリキッド投資適格

ヘッジあり）

指数（TTM円ヘッジ付き）

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替

Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイー

ヘッジあり）

ルド指数（TTM円ヘッジ付き）
FTSE Nareit Equity REITs インデックス

iシェアーズ 米国リート ETF

（TTM 円建て）

0.48%程度*
0.14%
0.14%
0.28%程度*
0.58%程度*
0.20%程度*

*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。

以上

2

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は変動することがあります。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。
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本資料に関するご留意事項
本資料は、報道機関向けのプレスリリースとし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。また、
投資勧誘を⽬的として作成したものではございません。本資料は、信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、そ
の正確性、完全性を保証するものではありません。
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元⾦および運⽤成果が保
証されているものではありません。投資信託の運⽤による損益は、投資信託をご購⼊のお客さまに帰属します。投資信託は、預
⾦等や保険契約とは異なり、預⾦保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託の取得のお申込
みを行う場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の内容をご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明
書（交付⽬論⾒書）につきましては、販売会社にご請求ください。
ブラックロックについて
ブラックロックの使命は、お客様のより良い将来に向けた経済的基盤を創造することです。お客様の資金を預かり運用するフィ
デューシャリーとして、お客様の目標実現に必要な運用およびテクノロジー・ソリューションを提供しています。2018 年 9 月 30 日現
在、運用資産残高はグループ全体で総額 6.4 兆米ドル（約 732 兆円）にのぼります。詳細は、ブラックロックのグローバルウェブ
サイト（www.blackrock.com）および日本ウェブサイト（https://www.blackrock.com/jp）をご覧ください。
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
ホームページ 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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