
取 引 要 綱

商品 金 金ミニ
取引所
取引の種類 現物先物取引 現金決済先物取引
標準品 純度99.99％以上の金地金 標準取引と同様（現金決済先物取引の対象）
限月
取引単位 1枚当たり1キログラム（倍率/1000倍） 1枚当たり100グラム（倍率/100倍）
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量

一般委託者
限月の区別なく 5,000枚

当業者､投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

当月限　10,000枚
合計　　30,000枚

制限を設けない。

ただし、取引所が必要と認めた場合には、
当社が必要と認めた建玉数量の制限を設け
ることができる。

商品
取引所
取引の種類
取引の対象

取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限
一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

当月限　1,500枚
合計　　6,000枚

当月限　 3,000枚
合計　　30,000枚

１計算区域の立会時間において成立し、又は１計算区域の直前の計算区域の立会終了時
におけるロールオーバーにより発生し、転売若しくは買戻し又は建玉が発生した計算区
域の立会時間終了時におけるロールオーバーにより消滅する限日取引とする。

ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数量の制限を設ける
ことができる。

純度99.99％以上の銀地金

1枚当たり100グラム（倍率/100倍）

株式会社東京商品取引所

 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月（6限月制）

1グラム当たり1円刻み

銀
株式会社東京商品取引所

ゴールドスポット
株式会社東京商品取引所

純度99.99％以上の金地金
１計算区域（限日取引）：

限日現金決済先物取引

 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月（6限月制）

売または買のそれぞれにつき次の数量

1グラム当たり1円刻み

設定しない。

1枚当たり10キログラム（倍率/10000倍）
1グラム当たり10銭刻み

取引の期限

現物先物取引
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取 引 要 綱

商品 白金 白金ミニ
取引所
取引の種類 現物先物取引 現金決済先物取引
標準品 純度99.95％以上の金地金 標準取引と同様（現金決済先物取引の対
限月
取引単位 1枚当たり500グラム（倍率/500倍） 1枚当たり100グラム（倍率/100倍）
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量

一般委託者
※当業者及び投資信託等の委託者を除く

　1番限月（納会月）　　　100枚
　1番限月（納会前月）　　150枚
　2番限月　　　　　　　　200枚
　合計　　　　　　　　 3,500枚

当業者､投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　1番限月（納会月）　　　600枚
　1番限月（納会前月）　　700枚
　2番限月　　　　　　　1,200枚
　合計　　　　　　　　10,000枚

制限を設けない。

ただし、当社が必要と認めた場合には、当
社が必要と認めた建玉数量の制限を設ける
ことができる。

商品
取引所
取引の種類
現金決済先物取
引の対象
取引の期限

限日取引

取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位
立会時間

一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　1番限月（納会月）　　　 60枚
　1番限月（納会前月）　　120枚
　2番限月　　　　　　　　240枚
　合計　　　　　　　　 2,500枚

　1番限月（納会月）　　　450枚
　1番限月（納会前月）　　600枚
　2番限月　　　　　　　1,200枚
　合計　　　　　　　　 9,000枚

パラジウム
株式会社東京商品取引所

プラチナスポット
株式会社東京商品取引所
限日現金決済先物取引

純度99.95％以上の白金地金

建玉数量の制限

1グラム当たり1円刻み

株式会社東京商品取引所

 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月（6限月制）

1グラム当たり1円刻み

純度99.95％以上のパラジウム地金

1枚当たり500グラム（倍率/500倍）
1グラム当たり1円刻み

 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12月以内の各偶数月（6限月制）

売または買のそれぞれにつき次の数量

１計算区域（限日取引）
１計算区域の立会時間において成立し、又は１計算区域の直前の計算区域の立会終了時
におけるロールオーバーにより発生し、転売若しくは買戻し又は建玉が発生した計算区
域の立会時間終了時におけるロールオーバーにより消滅する限日取引とする。

1枚当たり100グラム（倍率/100倍）

設定しない。

【日中立会】8：45～15：15　　　【夜間立会】16：30～翌5：30

ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数量の制限を設ける
ことができる。

現物先物取引
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取 引 要 綱

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　当月限　　　　　　250枚
　翌月限　　　　　　500枚
　その他限月　　各1,500枚

　当月限　　　　　2,000枚
　翌月限　　　　　3,000枚
　その他限月　　各5,000枚

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　当月限　　　　　　250枚
　翌月限　　　　　　500枚
　その他限月　　各1,500枚

　当月限　　　　　2,000枚
　翌月限　　　　　3,000枚
　その他限月　　各5,000枚

1枚当たり10キロリットル（倍率/10倍）
1キロリットル当たり10円刻み

1枚当たり50キロリットル（倍率/50倍）

1キロリットル当たり10円刻み

現金決済先物取引

現金決済先物取引

現物先物取引

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量

1枚当たり50キロリットル（倍率/50倍）

バージガソリン
株式会社東京商品取引所

日本工業規格のK2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン
新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6月以内の各月（6限月制）

1枚当たり50キロリットル（倍率/50倍）

東京湾において、バージにて受渡しされるレギュラーガソリン
新甫発会日の属する月から起算した7月以内の各月（7限月制）

1キロリットル当たり10円刻み

新甫発会日の属する月から起算した7月以内の各月（7限月制）

バージ灯油

バージガソリンスワップ
株式会社東京商品取引所

株式会社東京商品取引所
現物先物取引

日本工業規格のK2203の1号の品質基準に適合する灯油
新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6月以内の各月（6限月制）

制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数
量の制限を設けることができる。

制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数
量の制限を設けることができる。

東京湾沿岸において、ローリーにて受渡しされるレギュラーガソリン

ローリーガソリンスワップ
株式会社東京商品取引所

1キロリットル当たり10円刻み

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量
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取 引 要 綱

商品
取引所
取引の種類
現金決済先物取
引の対象
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

商品
取引所
取引の種類
現金決済先物取
引の対象
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

プラッツドバイ原油
株式会社東京商品取引所

ドバイ原油の価格を指標とする中東産原油
新甫発会日の属する月から起算した6月以内の各月（6限月制）

1枚当たり50キロリットル（倍率/50倍）

1枚当たり50キロリットル（倍率/50倍）
1キロリットル当たり10円刻み

プラッツバージ灯油スワップ
株式会社東京商品取引所

1キロリットル当たり10円刻み

東京湾において、バージにて受渡しされる灯油

 新甫発会日の属する月から起算した7月以内の各月（7限月制）

 現金決済先物取引

制限を設けない。
ただし、取引所が必要と認めた場合には、取引所が必要と認めた建玉数量の制限を設け
ることができる。

1枚当たり10キロリットル（倍率/10倍）
1キロリットル当たり10円刻み

制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数
量の制限を設けることができる。

プラッツローリー灯油スワップ

 現金決済先物取引

制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数
量の制限を設けることができる。

株式会社東京商品取引所
 現金決済先物取引

東京湾沿岸において、ローリーにて受渡しされる灯油

 新甫発会日の属する月から起算した7月以内の各月（7限月制）
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取 引 要 綱

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　当月限　　　　　　300枚
　翌月限　　　　　　600枚
　その他限月　　各3,600枚

　当月限　　　　　1,500枚
　翌月限　　　　　3,000枚
　その他限月　　各6,000枚

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　当月限　　　　　　300枚
　翌月限　　　　　　600枚
　その他限月　　各3,600枚

　当月限　　　　　1,500枚
　翌月限　　　　　3,000枚
　その他限月　　各6,000枚

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 18:55
引板合わせ   19:00

一般委託者 当業者及び当業者及び投資信託等及びマーケットメーカーの委託者

　当月限　　 200枚
　翌月限　　 600枚
　合計　　10,000枚

　当月限　　 300枚
　翌月限　　 600枚
　合計　　10,000枚

現物先物取引

現物先物取引

1キログラム当たり10円刻み

中京ローリーガソリン
株式会社東京商品取引所

中京ローリー灯油

現物先物取引

ゴム
株式会社東京商品取引所

1枚当たり5000キログラム（倍率/5000倍）

1枚当たり10キログラム（倍率/10倍）
1キロリットル当たり10円刻み

国際規格（INT）によるリブド・スモークド・シート3号（R.S.S.Ｎｏ.3）
新甫発会日の属する月の翌月から起算した6月以内の各月（6限月制）

株式会社東京商品取引所

日本工業規格のK2203の1号の品質基準に適合する灯油
 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6月以内の各月（6限月制）

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量

1枚当たり10キログラム（倍率/10倍）
1キロリットル当たり10円刻み

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量

建玉数量の制限

売または買のそれぞれにつき次の数量

日本工業規格のK2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン
 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6月以内の各月（6限月制）
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取 引 要 綱

商品
取引所
取引の種類

標準品

限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

一般委託者・自己
1番限（納会月） 　　 600枚
1番限（納会前月）  1,200枚
2番限  　　　　　　3,000枚
3番限以降 　　　　 6,000枚

投資信託等及びマーケットメーカー

1番限（納会月）      600枚
1番限（納会前月）  1,200枚
2番限              3,000枚
3番限              6,000枚
4番限以降         12,000枚

商品
取引所
取引の種類

標準品

限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

一般委託者・自己
1番限（納会月） 　　 400枚
1番限（納会前月）    800枚
2番限  　　　　　　2,000枚
3番限以降　　　　  4,000枚

投資信託等及びマーケットメーカー
1番限（納会月）       400枚
1番限（納会前月）     800枚
2番限               1,000枚
3番限               4,000枚
4番限以降           8,000枚

商品
取引所
取引の種類
標準品
限月
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

一般委託者
1番限　　　　20枚
2番限　　　　50枚
3番限　　 　150枚
4番限　　 　300枚
5番限以降 各500枚

自己
1番限　　　    50枚
2番限　　     100枚
3番限　　     200枚
4番限　　     600枚
5番限以降 各1,000枚

当業者、投資信託等及びマーケットメーカー

1番限          50枚
2番限         100枚
3番限         200枚
4番限         600枚
5番限以降 各1,000枚

現物先物取引

現物先物取引

とうもろこし
株式会社東京商品取引所

アメリカ合衆国産黄とうもろこしのうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格No３（未
通関のもの）

新甫発会日の属する月の翌々月から起算した12ヵ月以内の各奇数限月

1袋（30Kg）当たり10円刻み

北海道産小豆のうち、一般小豆（普通小豆）2等合格品
新甫発会日の属する月の翌月から起算した6ヵ月以内の各限月

新甫発会日の属する月の翌月から起算した12ヵ月以内の各偶数限月
1枚当たり25,000キログラム（倍率/25倍）

1トン当たり10円刻み

小豆
株式会社東京商品取引所

1枚当たり2,400キログラム（倍率/80倍）

現物先物取引

株式会社東京商品取引所

売または買のそれぞれの数量

アメリカ合衆国産黄大豆のうち、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格No2であって、遺
伝子組換え大豆又は遺伝子組換え大豆と非遺伝子組換え大豆とが分別されていない大豆

1枚当たり50,000キログラム（倍率/50倍）
1トン当たり10円刻み

一般大豆

売または買のそれぞれの数量

売または買のそれぞれの数量
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取 引 要 綱

商品
取引所
取引の対象
限月
権利行使日
最終決済方法
権利行使価格の
刻み

オプション銘柄
の設定方法

権利行使の制限
取引単位
呼値単位

立会時間

【日中立会】
寄付板合わせ  8:45
ザラバ取引    8:45 ～ 15:10
引板合わせ   15:15

【夜間立会】
寄付板合わせ 16:30
ザラバ取引   16:30 ～ 翌日5:25
引板合わせ    5:30

建玉数量の制限

権利行使の割当
て
権利行使の割当
て方法

1枚当たり100グラム（倍率/100倍）
アット・ザ・マネー及びアウト・オブ・ザ・マネーのオプションの権利行使はできない

50円

1.当初設定
原商品の直前営業日における帳入値段に最も近接する権利行使価格を中心に、連続して
上下に各々20本の隣接する権利行使価格を設定する。
2.追加設定
原商品の当該限月の帳入値段に最も近接する権利行使価格を上回る、または下回る権利
行使価格がそれぞれ20本以上となるよう追加設定を行う。

金先物オプション
株式会社東京商品取引所

金先物プット・オプション、金先物コール・オプション
新甫発会日の属する月の翌月から起算した12ヵ月以内の各偶数月（6限月制）

権利行使日の午後5時以降に割当てを実施する

売方の残玉に対してランダムに割当てる受託取引参加者の中で取引成立の古い順に割当
てる

1グラム当たり1円刻み

制限を設けない。ただし、取引所が必要と認めた場合には、当社が必要と認めた建玉数
量の制限を設けることができる。

取引最終日の翌営業日（ヨーロピアン・タイプ）
イン・ザ・マネーについては自動権利行使（差金決済）
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