
1番限 1番限

納会月 納会前月

とうもろこし 600枚 1,200枚 3,000枚

一般大豆 400枚 800枚 2,000枚

小豆 20枚 50枚 150枚 300枚 各500枚

金（標準取引）

金（ミニ取引）

金限日取引

銀 1,500枚

白金（標準取引） 100枚 150枚 200枚

白金（ミニ取引）

白金限日取引

パラジウム 60枚 120枚 240枚

ゴム(RSS３) 300枚 600枚

ゴム(TSR20)　 500枚 1,000枚

CME原油等指数

ガソリン 250枚 500枚

灯油 250枚 500枚

軽油 250枚 500枚

原油

中京石油ガソリン 300枚 600枚

中京石油灯油 300枚 600枚

新潟コシ 200枚 350枚 500枚 1,000枚

新潟コシEXW 500枚 1,000枚 2,000枚

東京コメ 200枚 350枚 500枚 1,000枚

宮城ひとめ18 200枚 350枚 500枚 1,000枚

秋田こまち17 200枚 350枚 500枚 1,000枚

とうもろこし50 400枚 800枚 1,500枚

米国産大豆 100枚 100枚 200枚 400枚

小豆 20枚 60枚 80枚 150枚 各300枚

粗糖

【ご注意】

もしも指示した内容と異なっていた場合などには、すぐにお申し出下さい。

「相場の様子を見てから」では、お申し出が受け付けられなくなります。

本社管理部　      　     電話 06-6227-0110（直通）

東京本部統括店管理部　電話 03-5642-8660（直通）
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各3,600枚

各3,600枚

　　1　利益保証、損失補てん契約（元本保証）

銘柄合計2,500枚

銘柄合計10,000枚

お客様へのお知らせ
お客様へのお知らせお客様へのお知らせ
お客様へのお知らせ

取引所 商品名 2番限 3番限

取引制度要綱の変更について
取引制度要綱の変更について取引制度要綱の変更について
取引制度要綱の変更について

・2022年4月4日の夜間取引（取引日：4月5日）より、制限値幅（SCB幅）が現在の固定値から定率（基準値段
・2022年4月4日の夜間取引（取引日：4月5日）より、制限値幅（SCB幅）が現在の固定値から定率（基準値段・2022年4月4日の夜間取引（取引日：4月5日）より、制限値幅（SCB幅）が現在の固定値から定率（基準値段
・2022年4月4日の夜間取引（取引日：4月5日）より、制限値幅（SCB幅）が現在の固定値から定率（基準値段

×N%）に変更となります。
×N%）に変更となります。×N%）に変更となります。
×N%）に変更となります。

・2022年4月25日より、金ミニ・白金ミニの呼値単位が現在の1円から50銭に変更となります。
・2022年4月25日より、金ミニ・白金ミニの呼値単位が現在の1円から50銭に変更となります。・2022年4月25日より、金ミニ・白金ミニの呼値単位が現在の1円から50銭に変更となります。
・2022年4月25日より、金ミニ・白金ミニの呼値単位が現在の1円から50銭に変更となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 詳細は裏面をご覧下さい。

詳細は裏面をご覧下さい。詳細は裏面をご覧下さい。
詳細は裏面をご覧下さい。

ご不明な点等がございましたら、弊社担当社員にお問合せ下さい。
ご不明な点等がございましたら、弊社担当社員にお問合せ下さい。ご不明な点等がございましたら、弊社担当社員にお問合せ下さい。
ご不明な点等がございましたら、弊社担当社員にお問合せ下さい。

4番限

建玉制限枚数

銘柄合計6,000枚（売又は買のそれぞれにつき）

各2,000枚

銘柄合計3,500枚

各1,500枚

設定なし（但し取引所が必要と認めた場合に制限有り）

5番限以降

設定なし（但し取引所が必要と認めた場合に制限有り）

2022年2月22日

各6,000枚

各4,000枚

堂

島

取

引

所

各2,000枚

各2,000枚

各600枚（売又は買のそれぞれにつき）

各2,000枚

各3,000枚

設定なし（但し取引所が必要と認めた場合に制限有り）

限月の区別無く5,000枚（売又は買のそれぞれにつき）

設定なし（但し取引所が必要と認めた場合に制限有り）

①追加注文（建玉）をするのか、しないのか。

商品先物取引では、特に次の様な事が曖昧であるとトラブルの原因となりがちです。ご自分の意志をしっかり固めて他人任せにせず、担当社員への指示は

はっきりと伝えて下さい。また、指示した内容については、復唱やＦＡＸによって常に確認するようにして下さい。

　　5　金銭、有価証券、物品の貸借

営業に関する禁止事項
営業に関する禁止事項営業に関する禁止事項
営業に関する禁止事項

左記の事項につきましては、弊社社員にその行為を禁止致しております。担

当社員はお客様のお求めに応じて相場観などについてアドバイスは致します

が、取引により生じる損益はお客様自身に帰属するものですから、売買につ

いては必ずお客様ご自身でご決定いただけますようお願い申し上げます。

尚、ご不審の点がございましたら管理部までご連絡下さい。

各1,500枚

建玉の制限について

　・各取引所では、売買取引の公正を確保するため、上表の通り建玉数量の制限を定めておりますので、ご承知おき下さい。

　・なお、限月の繰越しにより建玉制限を超過する建玉が発生した場合には、取引参加者（商品取引員）による所謂「強制処分」の適用等建玉

処分の指示対象と なりますので、お客様におかれましては、ご留意の程、よろしくお願い申し上げます。

銘柄合計10,000枚

設定なし（但し取引所が必要と認めた場合に制限有り）

各1,500枚

各1,500枚

設定なし（但し取引所が必要と認めた場合に制限有り）

③建玉を手仕舞いするのか、もう少し様子をみるのか。

②証拠金の不足額を預託して建玉を維持するのか、しないで手仕舞いするのか。

　　2　他の取引員に委託の斡旋

　　3　委託者の指示条件と異なった注文の連絡

　　4　一任売買



制限値幅（SCB幅）については、現在の固定値から定率での設定（基準値段×N%）に変更となります。

※基準値段は原則前日帳入値段となります。

※ゴム及び農産物はこれまでどおり自動値幅拡大の対象外です。

商品

通常時 400円 通常時 5%

第1次拡大時 600円 第1次拡大時 10%

第2次拡大時 800円 第2次拡大時 15%

通常時 10円 通常時 10%

第1次拡大時 20円 第1次拡大時 20%

第2次拡大時 30円 第2次拡大時 30%

通常時 400円 通常時 10%

第1次拡大時 600円 第1次拡大時 20%

第2次拡大時 800円 第2次拡大時 30%

通常時 1,000円 通常時 10%

第1次拡大時 1,500円 第1次拡大時 15%

第2次拡大時 2,000円 第2次拡大時 20%

通常時 10% 通常時 10%

第1次拡大時 20% 第1次拡大時 20%

第2次拡大時 30% 第2次拡大時 30%

通常時 20円 通常時 10%

第1次拡大時 - 第1次拡大時 -

第2次拡大時 - 第2次拡大時 -

通常時 20円 通常時 10%

第1次拡大時 - 第1次拡大時 -

第2次拡大時 - 第2次拡大時 -

通常時 4,800円 通常時 10%

第1次拡大時 - 第1次拡大時 -

第2次拡大時 - 第2次拡大時 -

通常時 700円 通常時 8%

第1次拡大時 - 第1次拡大時 -

第2次拡大時 - 第2次拡大時 -

通常時 2,500円 通常時 8%

第1次拡大時 - 第1次拡大時 -

第2次拡大時 - 第2次拡大時 -

通常時 10,000円 通常時 30%

第1次拡大時 20,000円 第1次拡大時 45%

第2次拡大時 - 第2次拡大時 60%

通常時 10,000円 通常時 30%

第1次拡大時 20,000円 第1次拡大時 45%

第2次拡大時 - 第2次拡大時 60%

通常時 10,000円 通常時 30%

第1次拡大時 - 第1次拡大時 45%

第2次拡大時 - 第2次拡大時 60%

通常時 30% 通常時 30%

第1次拡大時 45% 第1次拡大時 45%

第2次拡大時 60% 第2次拡大時 60%

通常時 10,000円 通常時 30%

第1次拡大時 20,000円 第1次拡大時 45%

第2次拡大時 - 第2次拡大時 60%

通常時 10,000円 通常時 30%

第1次拡大時 20,000円 第1次拡大時 45%

第2次拡大時 - 第2次拡大時 60%

商品

金 1グラムにつき1円 金 1グラムにつき1円

金ミニ 1グラムにつき1円 金ミニ 1グラムにつき50銭

金限日 1グラムにつき1円 金限日 1グラムにつき1円

白金 1グラムにつき1円 白金 1グラムにつき1円

白金ミニ 1グラムにつき1円 白金ミニ 1グラムにつき50銭

白金限日 1グラムにつき1円 白金限日 1グラムにつき1円

パラジウム

現在 2022年4月4日(夜間取引)以降

金・金ミニ・金限日

銀

白金・白金ミニ・白金限日

商品先物取引制度の変更

中京灯油

金・金ミニ・金限日

白金・白金ミニ・白金限日

SCB幅

（制限値幅）

ガソリン

灯油

軽油

原油

中京ガソリン

CME原油等指数

ゴム（RSS3）

ゴム（TSR20）

一般大豆

小豆

とうもろこし

※赤字で記載している部分が変更点です。

呼値の単位

現在 2022年4月25日(日中取引)以降

※赤字で記載している部分が変更点です。


