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楽天証券において、ドイツ銀行グループが提供する
個人投資家向け ETF（db x トラッカーズ)6 銘柄の販売を開始
楽天証券株式会社（代表取締役社長：楠 雄治、本社：東京都品川区）は、2010年2月12日（金）
より、ドイツ銀行グループ（ドイツ銀行AG 取締役会会長兼経営執行委員会会長：ヨゼフ･アッカ
ーマン、本店：フランクフルト）が提供する中国ETF（上場投信）「db x トラッカーズ」シリー
ズ6銘柄の取り扱いを開始いたします。
■ 背景
楽天証券は、ネット証券における外国株式取引サービスのパイオニアとして、1999年より米国株
式、2003年より中国株式のサービスを開始いたしました。その後の2007年5月に取り扱いを開始
した海外ETFでは、ダウ30種平均やS&P500種などの先進国の代表的な指数との連動を目指したイ
ンデックスファンドをはじめとして、新興国やコモディティに連動したETFなど多彩な商品を提
供してまいりました。
先日、楽天証券が発表した2010年1月度の個人投資家サーベイ「楽天DI」では、過半数のお客様
が「中国やインドに注目する」と回答なさっており、また、東南アジアや中東・北アフリカに注
目するお客様の比率も上昇するなど、個人投資家の投資先へのニーズはますます多様化しており
ます。
この度、楽天証券では、ドイツ銀行グループが運用・管理し、120種類以上のラインナップを誇
る「db x トラッカーズ」の中から、現在日本ではdb x トラッカーズのみが提供しているベトナ
ムの指数に連動した中国ETFをはじめとして、インド、中国、台湾などの新興国の指数に連動し
た中国ETF5銘柄を加えた計6銘柄の取扱いを開始いたします。
■

「db x トラッカーズ」の概要

今回取り扱いを開始する「db x トラッカーズ」を運用・管理するドイツ銀行グループは、ETF
プラットフォームにおいて、額にして500億米ドル以上の運用資産*を持ち、2009年「ストラクチ
ャード・プロダクト・マガジン」誌から、ベストETFプロバイダーに選ばれた世界第3位のETF発
行会社です。
当ETFはルクセンブルグ籍です。従って、一般的に、米国籍のETFと比較して、国外での分配金に
対する税制面でのメリットが期待できます。
なお、今回の銘柄追加により、楽天証券で取扱う海外ETFは、97銘柄（米国72銘柄、中国25銘柄）
となり、国内証券会社で最多の取扱い数となります。
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*出所：ドイツ銀行、ブルームバーグ、ロイター。2009年12月末時点
■ 2月12日（金）国内約定分より取扱いを開始する銘柄
【中国 ETF・新規取扱銘柄】（注文は 2 月 12 日（金）11 時から受付開始（予定））
銘柄コード
銘柄名
管理報酬等
ETF の特徴
主要取引所
db X-trackers FTSE Vietnam Index ETF
03087
db x トラッカーズ FTSE ベトナム ETF
0.85％
db x トラッカーズ FTSE ベトナム ETF が連動対象とする FTSE ベトナム・インデッ
クス（以下、｢当インデックス｣）は、FTSE ベトナム全銘柄インデックスのサブセ
香港
ットであり、外国からの投資が十分可能である約 20 銘柄から組成されています。
当インデックスはトータルリターン・インデックスであり、スポンサーは、FTSE
International Limited (FTSE)です。
db X-trackers S&P CNX NIFTY ETF
03015
db x トラッカーズ S&P CNX ニフティ ETF（インド）
0.85％
db x トラッカーズ S&P CNX ニフティ ETF（インド）が連動する S&P CNX ニフテ
ィ（インド）（以下、｢当インデックス｣）は、インド経済の 22 のセクターを反映
する、大幅に分散した株式インデックスです。このインデックスは、ナショナル・
ストック・エクスチェンジ・オブ・インディア・リミテッド（インド証券取引所）
と CRISIL リミテッドの合弁会社である、インディア・インデックス・サービシズ・
香港
アンド・プロダクツ・リミテッド（以下、｢IISL｣）が保有、運営するものです。
IISL は、スタンダード＆プアーズと顧問およびライセンス契約を結んでいます。
2008 年 6 月 30 日現在において、Nifty 構成全銘柄の過去 6 カ月間における取引金
額は、インド証券取引所の上場全銘柄の取引金額の約 48.15%に相当しています。
ニフティ銘柄は、2008 年 6 月 30 日現在における市場の時価増額の約 59.32%を占
めています。当インデックスは時価総額加重方式により計算されています。
db X-trackers FTSE/Xinhua China 25 ETF
03007
db x トラッカーズ FTSE/新華中国 25ETF
0.60％
db x トラッカーズ FTSE/新華中国 25ETF が連動する FTSE/新華中国 25 インデッ
クス（以下、｢当インデックス｣）は、世界各国の投資家が投資可能な中国本土の
株式パフォーマンスに追随するよう設計されたものです。当インデックスは香港
香港
証券取引所で取引されている 25 銘柄で構成されています。当インデックスのスポ
ンサーは、FTSE Xinhua Index Limited (FXI)であり、これは FTSE グループと新
華ファイナンスの子会社である新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッ
ドとの合弁会社です。
db X-trackers MSCI Korea TRN Index ETF
02848
db x トラッカーズ MSCI 韓国トータルリターン・ネット・インデックス ETF
0.65％
db x トラッカーズ MSCI 韓国トータルリターン・ネット・インデックス ETF が連
動する MSCI 韓国トータルリターン・ネット・インデックス（以下、｢インデック
ス｣）は、浮動株調整後の時価総額指数であり、世界各国の投資家が投資可能な韓
香港
国株式のパフォーマンスを、正味配当を再投資したトータルリターンのベースで
測定するように設計されたものです。このインデックスのスポンサーは、モルガ
ン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・バーラ SM インク（｢MSCI バ
ーラ SM｣）です。
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銘柄コード
信託報酬
主要取引所
03036

銘柄名
ETF の特徴
db X-trackers MSCI Taiwan TRN Index ETF
db x トラッカーズ MSCI 台湾トータルリターン・ネット・インデックス ETF
db x トラッカーズ MSCI 台湾トータルリターン・ネット・インデックス ETF が連
動する MSCI 台湾トータルリターン・ネット・インデックス（以下、｢インデック
ス｣）は、浮動株調整後の時価総額指数であり、世界各国の投資家が投資可能な台
湾株式におけるパフォーマンスを、正味配当を再投資したトータルリターンのベ
ースで測定するように設計されたものです。このインデックスのスポンサーは、
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・バーラ SM インク（｢MSCI
バーラ SM｣）です。
db X-trackers MSCI USA TRN Index ETF
db x トラッカーズ MSCI 米国トータルリターン・ネット・インデックス ETF
db x トラッカーズ MSCI 米国トータルリターン・ネット・インデックス ETF が連
動する MSCI 米国トータルリターン・ネット・インデックス（以下、｢インデック
ス｣）は、浮動株調整後の時価総額指数であり、米国における先進国市場株式パフ
ォーマンスを、正味配当を再投資したトータルリターンのベースで測定するよう
に設計されたものです。このインデックスのスポンサーは、モルガン・スタンレ
ー・キャピタル・インターナショナル・バーラ SM インク（｢MSCI バーラ SM｣）で
す。

0.65％

香港

03020
0.30％

香港

楽天証券株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第 195 号
加入協会：日本証券業協会、(社)金融先物取引業協会
www.rakuten-sec.co.jp

＜この件に関するお問い合わせ先＞
楽天証券株式会社
マーケティング部（広報担当）：中原
電話： （03）6739-1466

ドイツ証券株式会社
広報部：安立／守田
電話: （03）5156-7705/7707

楽天証券株式会社は、楽天グループの金融事業の中核を担うインターネット専業証券会社であり、格安な
手数料、業界の定番ともいえるトレーディングツール「マーケットスピード」、そして海外投資をはじめ
とする豊富な商品ラインを背景に、2010年1月末時点で90万口座を超える顧客基盤をもつ大手ネット証券
の一角です。お客様からの信頼を最大の価値であると認識し、常にお客様の立場を発想の原点とした高品
質で革新的なサービスを提供してまいりたいと考えています。
ドイツ銀行グループは、グローバル市場で主導的な地位を占める投資銀行であり、個人顧客ビジネスにお
いても収益を生む強固な事業基盤を確立しています。ドイツおよび欧州における圧倒的な強みを背景に、
北米やアジア、主要新興国において、力強い成長を遂げています。ドイツ銀行グループの総従業員数は7
万7,053人にのぼり、世界72カ国で高水準な金融サービスを提供しています。ドイツ銀行グループは、競
争の激化するグローバルな市場を舞台に、常に前進を続けるお客さまのニーズに徹底的にお応えしていく
ことが、株主の皆さまに価値を創造し、私たち自身の成長につながると考えています。
日本においては 1,160 名の従業員を擁し、ドイツ証券株式会社（代表取締役社長：デイビッド・ハット）、
ドイツ銀行東京支店（日本における代表者兼東京支店長：相内 泰和）、ドイチェ・アセット・マネジメ
ント株式会社（代表取締役社長：関崎 司）、DB 信託株式会社（代表取締役社長：北瀬 啓治）を通じ、企
業金融、投資銀行業務、プライベートバンキング、資産運用などの広範なサービスを提供しています。
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リスクについて:
db x トラッカーズETFは、日本において、既に発行された本投資証券の売付けの申込み又はその買付けの
申込みの勧誘が金融商品取引法第2条第4項第1号または第23条の14第1項その他に該当することにより、当
該売付け又は買付けの申込みの勧誘に関し、金融商品取引法第4条第1項に規定する届出は行われておりま
せん。本投資証券を販売・譲渡する場合には、金融商品取引法その他の法令が要求する譲渡制限等を遵守
し、かつ投資信託及び投資法人に関する法律に従い金融庁に対して届出を行う必要があります。株式その
他の有価証券の価値の下落、裏付資産のインデックス数値の下落、発行体、インデックス提供者、保管会
社その他の本ファンド関連当事者の経営・財務状況の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等によ
り、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
db x トラッカーズETFはすべての投資家に適しているとは限りません。関連ファンドへの投資には市場リ
スク、カウンターパーティの債務不履行リスク、非流動性リスクなど数多くのリスクが伴います。投資家
は投資した全額を失う可能性があります。本文書は個々の個人投資家の投資目的、財務状況または特定の
ニーズを考慮することなく作成されています。いかなる場合であれ、本文書は取引締結に向けた申し込み、
申し込みの勧誘または推奨をするものではありません。投資家の皆様は、取引を締結する前に、当該取引
を完全に理解するようにするため、ならびに、生じ得るリスクおよび当該取引を締結する利益を含めたご
自身の目的および状況に照らして取引の適切性に関して独立の評価を行ったことを確認する措置を講じ
る必要があります。また、投資家の皆様は、そうした評価を行うに際して独立した専門家の助言を受ける
ことを考慮すべきです。投資の決定を下す際は、この概要ではなく、外国証券内容説明書をご参照くださ
い。管理会社は投資家の皆様の最終的な助言者としての行動、または他の受託者資格に基づく行動を行う
ことはありません。
MSCI
MSCIは本文書で言及されたファンドまたは有価証券のスポンサーではなく、その保証または販売促進を
行っておらず、また、かかるファンドもしくは有価証券またはそれらの基礎をなすインデックスに関連す
るいかなる責任も負いません。英文目論見書および関連する添付書類には、ドイツ銀行AG、db x トラッ
カーズおよび関連ETFに対するMSCIの関係が限定的であることについての、より詳細な説明が記載され
ています。
FTSE Xinhua
FTSE XinhuaはFTSE International LimitedによってFTSE/Xinhua Index Limited （"FXI"）のために計算さ
れています。FXIは本ファンドのスポンサーではなく、その保証、または販売促進を行っていません。当
インデックスに関するすべてのデータベース、権利、コピーライト、その他国際的な著作権は FXIおよび
その与えられた権限にもとづいてライセンサーに帰属します。 ドイツ銀行AGは当ファンドの組成に当た
りFXIよりデータベース、コピーライト、およびその他の知的所有権を取得しています。"FTSE®" "FT-SE®"
"Footsie®" はロンドン取引所とThe Financial Timesの商標ありライセンス契約にもとづいてFTSEによっ
て使用されています。
S&P CNX NIFTY
"S&P®" および "Standard and Poor’s®" は McGraw-Hill Companies, Inc. （"S&P"）の登録商標であり、
当インデックスについては、 India Index Services & Products Limitedからライセンスを受けて使用してい
ます。IISL あるいはS&Pは本ファンドのスポンサーではなく、その保証、または販売促進を行っていま
せん。IISL および S&Pのいずれも、本ファンドについていかなる保証をおこなっておらず、明示的ある
いは非明示的にかかわらず本ファンドの保有者あるいは有価証券への投資を助言するいかなる公的な役
割を負うものではありません。 当インデックスについてのより詳細な免責事項は本ファンドの英文目論
見書および関連する添付資料をご覧ください。
FTSE Vietnam
FTSE VietnamはFTSE International Limited （"FTSE"）によって計算されています。FTSEは本ファンド
のスポンサーではなく、その保証、または販売促進を行っていません。当インデックスに関するすべての
データベース、権利、コピーライト、その他国際的な著作権は FTSEおよびその与えられた権限にもとづ
いてライセンサーに帰属します。 ドイツ銀行AGは当ファンドの組成に当たりFTSEよりデータベース、
コピーライト、およびその他の知的所有権を取得しています。"FTSE®" "FT-SE®" "Footsie®" はロンドン
取引所とThe Financial Timesの商標ありライセンス契約にもとづいてFTSEによって使用されています。
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その他の留意事項:
本リリースは、楽天証券株式会社ならびにドイツ証券株式会社が「db x トラッカーズETF」の発行につい
てお伝えすることのみを目的として作成したものです。当該ETFは、所定のフィー(手数料)等が発生する
仕組みとなっています。また、｢リスクについて」で記述されている通り、市場や為替、経済動向、価格
の変動等により、また、内包される財務、法律、税務、会計上などのリスクにより、損失を生じるおそれ
があります。当該商品への実際の投資にあたっては、「外国証券内容説明書」並びに「契約締結前書面」
等をよくお読みになり、内容についてご理解･ご承諾のうえ、お客様ご自身のご判断で投資いただくよう
お願い致します。

5
Deutsche Bank Group, Communications, Region Japan, Telephone: 813-5156-7704

