
平成25年1月17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25年1月16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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

24,580,830 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

31,821,226,458 円         ( 360,050,084.39 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

1,295 円         ( 14.65 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

19,161,479 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

16,014,516,389 円         ( 181,200,683.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

836 円         ( 9.46 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

15,167,721 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

20,490,574,471 円         ( 231,846,282.77 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

1,351 円         ( 15.29 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

60,711,554 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

44,226,667,151 円         ( 500,414,880.64 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

728 円         ( 8.24 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

7,842,311 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

4,775,947,609 円         ( 54,038,782.63 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

609 円         ( 6.89 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

1,550,810,899 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

16,282,807,270 円         ( 184,236,334.80 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

10.500 円         ( 0.12 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

13,308,234 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

28,043,848,500 円         ( 317,309,894.78 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

2,107 円         ( 23.84 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

301,948 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

1,388,625,909 円         ( 15,711,992.63 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

4,599 円         ( 52.04 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

10,804,116 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

4,091,200,293 円         ( 46,291,019.38 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

379 円         ( 4.28 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

13,193,738 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

44,370,967,109 円         ( 502,047,602.50 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

3,363 円         ( 38.05 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

2,624,600 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

4,497,066,401 円         ( 50,883,303.92 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

1,713 円         ( 19.39 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

41,251,581 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

6,782,037,527 円         ( 76,737,242.89 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

164 円         ( 1.86 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

17,675,930 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

3,756,998,187 円         ( 42,509,597.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

213 円         ( 2.40 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16日午後4時)現在)

2,903,090 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

5,926,398,004 円         ( 67,055,872.42 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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25年1月17日午前6時(ニューヨーク時間2013年1月16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＝88.38円）により計算しています。） 

2,041 円         ( 23.10 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25年1月17日午前0時（ロンドン時間2013年1月16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 25年 1月 17日

ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) に関する日々の開示事項

─


	表紙
	ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託
	ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託
	ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託
	ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託
	ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託
	ETFS 天然ガス上場投資信託
	ETFS WTI 原油上場投資信託
	ETFS ガソリン上場投資信託
	ETFS アルミニウム上場投資信託
	ETFS 銅上場投資信託
	ETFS ニッケル上場投資信託
	ETFS 小麦上場投資信託
	ETFS とうもろこし上場投資信託
	ETFS 大豆上場投資信託

