平成29年8月9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
ＴＭＩ総合法律事務所
担当者
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

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
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29年8月8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
1

掲載番号
ETFS 総合上場投資信託（商品ETF）

銘柄コード
1684

上場取引所
東

2

ETFS エネルギー上場投資信託（ｴﾅｼﾞｰETF）

1685

東

3

ETFS 産業用金属上場投資信託（ﾒﾀﾙETF）

1686

東

4

ETFS 農産物上場投資信託（ｱｸﾞﾘETF）

1687

東

5

ETFS 穀物上場投資信託（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

ETFS 総合上場投資信託

[掲載番号1]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1684)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 総合上場投資信託（商品ETF）に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
39,002,562 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
36,445,823,407 円

(

330,304,725.45 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
934 円

(

8.47 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS エネルギー上場投資信託

[掲載番号2]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1685)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS エネルギー上場投資信託（ｴﾅｼﾞｰETF）に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
17,798,989 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
6,534,165,769 円

(

59,218,468.09 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
367 円

(

3.33 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
-0.01%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS 産業用金属上場投資信託

[掲載番号3]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1686)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 産業用金属上場投資信託（ﾒﾀﾙETF）に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
30,135,527 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
39,936,632,362 円

(

361,941,565.72 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
1,325 円

(

12.01 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS 農産物上場投資信託

[掲載番号4]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1687)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 農産物上場投資信託（ｱｸﾞﾘETF）に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
38,427,024 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
21,134,845,494 円

(

191,542,917.29 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
550 円

(

4.98 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.02%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS 穀物上場投資信託

[掲載番号5]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1688)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 穀物上場投資信託（穀物ETF）に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
6,811,624 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
2,732,492,264 円

(

24,764,294.58 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
401 円

(

3.64 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.02%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS 天然ガス上場投資信託

[掲載番号6]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1689)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

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

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
1,263,554,573 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
5,226,767,192 円

(

47,369,650.10 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
4.137 円

(

0.04 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS WTI 原油上場投資信託

[掲載番号7]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1690)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS WTI 原油上場投資信託(原油ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
124,939,436 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
98,356,602,776 円

(

891,395,711.22 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
787 円

(

7.13 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS ガソリン上場投資信託

[掲載番号8]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1691)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

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

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
267,870 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
671,251,672 円

(

6,083,484.43 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
2,506 円

(

22.71 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS アルミニウム上場投資信託

[掲載番号9]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1692)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

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

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
42,715,237 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
15,079,810,304 円

(

136,666,760.05 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
353 円

(

3.20 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS 銅上場投資信託

[掲載番号10]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1693)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 銅上場投資信託(銅ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
11,134,127 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
34,647,098,590 円

(

314,003,068.61 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
3,112 円

(

28.20 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS ニッケル上場投資信託

[掲載番号11]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1694)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

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

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
11,936,980 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
13,832,331,434 円

(

125,360,988.17 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
1,159 円

(

10.50 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

]

ETFS 小麦上場投資信託

[掲載番号12]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1695)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 小麦上場投資信託(小麦ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
124,880,442 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
9,718,168,358 円

(

88,074,754.02 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
78 円

(

0.71 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS とうもろこし上場投資信託

[掲載番号13]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1696)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

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

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
44,906,290 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
4,757,761,052 円

(

43,119,096.00 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
106 円

(

0.96 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

ETFS 大豆上場投資信託

[掲載番号14]
平成 29年 8月 9日
各

位
外国投資法人名
代表者
管理会社名
(銘柄コード 1697)
代表者
問合せ先
担当者

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
グラハム・タックウェル
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
グラハム・タックウェル
ＴＭＩ総合法律事務所
中川秀宣
（TEL 03-6438-5660）

ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
655,902 口

2. 上場ETFの資産総額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
1,518,028,949 円

(

13,757,739.25 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8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29年8月9日午前6時(ニューヨーク時間2017年8月8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＝110.34円）により計算しています。）
2,314 円

(

20.98 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特定の指標の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成29年8月9日午前0時（ロンドン時間2017年8月8日午後4時)現在)
0.00%
(参考) 乖離率の計算式
上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額
前営業日の上場ＥＴＦの
一口あたりの資産額

─

特定の指標の
終値
前営業日の
特定の指標の終値

× 100 (%)

以 上

