
 

 

取引価格に対
する倍率（倍）

単位

E-mini S&P 500（Dollar）
（ミニS&P500)

ドル 50 - $0.25 あり 200枚 3、6、9、12月 当該限月の第3金曜日の午後11時30分 $4.95

E-mini S&P MidCap 400
（ミニS&P400)

ドル 100 - $0.10 あり 200枚 3、6、9、12月 当該限月の第3金曜日の午後11時30分 $4.95

E-mini S&P SmallCap 600
（ミニS&P600）

ドル 100 - $0.10 あり 200枚 3、6、9、12月 当該限月の第3金曜日の午後11時30分 $4.95

E-mini NASDAQ-100
（ナスダック100）

ドル 20 - $0.25 あり 200枚 3、6、9、12月 当該限月の第3金曜日の午後11時30分 $4.95

E-mini Dow ($5)
（ミニダウ）

CBOT ドル 5 - $1 あり 200枚 3、6、9、12月 当該限月の第3金曜日の午後11時30分 $4.95

Nikkei225（Dollar）
（CME日経225先物（ドル建））

ドル 5 - $5 あり 200枚 3、6、9、12月 当該限月の第2金曜日の前営業日 $4.95

Nikkei225（Yen）
（CME日経225先物（円建））

円 500 - ¥5 あり 200枚
①3、6、9、12月
②上記以外の直近連続3ヶ月

当該限月の第2金曜日の前営業日 ¥440

SGX Nikkei 225 Index Futures
（SGX日経225先物（円建））

円 500 - ¥5 あり 100枚
①3、6、9、12月
②上記以外の直近連続3ヶ月

当該限月の第2金曜日の前営業日の午後3時30分 ¥440

SGX USD Nikkei 225 Index Futures
（SGX日経225先物（ドル建））

ドル 5 - $5 あり 100枚 3、6、9、12月 当該限月の第2金曜日の前営業日の午後3時30分 $4.95

SGX Nifty 50 Index Futures
（SGX Nifty 50 インド指数先物）

ドル 2 - $0.5
午前10:00-午後7:15※2
午後7:40-翌午前6:15
（月曜-金曜）

あり 200枚
①3月、6月、9月、12月
②上記以外の直近連続2ヶ月

当該限月の最終木曜日の午後7時15分 $4.95

SGX FTSE China A50 Index Futures
（SGX FTSE 中国A50指数先物）

ドル 1 - $2.5
午前10:00-午後5:35※2
午後6:00-翌午前6:15
（月曜-金曜）

あり 200枚
①3月、6月、9月、12月
②上記以外の直近連続2ヶ月

当該限月の最終営業日の前営業日の午後4時30分 $4.95

Light Sweet Crude Oil（WTI）
（WTI原油）

ドル 1,000
barrels

（バレル）
$0.01 あり 100枚 6年先までの全月他 当該限月の前月25日の13営業日前 $6.60

E-mini Light Sweet Crude Oil（WTI）
（ミニWTI原油）

ドル 500
barrels

（バレル）
$0.025 あり 100枚 6年先までの全月 当該限月の前月25日の4営業日前の日の翌午前4時30分 $4.95

RBOB Gasoline
(NY ガソリン）

ドル 42,000
gallon

（ガロン）
$0.0001 あり 100枚 3年先までの全月 当該限月の第1営業日の13営業日前 $6.60

NY Harbor ULSD
（NY ヒーティングオイル）

ドル 42,000
gallon

（ガロン）
$0.0001 あり 100枚 4年先までの全月 当該限月の第1営業日の13営業日前 $6.60

Henry Hub Natural Gas
（天然ガス）

ドル 10,000
MMBtu

（100万Btu）
$0.001 あり 200枚 12年先までの全月 当該限月の第1営業日の13営業日前 $6.60

E-mini Natural Gas (Henry Hub)
（ミニ天然ガス）

ドル 2,500
MMBtu

（100万Btu）
$0.005 あり 100枚 6年先までの全月 当該限月の第1営業日の4営業日前の日の翌午前4時30分 $4.95

Gold
（金）

ドル 100
troy ounces

（トロイオンス）
$0.1 なし 200枚 当月と直近2ヶ月、23ケ月以内では2月、4月他 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

miNY Gold
（ミニ金）

ドル 50
troy ounces

（トロイオンス）
$0.25 なし 100枚 2、4、6、8、10、12月 当該限月の前月最終営業日の2営業日前の日の翌午前3時30分 $4.95

E-micro Gold
（マイクロ金）

ドル 10
troy ounces

（トロイオンス）
$0.1 なし 100枚 2、4、6、8、10、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $2.75

Silver
（銀）

ドル 5,000
troy ounces

（トロイオンス）
$0.005 なし 200枚 当月と直近2ヶ月、23ケ月以内では1月、3月他 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

miNY Silver
（ミニ銀）

ドル 2,500
troy ounces

（トロイオンス）
$0.0125 なし 100枚 1、3、5、7、9、12月 当該限月の前月最終営業日の2営業日前の日の翌午前3時25分 $4.95

Copper
（銅）

ドル 25,000
pounds

（ポンド）
$0.0005 なし 200枚 当月と続く23ヶ月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

E-Mini Copper
（ミニ銅）

ドル 12,500
pounds

（ポンド）
$0.002 なし 100枚 当月以外、Copperと同じ 当該限月の前月最終営業日の2営業日前の日の翌午前3時0分 $4.95

Corn
（とうもろこし）

ドル 5,000
bushels

（ブッシェル）
$0.0025 あり 200枚 3、5、7、9、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

Wheat
（小麦）

ドル 5,000
bushels

（ブッシェル）
$0.0025 あり 200枚 3、5、7、9、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

Soybeans
（大豆）

ドル 5,000
bushels

（ブッシェル）
$0.0025 あり 200枚 1、3、5、7、8、9、11月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

Soybean Meal
（大豆粕）

ドル 100
short tons

（ショートトン）
$0.1 あり 200枚 1、3、5、7、8、9、10、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

Soybean Oil
（大豆油）

ドル 60,000
pounds

（ポンド）
$0.0001 あり 200枚 1、3、5、7、8、9、10、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $6.60

Mini-Sized Corn
（ミニとうもろこし）

ドル 1,000
bushels

（ブッシェル）
$0.00125 あり 50枚 3、5、7、9、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $4.95

Mini-Sized Wheat
（ミニ小麦）

ドル 1,000
bushels

（ブッシェル）
$0.00125 あり 50枚 3、5、7、9、12月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $4.95

Mini-Sized Soybeans
（ミニ大豆）

ドル 1,000
bushels

（ブッシェル）
$0.00125 あり 50枚 1、3、5、7、8、9、11月 当該限月の前月最終営業日の10営業日前 $4.95

※当社は全上場限月のうち、原則として1年以内の取引限月を取り扱います。ただし、流動性の少ない銘柄、限月は取り扱わない場合があります。

※当社が取引最終日を定める銘柄においては、海外先物取引所による祝日等の公表状況などにより、マーケットスピードに表示されている取引最終日が予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。最終取引日が変更された場合は、速やかにマーケットスピードに反映い
たしますので同銘柄をお取引の際は、常時ご確認くださいますようお願いいたします。

※本海外先物取引取扱銘柄一覧に記載された内容につきましては、万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。

Agriculture
（農産物）

CBOT

午前10：00-午後10：45
及び
午後11：30-翌午前4：20
（月曜-金曜）

午前10：00-午後10：45
及び
午後11：30-翌午前4：45
（月曜-金曜）

※1) 取引休止時間開始となる6：15時点で未約定のご注文および休止時間中にご発注いただきましたご注文は取引再開後の相場に引き継がれます。

※2) 取引時間（日本時間）の上段はTセッション、下段はT1セッションのお取引となります。SGXのEquity Indexの各銘柄については、シンガポール取引所の取引ルールとして、Tセッションのクロージングの5分間において、プレクロージング（訂正不可・残り1分は取消不可）がありま
す。その間、楽天証券では、すべての注文が発注できなくなりますが、発注済の注文は約定する可能性がありますのでご注意ください。

午前8:30-午後3:30※2
午後3:55-翌午前6:15
（月曜-金曜）

Energy
（エネルギー）

NYMEX

午前8:00-翌午前7:00
（月曜-金曜）

Metals
（金属）

COMEX

当社建玉上限枚数
上場限月

※当社の取扱限月とは異なります

当社取引最終決済期限（日本時間）
※米国標準時間に対応

※期日が休業日の場合、順次繰り上げる

委託手数料（税込）
※片道1枚あたり

Equity Index
（株価指数）

CME 午前8:00-翌午前7:00
（月曜-金曜）
※１）翌午前6：15～6：30は取引
休止時間となります。

CME
午前8:00-翌午前7:00
（月曜-金曜）

SGX

海外先物取引取扱銘柄一覧 2021/2/12現在　楽天証券株式会社

銘柄区分 銘柄名 取引所 通貨

取引サイズ

呼値
市場取引時間（日本時間）

※米国標準時間に対応
制限値幅又は

サーキットブレーカー

 


