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iシェアーズ・コア 日経 225 ETF
おかげさまで2021年9月に
上場 20 周年を迎えました。

銘柄コード

1329
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20 周年を迎えて

ごあいさつ
代表取締役社長 CEO

有田浩之

営業

松村夏子

営業

野川千恵子

ETF 事業部長

越前谷道平

2001 年 9 月 5 日に『 i シェアーズ日経 225』

（現 i シェアーズ ·コア 日経 225 ETF）を東京

証券取引所に上場し、おかげさまで20 周年を

迎えました。これもひとえに投資家の皆さま、

グローバルマーケッツ

浅野 渉

ならびに ETF に係る皆さまの日頃のご支援

の賜物と厚く御礼申し上げます。20 年を経た
現在、ブラックロック・ジャパンでは、90 以上

営業

プロダクツ

の 海 外 上 場 ETF に 加え、国 内 外 の 株 式 や

黒木雄喜

東條健一

債 券、リートをはじめとする22 の国 内 上 場

ETF をご提供しています。

ETF は、即時的に分散されたポートフォリオ

のエクスポージャーを取ることを可能にする

ことで、ポートフォリオ運用を効率化すると

営業

渡邉啓輔

プロダクツ

佐々木康平

ともに、透明性や流動性、多様な資産への

アクセスをご提供します。

これからも投資家の皆さまの資産運用に

資する商品の提供に努めてまいりますので、
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、お

営業

宮嶋 伸

グローバルマーケッツ

松江芳奈

願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

ETF 事業部一同

営業

プロダクツ

有田匠穂

鈴木絵里可

営業

竹平美紗

補佐
営業

湯本裕子

陳 心宜
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数字で見る

i シェアーズ・コア 日経 225 ETF
上場日

純資産残高

信託報酬

2001年9月5日

8,493 億円

1

決算日

0.1155 ％

2月9日／8月9日

2

バーゼル III 構成表

サステナビリティ特性

ビジネス関与指標

月次更新

月次更新

日次更新

ウェブサイトにて開示

ウェブサイトにて開示

ウェブサイトにて開示
1 2021 年 8 月末現在

ETF の特徴
分散投資

1 銘柄で複数の銘柄に分散投資する

ことができます。

透明性

ETF は、投資対象として保有している

銘柄群がウェブサイト等で公開され、
投 資 家 はいつでもポートフォリオの
内容を確認することができます。

2 税込の信託報酬

多様な投資対象へのアクセス

ETF は 広 範 囲の資 産クラス、セクター、地 域を
カバーし、幅広く分散された投資機会へのアクセス
を提供します。

流動性

ETF には複数の層からなる流動性が存在します。
ETF は株式のように取引されるだけでなく、オー

プン・エンド型かつ追加型投資信託のため受益
証券の口数が投資家の需給に応じて可変です。

コスト効率性

従来の投資信託と比較すると、信託報酬は低い
傾向にあります。
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i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ

20 年の歩み
i シェアーズETF

世の中の
主な動き

東証上場
シリーズ

■「 i シェアーズ日経 225
（現 i シェアーズ · コア日経 225 ETF）」を上場

■ JPX 日経インデックス400 連動の
ETF（東証 1364）を上場

■ 国内初 * の最小分散 ETF（東証 1477）をはじめ、
高配当（同 1478）、TOPIX（同 1475）、
（同 1476）の日本株 ETF、4 銘柄を上場
Jリート

■ 国内初 * の為替ヘッジあり
7-10 年の米国債券 ETF（東証 1482）に続き、
設備・人材投資に積極的な企業群を投資対象とする
日本株 ETF（同 1483）を上場

2001

■ 国内 ETF 市場が
本格的に始動

2008

■ リーマン・ブラザーズの
経営破綻に端を発した
世界金融危機

2014

■ マララさん、
ノーベル平和賞を受賞

2015

■ 米国とキューバ国交回復

2016

■ マイナス金利導入

■ 日経平均株価で約 15 年ぶりに
終値で2 万円の大台を回復

■ イチローがメジャー通算
3 千安打
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■ ETF を活用したポートフォリオ運用の選択肢を拡充するため、
米国株 ETF（東証 1655）、先進国株 ETF（同 1657）、
新興国株 ETF（同 1658）、外国債券 ETF、
米国リートETF（同 1659）を投資対象とする7 銘柄を上場。
外国債券 ETF は、7-10 年の米国債 ETF（同 1656）、
国内初 * の為替ヘッジ付き米ドル建て投資適格社債 ETF
（同 1496）およびハイイールド社債 ETF（同 1497）
を上場

2017

■ 米国・トランプ大統領就任

■ 日経平均、約 26 年ぶりの高値

■ i シェアーズ東証上場シリーズの残高が 1 兆円を突破
■ ロボティクス関連産業を投資対象とする
国内初 * の ETF（東証 2522）を上場

2018

■ 日経平均株価年末の終値、
7 年ぶりに下落
■ テニス・大坂なおみが
全米オープン優勝

2019
■ 日本国債のみを投資対象とする国内初 * の
日本国債 ETF（東証 2561）をはじめ、
短期と超長期の米国債 ETF（同 2620、2621）、
米ドル建て新興国債 ETF（同 2622）、
を上場。
ユーロ建て投資適格社債 ETF（同 2623）
また、
ヘッジ付きの米国株 ETF
（同 2563）
を新たに上場。
これにより国内上場 ETF は、株式 ETF11 銘柄、
債券 ETF は国内最多 * の 9 銘柄、
リートETF2 銘柄の全 22 銘柄に

■「 i シェアーズ・コア 日経 225 ETF」
上場 20 周年

2020

■ 消費税 10％スタート

■ 新型コロナウイルスの流行
■ 英国・EU 離脱

■ 将棋の藤井聡太七段が
最年少タイトル

2021

■ 東京五輪 2020

出所：各種資料からブラックロック作成
国内証券取引所のHP をもとにブラックロック調べ、当該 ETF 上場時点

*
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i シェアーズ ETF 東証上場シリーズ

全 22 銘柄一覧
国内株式

名称

i シェアーズ・コア 日経 225 ETF
i シェアーズ JPX 日経 400 ETF

i シェアーズ・コア TOPIX ETF

i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

（2021 年 8 月末時点）

銘柄コード

連動対象指数

信託報酬率
（税込）

1329

日経平均株価指数（日経 225）

0.1155%

1364
1475
1477
1478

JPX 日経インデックス 400
東証株価指数（TOPIX）

MSCI 日本株最小分散指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数

0.1265%
0.066%
0.209%
0.209%

i シェアーズ JPX／S&P 設備・人材投資 ETF

1483

JPX ／S&P 設備・人材投資指数

0.209%

i シェアーズ・コア Jリート ETF

1476

東証 REIT 指数

0.176%

i シェアーズ・コア 日本国債 ETF

2561

FTSE 日本国債インデックス

0.066%

i シェアーズ・コア MSCI 先進国株（除く日本）ETF

1657

MSCI コクサイ指数（国内投信用 円建て）

0.209% 程度

国内リート
国内債券

グローバル株式

i シェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF

i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF

i シェアーズ S&P 500 米国株 ETF

（為替ヘッジあり）

1658

MSCI エマージング・マーケッツ IMI 指数

1655

S&P500®（TTM、円建て）

2563

S&P500®（TTM、円建て、円ヘッジ）

（国内投信用 円建て）

2522

STOXX ファクトセット オートメーション アンド

1659

FTSE Nareit Equity REITs インデックス

2620

FTSE 米国債 1-3 年セレクト・インデックス

1482

FTSE 米国債 7-10 年セレクト・インデックス

1656

FTSE 米国債 7-10 年セレクト・インデックス

（為替ヘッジあり）

i シェアーズ 米国債 20 年超 ETF

2621

FTSE 米国債 20 年超セレクト・インデックス

（為替ヘッジあり）

i シェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF

1496

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数

（為替ヘッジあり）

i シェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF

1497

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数

（為替ヘッジあり）

i シェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF

2623

（為替ヘッジあり）

i シェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF

2622

i シェアーズ オートメーション＆ロボット ETF

グローバルリート

i シェアーズ 米国リート ETF

グローバル債券

i シェアーズ 米国債 1-3 年 ETF

i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF

（為替ヘッジあり）

i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF

ロボティクス インデックス（TTM、円換算）

（TTM 円建て）

（国内投信用 円ベース）

（国内投信用 円ヘッジ円ベース）
（国内投信用 円ベース）

（国内投信用 円ヘッジ円ベース）
（TTM 円ヘッジ付き）
（TTM 円ヘッジ付き）

ブルームバーグ・ユーロ社債
インデックス TTM（為替ヘッジ有り、円ベース）

J.P. モルガン EMBI グローバルコア インデックス
（国内投信用 円建て、円ヘッジ）

0.253% 程度

0.0825% 程度 *
0.0825% 程度 *
0.528% 程度

0.22% 程度

0.154％
0.154％
0.154％
0.154％
0.308% 程度
0.638% 程度
0.308% 程度
0.495% 程度

当初設定日（2020 年６月 18 日）から2022 年６月 21 日までの期間は、年 0.0825 ％（税抜 0.075 ％）程度の報酬が適用されます。2022 年６月 22 日以降は、年 0.165 ％
*（税抜
％）
程度の報酬が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される期間を変更することができます。

0.15

本資料で言及されている指数の著作権その他一切の知的財産権は、指数毎の提供会社に帰属します。指数提供会社は、i シェアーズETF
のいずれに関しても出資、保証、発行、販売、または販売促進を行うものではなく、また i シェアーズETF への投資の妥当性についていかな
る表明も行いません。ブラックロックは上記の指数提供会社の関連会社ではありません。
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留意事項
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 に係る基本的な特徴やリスク等の
概 要 説 明 のた めに、ブラックロック・ジャパン株 式 会 社（以 下

「弊社」という）が作成したものです。i シェアーズ ETF への投資

手数料、費用等について

iシェアーズETF 一覧のデータおよび信託報酬／経費率は 2021 年
7 月末現在公表されている有価証券届出書あるいは目論見書等

に記載されたものを使用しています。記載事項は今後変更になる

場合があります。記載事項の最新情報については、i シェアーズ・

ジャパンのウェブサイトにてご覧いただけます。信託報酬率は、

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

国内籍投資信託であるETF を保有する投資者が信託財産で間接

前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。弊社は

の有価証券届出書あるいは目論見書等に記載されております。

売買等に係る契約の締結を行っておりません。本資料は信頼で

その場合はその上限を記載しております。信託報酬率は、投資

される際は、取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結

i シェアーズ ETF に関する情報の提供は行っておりますが、その
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、
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。

リスクについて

i シェアーズ ETF 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。i シェアーズ ETF 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
為替の変動等ならびに i シェアーズETF の発行者および組入有価

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、投資者は損失を被り、投資元本

的に負担する運用管理費用です。信託報酬の詳細は個別の ETF

上記の信託報酬率には、段階料率が採用されている場合があり、
信 託 約 款の変 更の手 続きを経て変 更される場 合 があります。
信託報 酬の他にも、ETF の保 有に伴うその他の費 用・手 数 料

が別途かかります。その他の費用・手数料の合計額については、
運用状況等により変動するものであり、料率、上限額等を示す

ことができません。

©2021 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。本資料で言及

を割り込むことがあります。海外投資は、不利な為替変動、一般

されている指数の著作権その他一切の知的財産権は、指数毎の

不安定により、損失を被り投資元本を割り込むおそれがあります。

いずれに関しても出資、保証、発行、販売、または販売促進を行う

では、一般に変動が大きくなります。i シェアーズ ETF 東証上場

いかなる表明も行いません。ブラックロックは上記の指数提供

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

また、中小企業への投資や、特定の地域や分野に特化した投資

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。

提供会社に帰属します。指数提供会社は、i シェアーズ ETF の

ものではなく、また i シェアーズ ETF への投資の妥当性について
会社の関連会社ではありません。

信用取引等のお取引をされる場合は、保証金または証拠金以上

のお取引が可能であるため、保証金または証拠金を超える大きな
損失を被ることがあります。

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
ETF 事業部 TEL 03-6703-4110（部代表） www.blackrock.com/jp/ishares/
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