発行月

月刊ETFレポート （2018年3月版）

2018年4月

◆月間売買代金（立会内）
(2018/03/01～2018/03/31)
売買代金合計額（億円）

1日当たりの売買代金（億円）

◆営業日数：21日

57,768

前月比（1日当たりの売買代金）

2,750

-18.80%

◆銘柄ランキング
● 売買代金上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

1
2

コード

ETF（2018/3/31時点）

銘柄名

連動指標

日経平均レバレッジ・イン
1570 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 デックス

1357

売買代金（千円）

連動指標（カテゴリー）

218銘柄
前月比

運用会社

レバレッジ型・インバース型

3,787,379,773

-5.4% 野村AM

日経平均ダブルインバース・
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
レバレッジ型・インバース型
インデックス

900,210,394

-19.5% 野村AM
シンプレクス
AM

日経平均レバレッジ・イン
デックス

レバレッジ型・インバース型

224,881,250

-12.0%

日本株指数 （市場別）

194,398,530

-23.5% 野村AM

110,940,486

-13.9%

3

1579 日経平均ブル２倍上場投信

4

1321 日経２２５連動型上場投資信託

日経平均株価

5

1360 日経平均ベア２倍上場投信

日経平均ダブルインバース・
レバレッジ型・インバース型
インデックス

6

1306 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託

TOPIX

日本株指数 (市場別)

96,695,255

-16.2% 野村AM

7

1330 上場インデックスファンド２２５

日経平均株価

日本株指数 （市場別）

65,671,664

-9.2% 日興AM

1458 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型

日経平均レバレッジ・イン
デックス

レバレッジ型・インバース型

50,151,167

+6.4% 楽天投信

9

1459 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型

日経平均ダブルインバース・
レバレッジ型・インバース型
インデックス

43,975,981

-15.4% 楽天投信

10

1320 ダイワ上場投信－日経２２５

日経平均株価

40,050,111

-30.8% 大和AM

8

日本株指数 （市場別）

シンプレクス
AM

(注） 東京証券取引所（以下、「東証」）ETF市場における当月の立会内売買代金上位トップ10銘柄を掲載しています。立会外売買代金は含みません。

● 売買代金増加率上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

連動指標

連動指標（カテゴリー）

1

1479 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数

MSCI日本株人材設備投資
指数

日本株指数 （テーマ別）

2

1493 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型

ＪＰＸ日経中小型株指数

3

1586 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ

4
5

売買代金（千円）/（順位）

前月比

運用会社

952,859 （39）

+1883.9% 大和AM

日本株指数 （規模別)

46,485 （100）

+1639.9% AM One

TOPIX Ex-Financials

日本株指数 （テーマ別）

46,996 （99）

+1283.3% 日興AM

1369 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５

日経平均株価

日本株指数 （市場別）

2,023,280 （32）

+308.5% AM One

1367 ダイワ上場投信－ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数

TOPIX レバレッジ（2倍）指数 レバレッジ型・インバース型

7,802,327 （22）

+206.4% 大和AM

（注）東証ETF市場において、当月の一日平均売買代金が前月比増加率トップ5銘柄を掲載しています。なお、ランキングにあたり、一日平均売買代金が100万円以下の銘柄、監理・整理銘柄は除いています。

● 月間値上がり率上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

連動指標

連動指標（カテゴリー）

売買代金（千円）/（順位）

月間騰落率

運用会社

1

1552 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数

S&P500 VIX短期先物指数

外国株指数

13,858,383 （16）

+14.4%

三菱UFJ国際
投

2

1561 国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数

S&P500 VIX中期先物指数

外国株指数

89,942 （80）

+7.1%

三菱UFJ国際
投

3

1469 ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース）

JPX日経400ダブルインバース・
レバレッジ型・インバース型
インデックス

314,551 （59）

+3.3%

シンプレクス
AM

4

1671 ＷＴＩ原油価格連動型上場投信

WTI原油先物

商品・商品指数

4,687,609 （26）

+3.0%

シンプレクス
AM

5

1356 ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信

TOPIXインバース（-2倍）指数

レバレッジ型・インバース型

13,773,358 （17）

+2.8%

シンプレクス
AM

（注）東証ETF市場において、当月の値上がり率の前月比トップ5銘柄を掲載しています。なお、ランキングにあたり、一日平均売買代金が100万円以下の銘柄、監理・整理銘柄は除いています。

● 分配金利回り上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

連動指標

連動指標（カテゴリー）

1

1623 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄

日本株指数 （業種別）

2

1566 上場インデックスファンド新興国債券

ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨
建て新興市場国債・10％国キャップ・イン
デックス

外国債券指数

3

1488 ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数

東証REIT指数

売買代金（千円）/（順位） 実績分配金利回り

運用会社

26,787 （112）

+19.5% 野村AM

1,300,771 （35）

+5.8% 日興AM

不動産投資信託（REIT)指数

52,250 （97）

+3.7% 大和AM

4

1555 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００ Ａ‐ＲＥＩＴ） S&P/ASX200 A-REIT指数 不動産投資信託（REIT）指数

124,114 （74）

+3.6% 日興AM

5

1345 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型

830,778 （43）

+3.6% 日興AM

東証REIT指数

不動産投資信託（REIT)指数

（注）東証ETF市場において、当月末時点の分配金利回りのトップ5銘柄を掲載しています。なお、ランキングにあたり、一日平均売買代金が100万円以下の銘柄、監理・整理銘柄は除いています。

◆ETF銘柄検索
◆ 東証マネ部！銘柄検索
http://money-bu-jpx.com/search/
-日本株・外国株・不動産等の種類別に検索したり、検索結果を分配金利回りが高い順、信託報酬が低い順などに並び替えたりして、お好みのETFを探すことができます。
≪免責事項≫
●当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
●当資料に掲載されたデータは速報値ですので、今後変更される可能性があります。
●ETFは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等によ
り、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずる
おそれがあります。
●ETFの売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託
報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
●当資料は、2018年3月末現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の
完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。

発行月

月刊ETNレポート （2018年3月版）

2018年4月

◆月間売買代金（立会内）
(2018/03/01～2018/03/31)
売買代金合計額（億円）

1日当たりの売買代金（億円）

前月比（1日当たりの売買代金）

◆営業日数：21日

197

9

-56.82%

◆銘柄ランキング
● 売買代金上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

ETN（2018/3/31時点）
連動指標

売買代金（千円）

連動指標（カテゴリー）

1

2038 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経・ＴＯＣＯＭ 原油 ダブル・ブル ＥＴＮ

日経・東商取原油レバレッジ指
レバレッジ型・インバース型
数

2

2042 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 東証マザーズ ＥＴＮ

東証マザーズ指数

3

2039 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経・ＴＯＣＯＭ 原油 ベア ＥＴＮ

日経・東商取原油インバース指
レバレッジ型・インバース型
数

4

2041 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ＮＹダウ・ベア・ドルヘッジ ＥＴＮ

5

2040 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ＥＴＮ

23銘柄

前月比

管理会社

9,938,391

-22.6% 野村證券

2,069,929

-2.5% 野村證券

1,857,068

-30.4% 野村證券

ダウ･ジョーンズ工業株価平均
インバース(-1倍)･インデックス レバレッジ型・インバース型
(円ヘッジ･トータルリターン)

1,367,413

-40.8% 野村證券

ダウ･ジョーンズ工業株価平均
レバレッジ(2倍)･インデックス(円 レバレッジ型・インバース型
ヘッジ･プライスリターン)

1,340,802

-38.1% 野村證券

日本株指数 (市場別)

(注） 東京証券取引所（以下、「東証」）ETN市場における当月の立会内売買代金上位トップ5銘柄を掲載しています。立会外売買代金は含みません。

● 売買代金増加率上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

連動指標
野村日本株高ベータ・セレクト
30（配当課税考慮済指数）

連動指標（カテゴリー）

1

2068 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 高ベータ30（ネットリターン）ETN

2

2048

3

2042 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 東証マザーズ ＥＴＮ

4

2037 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経・ＴＯＣＯＭ 金 ベア ＥＴＮ

日経・東商取金インバース指数 レバレッジ型・インバース型

2038 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経・ＴＯＣＯＭ 原油 ダブル・ブル ＥＴＮ

日経・東商取原油レバレッジ指
レバレッジ型・インバース型
数

5

ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 野村日本株高配当７０（ドルヘッジ、ネットリ
ターン）ＥＴＮ

売買代金（千円）/（順位）

前月比

管理会社

日本株指数 （テーマ別）

273,831

（9）

+24.9% 野村證券

野村日本株高配当70・米ドル
ヘッジ指数（ネットトータルリター 日本株指数 （テーマ別）
ン）

844,370

（6）

+15.1% 野村證券

2,069,929

（2）

-2.5% 野村證券

27,027 （19）

-3.0% 野村證券

東証マザーズ指数

日本株指数 (市場別)

9,938,391

（1）

-22.6% 野村證券

（注）東証ETN市場において、当月の一日平均売買代金が前月比増加率トップ5銘柄を掲載しています。なお、ランキングにあたり、一日平均売買代金が１００万円以下、監理・整理銘柄の銘柄は除いています。

● 月間値上がり率上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

連動指標

1

2035 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経平均ＶＩ先物指数 ＥＴＮ

日経平均VI先物指数

2

2038 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経・ＴＯＣＯＭ 原油 ダブル・ブル ＥＴＮ

3

連動指標（カテゴリー）

売買代金（千円）/（順位）

月間騰落率

管理会社

746,901

（7）

+15.4% 野村證券

日経・東商取原油レバレッジ指
レバレッジ型・インバース型
数

9,938,391

（1）

+8.6% 野村證券

2041 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ＮＹダウ・ベア・ドルヘッジ ＥＴＮ

ダウ･ジョーンズ工業株価平均
インバース(-1倍)･インデックス レバレッジ型・インバース型
(円ヘッジ･トータルリターン)

1,367,413

（4）

+4.7% 野村證券

4

2032 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 香港ハンセン・ベア ＥＴＮ

ハンセン指数・ショートインデッ
クス

レバレッジ型・インバース型

41,631 （17）

+1.9% 野村證券

5

2034 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 韓国ＫＯＳＰＩ・ベア ＥＴＮ

韓国総合株価指数200（先物）・
レバレッジ型・インバース型
インバースインデックス

37,339 （18）

-0.2% 野村證券

日本株指数 （テーマ別）

（注）東証ETN市場において、当月の値上がり率の前月比トップ5銘柄を掲載しています。なお、ランキングにあたり、一日平均売買代金が１００万円以下の銘柄、監理・整理銘柄は除いています。

● 月間値下がり率上位 (2018/03/01～2018/03/31)
順位

コード

銘柄名

連動指標

連動指標（カテゴリー）

1

2040 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ＥＴＮ

ダウ･ジョーンズ工業株価平均
レバレッジ(2倍)･インデックス(円 レバレッジ型・インバース型
ヘッジ･プライスリターン)

2

2046 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ インドＮｉｆｔｙ・ダブル・ブル ＥＴＮ

3

売買代金（千円）/（順位）

月間騰落率

管理会社

（5）

-11.2% 野村證券

Nifty50レバレッジ(2倍)インデッ
レバレッジ型・インバース型
クス(プライスリターン)

156,903 （10）

-7.1% 野村證券

2068 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 高ベータ30（ネットリターン）ETN

野村日本株高ベータ・セレクト
30（配当課税考慮済指数）

273,831

（9）

-6.5% 野村證券

4

2039 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 日経・ＴＯＣＯＭ 原油 ベア ＥＴＮ

日経・東商取原油インバース指
レバレッジ型・インバース型
数

1,857,068

（3）

-4.6% 野村證券

5

2067 ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 野村AI ビジネス70（ネットリターン）ETN

野村AI ビジネス70（配当課税考
日本株指数 （テーマ別）
慮済指数）

409,794

（8）

-3.7% 野村證券

日本株指数 （テーマ別）

1,340,802

（注）東証ETN市場において、当月の値下がり率の前月比トップ5銘柄を掲載しています。なお、ランキングにあたり、一日平均売買代金が１００万円以下の銘柄、監理・整理銘柄は除いています。

◆ETN銘柄検索
◆ 東証マネ部！銘柄検索
http://money-bu-jpx.com/search/
-日本株・外国株・不動産等の種類別に検索したり、検索結果を最低買付金額が低い順、管理費用が低い順などに並び替えたりして、お好みのETNを探すことができます。
≪免責事項≫
●当資料は、作成時におけるETNの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
●当資料に掲載されたデータは速報値ですので、今後変更される可能性があります。
●ETNは値動きのある有価証券を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又
は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
●ETNの売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を
十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
●当資料は、2018年3月末現在の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するもの
ではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。

