Funds and Advisory ウェブサイトご利用規約 （「本規約」）
以下のご利用条件をよくお読みください
以下は、お客様が Funds and Advisory のウェブサイト（「本サイト」）をご使用になる際に適用される
ご利用条件です。本サイトにアクセスすることにより、お客様はこれらの条件に従うことに同意するもの
とします。 本規約において使用される「Funds and Advisory」という用語は、Barclays Bank PLC. 内の
資産運用事業を指します。 本規約において使用される「当社」「当社を」または「当社の」という用語
は、Barclays Bank PLC およびその世界中の関連企業を指します。 Barclays Bank PLC はイングランド
で登録されています。 登録番号：1026167. 登録事務所: 1 Churchill Place, London, E14 5HP.
本サイトの使用
お客様が本サイトのご利用条件に従って行動していないと当社が考える場合を含みますが、これに限定さ
れないあらゆる理由により、当社は単独の裁量でお客様の本サイトへのアクセスまたはご使用を停止する
ことがあります。 本サイトおよびそこに掲載されるコンテンツは、機関投資家およびプロフェッショナ
ル投資家専用のものです。
本サイトをご使用になることによって、お客様は当社のプライバシーおよびクッキーに関するポリシーに
従った クッキーの使用を受諾することになります。. 当社は、本サイトのパフォーマンスおよび機能を
有効にし、強化するためにクッキーを使用しています。 当社は対象を絞ったマーケティングまたはプロ
ファイリングの目的にはクッキーを使用しません。
これらのクッキーの使用を許諾されないお客様は、お使いのブラウザの設定を変更し、本ウェブサイトか
らのクッキーがお客様のデバイスに配置されないようにすることができます。 ただし、お使いのブラウ
ザでクッキーが無効に設定されていると、当社のウェブサイトのセキュリティ保護されたエリアへアクセ
スできないこと、および当社ウェブサイトのコンテンツをお客様のご希望に合わせてパーソナライズでき
ない場合があることをご了承ください。
規制当局と責任
本サイトは、Barclays Bank PLC が Funds and Advisory を通じて維持しています。 Barclays Bank PLC
は英国金融サービス機構（「FSA」）の承認および規制を受けています（参照番号 122702）。
運用成績データ
過去の成績は将来の結果を示唆するものではありません。 本サイトで言及される投資から生じる価値や
収入は、増加することも、減少することもあります。 あらゆる予想、予測または目標は参考目的のみで
あり、いかなる点でも保証されていません。 そのような予想、予測または目標の達成に関し、当社は一
切責任を負いません。
オファーなし
本サイトに記載される資料は、情報のみを目的としており、いかなる状況においても、本サイトに記載さ
れる資料はあらゆる投資商品を取得または処分する、またはその他の取引に関与する、またはあらゆる投
資助言やサービスを提供する勧誘またはオファー、推奨と解釈すべきものではありません。 本サイトに
含まれる情報は、当社が信頼できると考える取引および統計サービスその他の情報源から取得している場
合があります。 当社はそのような情報が正確である、または完全であるとの表明はしておらず、そのよ
うな情報に依拠すべきではありません。 本サイトに表明されたあらゆる意見は、発行日における当社の
判断を反映するものであり、予告なく変更されることがあります。 あらゆる価格は参考のために示され
ており、売りまたは買いの募集、あるいはその価格で購入または売却ができるという表明ではなく、それ
らを意図したものではなく、それらを構成するものでもありません。 Barclays Bank PLC またはその関
連会社は、法律で許容されている場合、本サイトで資料が公開される前に本サイトで利用可能な資料に基
づいて行動することがあります。
無保証 および依存の禁止
すべてのコンテンツ、データ、本サイトそのものは、「現状のまま」で提供されており、保証、表明、そ
の他のあらゆる種類の確証はありません。 適用される法律で許容される最大範囲において、Barclays
Bank PLC およびその関連企業は、可用性、結果、機能性、信頼性、パフォーマンス、適性、品質、正確
性、適時性、完全性、市場性、特定目的への適合性および/または権利の不侵害について、お客様および/
または第三者に対する保証、表明またはあらゆる種類の確証を含むがそれに限定されない、明示的、黙示
的および法的表明、保証、あらゆる種類の確証を本書をもって明示的にに否認します。 さらに、当社は

本サイトまたはコンテンツに含まれる機能が遮断されないこと、またはエラーがないこと、その欠陥が修
正されること、または本サイトまたはコンテンツまたはいずれかへのアクセスまたは保管のあらゆる方法
にウィルスが存在しないこと、有害なコンポーネンツを含まないことについて一切責任を負わず、保証し
ません。 お客様が本サイトまたはコンテンツにアクセスする、またはそれらを使用することによるいか
なる損害、感染するウィルス、または実行しなければならないサービス、修理、訂正について、当社は責
任を負わないものとします。 一部法管轄地域では、黙示的保証の除外が禁止されているため、上記の除
外の一部またはすべてがお客様には適用されない可能性があります。
本サイトの意見、資料、およびその他一切のコンテンツは当社が情報のみを目的として提供するもので、
予告なく変更される場合があります。 本サイトに含まれるいずれも、投資、法務、税務またはその他の
助言となるものではなく、投資またはその他の決定をする際に依存するべきではありません。 あらゆる
投資を決定する前に、関連する専門のプロフェッショナルの助言を受けてください。
責任の否定
Barclays Bank PLC およびその関連企業は、過失を含めた（それに限定しない）いかなる場合でも、本サ
イトへのアクセス、その使用、そのパフォーマンス、ブラウズ、または本サイトから他のサイトへリンク
することから生じる、またはそれらに関連し、本サイトの使用または本サイトの使用不能から生じた、ま
たはそれらに関連する直接、間接、偶発的、実害的、または結果的な損害、費用、損失、あるいは過失、
脱漏、欠陥、コンピューター・ウィルスまたはシステム障害、また利益、営業権、評判の喪失を含むがそ
れに限定されないあらゆる種類の損害または損失について、そのような損失または損害の可能性について
明示的に通知されているか、知っている場合であっても、責任を負いません。 当社は Financial
Services and Markets Act 2000 (2000 年金融サービス市場法) における義務および責任を除外しません。
当社は本サイトまたはその一部を一時的にまたは恒久的に、予告をもって、または予告せず、いつでも修
正、停止または中止する権利を留保します。 お客様は、当社がそのような本サイトの修正、停止または
中止についてお客様または第三者に対して責任を負わないことに同意するものとします。 本サイトまた
はそのコンテンツの使用に関連して当社が提供することがあるデータまたはコンテンツにお客様が依存し
た結果生じる、あらゆる損失、損害または費用について全責任を負うことになります。 本規約のいずれ
も、適用される法律や規制に反する範囲の責任を限定したり、除外するものではありません。
第三者の商品およびサービス
当社が第三者のインターネットのウェブサイトへのハイパーテキストによるリンクを提供する場合、当該
リンクはそのようなウェブサイトの商品やサービスに対する当社の保証ではありません。 そのようなリ
ンクはお客様単独のリスク負担でご使用ください。当社はそのようなウェブサイトのコンテンツ、使用ま
たは利用可能性について責任または賠償責任は負いません。 当社はそのようなウェブサイトのコンテン
ツの真偽または正確性については確認していません。 本サイトはまた、第三者が提供する資料を含むこ
とがありますが、そのような資料の正確性について、当社は責任または賠償責任を負いません。 外部ペ
ージまたは他のサイトへのリンクはお客様のリスクとなります。 本書に含まれ、取引または統計サービ
スまたはその他の第三者の情報源から取得した、またはそれらに基づいていると記載している情報の正確
性または完全性については、当社では証明していません。
機密性
本サイトに含まれるあらゆる情報は、受取人を厳格に限定して提供されており、当該情報が公共ドメイン
にリリースされたものと解釈すべきではありません。 本サイトに情報を含めることは、当該情報の使用
または取扱に関してお客様が負う責務を修正、免除または終了させるものではないことにお客様は同意す
るものとします。 従って、本サイトに含まれている情報に関連する情報非開示契約または機密契約（ど
のような表現であっても）内に含まれる規定を厳密に遵守することに同意するものとします。
知的財産権
Copyright © Barclays Bank PLC 2012 （無断転載を禁ず）。 本サイトのすべてのコンテンツにはすべて
の権利が留保された著作権があり、情報の使用はお客様の社内業務に限定されます。 この情報はお客様
の社内業務のためだけにプリントアウトすることができます。そのような情報はどのような方法によって
も、複製、配布またはその他の人または企業に送信、別の文書または他の素材へ挿入することができませ
ん。 本サイトの情報およびソフトウェアは文脈なく解釈したり、不当な、誤解を与えるような、あるい

は差別的な方法で表示してはならず、適用される法律や規制に従ってのみ使用するものとします。 バー
クレイズまたはその他の第三者の著作権通知またはその他の通知を除去しないことに同意するものとしま
す。 本規約で明示的に規定されている場合を除き、本サイトに含まれ事項は一切、バークレイズの知的
財産権に基づく明示的、黙示的またはその他のあらゆるライセンスまたは権利を与えるものとみなされず、
それらを与えるものと解釈されてはなりません。 本サイトに表示されている商標、ロゴ、サービスマー
クは Barclays Bank PLC および第三者の商標です。 本サイト上のそのような商標は、それぞれの所有者
の許可を得て使用しています。 本サイトからダウンロードまたはコピーする行為によって、本サイトに
おいてソフトウェアや資料の所有権をお客様に譲渡するものではありません。 また、情報を非合法な目
的に使用しないことに合意し、当社または第三者が情報に関して持つ権利を保護するために、当社からの
要求に応えるものとします。
電子的通信
適用される法律で許容される場合、当社は電子的通信を管理する権利を留保します。 お客様による本サ
イトのご使用に関連して、お客様は本サイトを媒体としたお客様と当社または当社の代表者または代理店
との間の電子的またその他のあらゆる通信を電子的に記録することを認識し、同意するものとします。
お客様は、電子的通信の受領者についての情報（インターネットのプロトコルアドレスなど）を収集する
クッキーおよびその他のトラッキング技術を当社が使用することを認識し、同意するものとします。 お
客様は、お客様が本サイトを使用するときに入力するすべての情報およびデータを当社および当社の社員、
代表者、代理店が記録、保持、使用することを認識し、同意するものとします。 お客様が本サイトに送
信するあらゆるものは Barclays Bank PLC の所有物となり、合法的な目的で当社が使用することができ、
当社が適切と考える場合、当社が従うあらゆる司法または規制当局を含めて開示の対象となります。
グローバル取引制限
当社では、本サイトの資料がすべてのロケーションでの使用に適していること、本サイトに記載されてい
る取引、証券、商品、またはサービスがすべての司法管轄地域で、すべての投資家またはカウンターパー
ティに販売可能または販売に適していることを表明しません。 お客様は本サイトにご自身の意志でアク
セスし、適用される現地の法律または規制を遵守する責任があります。 本サイトのソフトウェアは、米
国財務省、米国商務省またはその他の適用される規制または法律に違反してダウンロードすること、ある
いは米国または英国が通商を禁止している国の居住者または仕向け地へ輸出することはできません。
全体を検討すべき資料
本サイトのすべての資料は、脚注、法的免責事項、制限または開示事項、著作権または専有事項の通知を
含め、その全体を検討していただくことを意図しています。 免責事項、制限、開示事項またはヘッジ条
項が文書または資料の全体に適用されるのと同様に、その一部分にも適用され、お客様が検討またはダウ
ンロードする資料または文書の一部にそれらが含まれるとみなされます。
英国のスチュワードシップコード
スチュワードシップコードは、英国の財務報告審議会が発行した自主的な規範で、機関投資家と自社に投
資する企業との関与に関連したいくつかの原則を掲げています。 Funds and Advisory は株式を含め、お
客様のためにグローバルに複数の資産クラスへの投資に関与する戦略を運用しています。 従って、本規
範は当社の業務のいくつかの側面に関係があります。 本規範の根底にある目的については概ね支持しま
すが、現時点では、検討段階にあるものの、個々の法管轄地域に関連する自主的な特定の実務規範に誓約
することが適切であるとは考えていません。 詳細につきましては、バークレイズのウェブサイトおよび
バークレイズの年次報告書、財務報告書をご覧ください。
サードパーティ指数の免責事項 - Rogers International Commodity Index
「Jim Rogers」、「James Beeland Rogers, Jr.」、「Rogers」、「Rogers International Commodity
Index™」および「RICI™」は、Beeland Interests, Inc. の商標、サービスマークおよび/または登録商標
であり、ライセンスに従い James Beeland Rogers, Jr. が所有および管理しています。 Jim
Rogers/James Beeland Rogers, Jr. の個人の氏名および肖像は James Beeland Rogers, Jr. が所有し、
ライセンスを受け、ライセンスに従って使用しています。 本サイトは、James Beeland Rogers, Jr.、
Beeland Interests, Inc.（「Beeland Interests」）または Diapason Commodities Management SA
（「Diapason」）によって出資、保証、販売または販売促進されていません。 Beeland Interests、
James Beeland Rogers, Jr. または Diapason のいずれも、本書の正確性または完全性または証券または

コモディティ一般、または特に将来への投資についての推奨度について、明示的または黙示的な表明また
は保証をせず、責任を負いません。
BEELAND INTERESTS または DIAPASON、または各社の関連企業または代理店はいずれも、ROGERS
INTERNATIONAL COMMODITY INDEX （「RICI」）、そのサブ指数、またはそこに含まれるデータの正確性お
よび/または完全性について保証しません。 当該人物は、そこに含まれる誤り、脱漏またはその中断につ
いて責任を負わず、本サイトまたは RICI、そのサブ指数、または本サイトに含まれるデータを使用した
その他の人物または団体から取得した結果に関連し、明示的または黙示的な保証をしません。 BEELAND
INTERESTS および DIAPASON および各社の関連企業および代理店はいずれも、RICI、そのサブ指数、およ
びそこに含まれるデータに関連して、一切の明示的または黙示的な保証をせず、市場性または特定の目的
または使用への適合性についてそれぞれが責任を明示的に放棄します。 前記を損なうことなく、いかな
る場合にも、BEELAND INTERESTS、DIAPASON および各社の関係企業または代理店はいずれも、利益の喪失、
間接的、懲罰的、特別な、あるいは結果的な損害や損失について、たとえその可能性について通知されて
いた場合であっても責任を負いません。
サードパーティ指数 – Dow Jones UBS 指数
「Dow Jones」、「UBS」、「DJUBS トータルリターン指数」、「DJ-UBSCISM」、「Dow Jones- UBS コモ
ディティ指数トータルリターン」、「DJ-UBS CITRsm」は適宜、Dow Jones & Company, Inc および UBS
AG のサービスマークであり、Barclays Bank Plc. は特定の目的で使用するためにライセンス供与を受け
ています。 DJ-UBSCISM および DJ-UBS CITRsm を基にしたバークレイズの商品は、Dow Jones、UBS また
は各社の子会社または関連会社が出資、保証、販売または販売促進しておらず、Dow Jones、UBS および
各社の関連会社のいずれも、バークレイズの商品への投資の推奨度について表明していません。
サードパーティ指数 – Hang Seng China Enterprises Index （ハンセン中国企業株指数）
ハンセン中国企業株指数（「指数」）は、Hang Seng Data Services Limited. からのライセンスに従い
Hang Seng Indexes Company Limited が発表し、編纂しています。 「ハンセン中国企業株指数」のマー
クおよび名称は Hang Seng Data Services Limited. の所有物です。 Hang Seng indexes Company
Limited および Hang Seng Data Services Limited は本ファンドに関連して Celsius Funds plc および
Barclays Bank plc による指数を使用し、参照することで合意していますが、Hang Seng Indexes
Company Limited および Hang Seng Data Services Limited のいずれも、ブローカー、ファンドの保有
者、その他の人物に対し、以下を表明または保証しません： (i) 指数および指数の計算またはそれに関
連する情報の正確性または完全性、または (ii) 指数またはそれを構成するコンポーネントまたはデータ
のあらゆる目的における指数の適合性または適性、または (iii) あらゆる目的で指数またはそれを構成
するコンポーネントまたはデータを使用した人物から取得した結果。また、指数に関連してあらゆる種類
の保証または表明またはその他の確約はせず、または示唆されません。 指数の計算および編纂の処理お
よび根拠、それに関連する計算式、指数を構成する株式や要因は随時 Hang Seng Indexes Company
Limited が通知することなく変更することがあります。 適用される法律によって最大限許容される範囲
で、(i) 本ファンドに関連して Celsius Funds plc または Barclays Bank plc による指数を使用するお
よび/または参照することに関し、または (ii) Hang Seng Indexes Company Limited による指数の計算
における不正確、脱漏、間違いまたは誤りに対し、または (iii) その他の人物から提供される指数の計
算に関連して使用された情報の不正確、脱漏、間違い、誤りまたは不完全性または、(iv) 上記の結果、
ブローカーまたはファンドの保有者またはその他のファンドを取り扱う人物に直接または間接的に発生し
た経済的またはその他の損失、また、ブローカー、ファンドの保有者または本ファンドを取り扱うその他
の者から本ファンドに関して Hang Seng Indexes Company Limited および⁄または Hang Seng data
Services Limited に対してあらゆる方法で起こされた請求、訴訟、司法手続きについて、Hang Seng
Indexes Company Limited または Hang Seng Data Services Limited は責任または賠償責任を負わず、
認めません。 ブローカー、ファンドの保有者または本ファンドを取り扱うその他の者は、従って、この
免責事項を完全に理解して取り扱い、Hang Seng indexes Company Limited および Hang Seng Data
Services Limited に依拠することはできません。 疑義を避けるために付言すると、この免責事項はブロ
ーカー、ファンドの保有者またはその他の人物と Hang Seng Indexes Company Limited および ⁄または
Hang Seng Data Services Limited の間で一切の契約上または契約に準ずる関係を創設するものではなく、
創設すると解釈されてはなりません。

準拠法
本規約および本規約から生じる、または本規約に関連する契約以外の義務はイングランドの法律に準拠し、
お客様は、本サイトおよび本規約に関連するまたは本規約から生じたあらゆる事項または紛争について判
断するためイングランドの裁判所が専属管轄権を有することに同意するものとします。但し、以下の場合
は除きます。(i) 本サイトのユーザーがアメリカ合衆国の市民である場合またはアメリカ合衆国で設立さ
れている場合。この場合は本規約は抵触法の原則に効力を及ぼすことなく、ニューヨーク州法に準拠し、
すべての当該ユーザーは本規約に関して生じるあらゆる紛争について、ニューヨーク裁判所の専属管轄権
に服するものとします。または (ii) 本サイトのユーザーが欧州連合またはノルウェー、スイス、アイス
ランド以外の法に基づいて組織されている、またはそれらの地域に居住している場合。この場合は、本規
約および本規約から生じるまたは本規約に関連する契約以外の義務は、イングランドの法律に準拠するも
のとし、あらゆる紛争はロンドン国際仲裁裁判所（「LCIA 裁判所」）に寄託し、その規則に従い、最終的
に解決されるものとします。その規則は参照することによって本条に組み込まれるものと見なされます。
当事者らは、本規約をもって、本規約から生じるまたは本規約に関連するあらゆる紛争は、特別な緊急事
態として解決が必要とされることに明示的に合意します。 LCIA 裁判所は仲裁人を 1 名指名します。 選
択された仲裁人は、イングランドの弁護士業を務めているものとします。 仲裁地は英国ロンドンで、す
べての聴聞も英国ロンドンで行われるものとします。 仲裁手続きは英語で、仲裁判決は英語で行われま
す。 本サイトは、本サイトの発行または入手可能性、またはその配信または使用が現地法または規制に
よって禁止されている司法管轄地域または国では、あらゆる者または団体を対象者としておらず、そのよ
うな者や団体に配信したり、使用されることを意図していません。 本サイトの情報へのアクセスを選択
する場合、適用される現地法、国の法律、国際法を遵守することはお客様の責任であり、本サイトの使用
は完全にお客様のリスクとなります。 お客様の個別の状況に関するガイダンスについては、お客様の法
務顧問にご相談ください。

