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Global X Japan、初の ETF 2 銘柄を東証に上場 

～国内初、物流施設に特化した ETF 等で日本の ETF 市場の成長を促進～ 

 

株式会社大和証券グループ本社 (本社:東京都千代田区、執行役社長:中田 誠司、以下「大

和証券グループ本社」)、大和アセットマネジメント株式会社 (本社:東京都千代田区、代

表取締役社長: 松下 浩一) と Global X Management Company, Inc.（以下「Global X」） 

は、出資先である Global X Japan 株式会社が別紙の通り、最初の ETF2 銘柄を東京証券

取引所に上場させたことをお知らせいたします。なお、本件は大和証券グループ本社にお

いて、金融商品取引所が定める適時開示基準に該当いたしません。 

 

本日上場の 2 銘柄は、幅広い投資家層のニーズに対応する商品・サービスプラットフォー

ムの構築に取り組んでおります大和証券グループが有する日本の市場及びお客さまに関す

る知見と、先進的な ETF 開発で多くの実績を持つ Global X の米国市場における経験を活

用し、開発されたものです。大和証券グループと Global X は、お客さまに新たな投資機会

を提供するべく引き続き協働し、「貯蓄から資産形成へ」の流れを強力にサポートしていき

ます。 

以 上 

 

 大和証券グループ本社の概要 

商号 株式会社大和証券グループ本社 

事業内容 金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配 

本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 

代表者 執行役社長 中田 誠司 

 

 大和アセットマネジメントの概要 

商号 大和アセットマネジメント株式会社 

事業内容 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 

本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 

代表者 代表取締役社長 松下 浩一 

 

 Global X の概要 

商号 Global X Management Company, Inc. 
事業内容 投資運用業 

本社所在地 605 3rd Ave., 43th Floor New York, NY 10158 
代表者 CEO Luis Berruga 
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Global X Japan が初の ETF 2 銘柄を東証に上場 

 

 

Global X Japan 株式会社（代表取締役社長：金村昭彦）は、物流施設に特化した国内初

の ETF である『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』（銘柄コード：2565）、及

び日本の高配当株式・REIT25 銘柄に集中投資する『グローバルＸ MSCI スーパーディビ

ィデンド-日本株式 ETF』（銘柄コード：2564）が、8 月 26 日に東京証券取引所に上場さ

れたことをお知らせいたします。 

 

『グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF』は、東証 REIT 物流フォーカス指数へ

の連動を目指します。当該指数は、東証 REIT 指数の算出対象を母集団とし、物流施設へ

の投資に特化した REIT、および物流施設を投資対象とする REIT を構成銘柄とする指数で

す。オンライン・ショッピングの急成長に伴い需要が高まっている物流倉庫等の成長を取

り込むことを目指しています。 

 

『グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF』は、MSCI ジャパン・

高配当セレクト 25 指数への連動を目指します。当該指数は、国内取引所に上場する普通株

式および REIT から、配当の継続性や流動性に配慮して選定された銘柄のうち、配当利回

りの高い 25 銘柄（普通株式 23 銘柄・REIT2 銘柄）を選択し構成銘柄とする指数です。各

セクターのアクティブエクスポージャーが 20%を超えないよう調整するほか、構成銘柄に均

等ウェイトを割り当てることで特定のセクターおよび銘柄への過度な集中を防ぎます。 

 

Global X Japan 株式会社 代表取締役社長の金村昭彦は「資産運用における長期・分散・

低コストの流れの中、日本の ETF 市場は今後、より一層の拡大を続けるものと考えていま

す。当社は ETF に特化した資産運用会社として、ETF 先進国である米国のノウハウをいち

早く導入し、テーマ型や高配当を目指すもの等、特徴のある ETF をご提供してまいります。

本日上場の ETF は当社が上場させる最初の 2 銘柄です。」とコメントしました。 
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記 

 

銘柄名 
グローバルＸ ロジスティクス・

J-REIT ETF 
グローバルＸ MSCI スーパー 

ディビィデンド-日本株式 ETF 
銘柄コード 2565 2564 

英文名 Global X Logistics J-REIT ETF Global X MSCI 
SuperDividend® Japan ETF 

対象インデックス 東証 REIT 物流フォーカス指数 
MSCI ジャパン・高配当セレクト

25 指数 

分配頻度 年 6 回 年 4 回 

ファンド概要 

東証 REIT 物流フォーカス指数

への連動を目指す ETF です。同

インデックスは、東京証券取引

所に上場する全ての REIT のう

ち、物流施設への投資に特化し

た REIT 及び物流施設を投資対

象とする REIT により構成され

る指数です。 

MSCI ジャパン・高配当セレクト

25 指数への連動を目指す ETF
です。一定の市場流動性を持ち

配当の持続性があると見込まれ

る銘柄をユニバースとし、配当

利回りの高い 25銘柄のパフォー

マンスを表すことを目的として

います。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●当資料のお取扱いにおけるご注意 

当資料は、Global X Japan 株式会社が作成した情報提供資料です。ETF を金融商品取引所で売買される場

合には、委託会社作成の投資信託説明書（交付目論見書）は交付されません。売買をお申込みになる証券会社

に、当該取引の内容についてご確認ください。金融商品取引所における取引価格と基準価額は異なります。金

融商品取引所における価格情報等については、売買をお申込みになる証券会社にお問い合わせになるか、ETF
が上場する金融商品取引所のウェブサイト等をご覧ください。株式または金銭の拠出により当ファンドの取得

（応募、追加設定）をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社（指定参加者）よりお渡

しいたしますので、必ず内容をご確認ください。 

当 ETF は、値動きのある有価証券等に投資しますので、取引価格、基準価額は大きく変動します。したがっ

て、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰

属します。投資信託は預貯金とは異なります。 

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されて

いるものではありません。記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予

告なく変更されることがあります。また、当資料中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および

結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮し

ていませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。また、当資料の内容につ

いての著作権は、当社その他当該情報の提供元に帰属しています。また、当資料で掲載した画像等はイメージ

です。 

分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するもので

はありません。分配金が支払われない場合もあります。 

当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするもので

はありません。また、ETF に組入れることを示唆・保証するものではありません。 
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●ファンドの費用 

 

※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場

不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 

※くわしくは、「投資信託説明書（目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 

 
 

  

投資者が直接的に負担する費用 

 料率等 費用の内容 

取得時手数料 
販売会社が 

定めるものとします。 

取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報

の提供、取引執行等の対価です。 

信託財産留保額 ありません。 ― 

交換時手数料 
販売会社が 

定めるものとします。 
受益権の交換に関する事務等の対価です。 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

 料率等 費用の内容 

運用管理費用 

（信託報酬） 

＜グローバルＸ ロジスティクス・J-REIT ETF＞ 
毎日、次のイ．の額にロ．の額を加算して得た額 

イ．信託財産の純資産総額に年率 0.649％（税抜 0.59％）以内を乗じて得た額 

ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 55％（税抜 50％）以内の率を

乗じて得た額 

 

＜グローバルＸ MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF＞ 

毎日、次のイ．の額にロ．の額を加算して得た額 

イ．信託財産の純資産総額に年率 0.429％（税抜 0.39％）以内を乗じて得た額 

ロ．信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 55％（税抜 50％）以内の率を

乗じて得た額 

その他の費用・ 

手数料 

● 有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、

監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。 

※ 売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により

変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 

● 受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料（商標使用料）ならび

にこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産から支払

うことができます。 

●投資リスク 

当ファンドは、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

本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、

すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとお

りです。 

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、

「特定の業種への集中投資リスク」、「集中投資のリスク」、「その他」 

※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。 

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 
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Global X Japan 株式会社 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3174 号 
一般社団法人日本投資顧問業協会会員 
一般社団法人投資信託協会会員 

 

●指数の著作権等について（東証ＲＥＩＴ物流フォーカス指数） 

東証ＲＥＩＴ物流フォーカス指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、東

証ＲＥＩＴ物流フォーカス指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ物流フォーカス指数に関する

すべての権利・ノウハウ並びに東証ＲＥＩＴ物流フォーカス指数の標章及び東証の商標に関するすべての権

利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売され

るものではなく、㈱東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を

有しません。 

 

●指数の著作権等について（MSCI ジャパン・高配当セレクト 25 指数） 

本ファンドは、MSCI INC.(以下「MSCI」）、その関連会社、情報提供会社または MSCI INDEX の編集

または計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI 当事者」）が支援、保証、売却または宣伝するもの

ではありません。MSCI INDEX は、MSCI の専有財産です。MSCI および MSCI INDEX の名称は、MSCI 
もしくはその関連会社のサービスマークであり、Global X Japan 株式会社による特定の目的のための使用

について許可されているものです。いかなる MSCI 当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはそ

の他の個人もしくは事業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくは MSCI INDEX が

対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保証を行

いません。MSCI もしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もし

くは事業体とは無関係に MSCI が決定、構成、計算する MSCI INDEX に関する特定の商標、サービスマー

ク、商号のライセンサーです。いかなる MSCI 当事者も、MSCI INDEX について決定、構成または計算す

るにあたり、発行会社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考

慮する義務を負いません。いかなる MSCI 当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本

ファンドの償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。さらに、いか

なる MSCI 当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関連して、発行会社、本

ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義務または責任を負いません。MSCI は、

MSCI が信頼できると考える情報源から MSCI INDEX の算出に使用するための情報を入手するものとしま

すが、いずれの MSCI 当事者も、MSCI INDEX またはそのデータの独創性、正確性、完全性について一切

保証しません。MSCI 当事者は、発行会社、ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体が MSCI 
INDEX もしくはそのデータを使用して得る情報またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。

MSCI 当事者は、MSCI INDEX もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、

中断について一切の責任を負いません。さらに、MSCI 当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も

負わず、MSCI INDEX もしくはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をこ

こに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる MSCI 当事者も、直接、間接、特別、

懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損害の可能性について

通知された場合においても、一切責任を負いません。 

 


