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i シェアーズ ETF（海外上場 ETF 及び東証上場 ETF（JDR））
報酬料率引き下げのお知らせ
お客様各位
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、下記の通り米国籍の届出銘柄 6 ファンドの総経費率の引き下げが発表されました。また、i シェアーズ・コア MSCI エ
マージング・マーケット ETF（IEMG）および i シェアーズ・コア 米国高配当株式 ETF（HDV）を信託財産とする i シェアーズ

東証上場シリーズ（JDR 注 1）の 2 銘柄においても、管理報酬料率が変更されましたので、お知らせ致します。
新料率の効力発生日は 2016 年 10 月 5 日となります。

敬具
記
米国籍届出銘柄
ティッカー

ファンド名

旧総経費率

新総経費率

IVV

i シェアーズ・コア S&P 500 ETF

0.07%

0.04%

IJH

i シェアーズ・コア S&P 中型株 ETF

0.12%

0.07%

IJR

i シェアーズ・コア S&P 小型株 ETF

0.12%

0.07%

AGG

i シェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF

0.08%

IEMG

i シェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF

0.16%

0.14%

HDV

i シェアーズ・コア 米国高配当株式 ETF

0.12%

0.08%

0.05%

注2

i シェアーズ東証上場シリーズ（JDR）
銘柄コード
1582

受託有価証券の管理報酬率

銘柄名
i シェアーズ エマージング株 ETF（MSCI エマージング IMI）

旧報酬料率

新報酬料率

0.16%

0.14%

※1582 の信託財産となる ETF：i シェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF（IEMG）
銘柄コード
1589

受託有価証券の管理報酬率

銘柄名
i シェアーズ 米国高配当株 ETF（モーニングスター配当フォーカス）

旧報酬料率

新報酬料率

0.12%

0.08%

※1589 の信託財産となる ETF：i シェアーズ・コア 米国高配当株式 ETF（HDV）
注 1：JDR（海外 ETF を信託財産とする受益証券）形式で上場されている銘柄です。JDR は外国の株式や債券・ETF などを日本国内で円滑に
流通させるために整備された枠組みです。為替ヘッジは行われておりません。
注 2：運用報酬に適用される報酬放棄後の報酬料率になります。
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iシェアーズについて
手数料・費用等について
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す。売買にあたっては、前述の手数料の他に、外国金融商品市場等に

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

おける売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生することがあ
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れぞれの証券会社で別途定められた手数料が課せられることがありま
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す。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

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第375号

ます。

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

保有時の費用の率は個別の i シェアーズ ETF によって異なります。また

商品取引業協会

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を示すこと

ウェブサイト blackrock.com/jp/

はできません。

〒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

個別の i シェアーズ ETF に関する情報、運用報酬・管理報酬等につい

トタワー本館

ては、取扱い金融商品取引業者（証券会社）、又は i シェアーズ

Tel. 03-6703-4100（代表）

ETF に関するウェブサイト（blackrock.com/jp/ishares/）にてご
確認下さい。
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