
平成26年2月20日

各　  　　位

外国投資法人名　　    　イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　   　　　　　　　　　グラハム・タックウェル
管理会社名                  ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(管理会社コード　16724)   
代表者     　　　　　　　　　グラハム・タックウェル
問合せ先                     森・濱田松本法律事務所
担当者                        下瀬　伸彦
（TEL 03-6212-8316） 

ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド（CSL）を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、平成26年2月19日現在の状況をご報告します。

上場ETF　銘柄（14銘柄）
掲載番号 銘柄コード 上場取引所

1 ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（商品ETF） 1684 東

2 ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（ｴﾅｼﾞｰETF） 1685 東

3 ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（ﾒﾀﾙETF） 1686 東

4 ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（ｱｸﾞﾘETF） 1687 東

5 ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（穀物ETF） 1688 東

6 ETFS 天然ガス上場投資信託（ｶﾞｽETF） 1689 東

7 ETFS WTI 原油上場投資信託（原油ETF） 1690 東

8 ETFS ガソリン上場投資信託（ｶﾞｿﾘﾝETF） 1691 東

9 ETFS アルミニウム上場投資信託（ｱﾙﾐETF） 1692 東

10 ETFS 銅上場投資信託（銅ETF） 1693 東

11 ETFS ニッケル上場投資信託（ﾆｯｹﾙETF） 1694 東

12 ETFS 小麦上場投資信託（小麦ETF） 1695 東

13 ETFS とうもろこし上場投資信託（ｺｰﾝETF） 1696 東

14 ETFS 大豆上場投資信託（大豆ETF） 1697 東

＊各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況
が表示されます。

以　上

上場ETF（管理会社：ETFセキュリティーズ、外国投資法人：CSL）に関する日々の開示事項　

掲載番号



ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号1]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1684)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL 03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

25,960,780 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

36,672,003,980 円         ( 358,440,074.09 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

1,413 円         ( 13.81 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

─

平成 26年 2月 20日

ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（商品ETF）に関する日々の開示事項



ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号2]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1685)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

17,830,349 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

19,127,114,672 円         ( 186,952,542.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

1,073 円         ( 10.49 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

0.02%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS エネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（ｴﾅｼﾞｰETF） に関する日々の開示事項

─



ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号3]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1686)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

13,497,154 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

18,004,271,835 円         ( 175,977,634.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

1,334 円         ( 13.04 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS 産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（ﾒﾀﾙETF） に関する日々の開示事項

─



ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号4]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1687)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

58,171,933 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

44,394,901,904 円         ( 433,925,343.61 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

763 円         ( 7.46 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.03%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS 農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（ｱｸﾞﾘETF）に関する日々の開示事項

─



ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号5]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1688)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

4,426,416 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

2,647,428,196 円         ( 25,876,534.02 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

598 円         ( 5.85 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS 穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（穀物ETF）に関する日々の開示事項

─



ETFS 天然ガス上場投資信託

[掲載番号6]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1689)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

932,221,921 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

14,040,980,110 円         ( 137,239,567.10 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

15.062 円         ( 0.15 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS 天然ガス上場投資信託（ｶﾞｽETF） に関する日々の開示事項

─



ETFS WTI 原油上場投資信託

[掲載番号7]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1690)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

6,959,252 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

18,290,297,783 円         ( 178,773,314.27 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

2,628 円         ( 25.69 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS WTI 原油上場投資信託(原油ETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS ガソリン上場投資信託

[掲載番号8]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1691)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

219,070 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

1,196,600,109 円         ( 11,695,827.48 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

5,462 円         ( 53.39 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS ガソリン上場投資信託(ｶﾞｿﾘﾝETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS アルミニウム上場投資信託

[掲載番号9]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1692)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

11,898,644 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

4,033,147,417 円         ( 39,420,852.48 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

339 円         ( 3.31 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS アルミニウム上場投資信託(ｱﾙﾐETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS 銅上場投資信託

[掲載番号10]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1693)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

7,482,695 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

25,671,627,291 円         ( 250,920,020.44 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

3,431 円         ( 33.53 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS 銅上場投資信託(銅ETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS ニッケル上場投資信託

]

[掲載番号11]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1694)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

4,446,288 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

7,135,769,620 円         ( 69,746,550.87 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

1,605 円         ( 15.69 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS ニッケル上場投資信託(ﾆｯｹﾙETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS 小麦上場投資信託

[掲載番号12]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1695)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

53,909,816 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

7,428,251,912 円         ( 72,605,335.87 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

138 円         ( 1.35 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS 小麦上場投資信託(小麦ETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS とうもろこし上場投資信託

[掲載番号13]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1696)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

28,833,083 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

5,028,800,289 円         ( 49,152,578.33 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

174 円         ( 1.70 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 26年 2月 20日

ETFS とうもろこし上場投資信託(ｺｰﾝETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS 大豆上場投資信託

[掲載番号14]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1697)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

660,802 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

1,757,818,339 円         ( 17,181,295.46 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成26年2月20日午前6時(ニューヨーク時間2014年2月19日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝102.31円）により計算しています。） 

2,660 円         ( 26.00 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成26年2月20日午前0時（ロンドン時間2014年2月19日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上
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ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) に関する日々の開示事項
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