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農産物

グローバルな小麦取引ソリューションを  
一つの市場で
KCBT（カンザスシティー商品取引所）の硬質赤冬小麦（HRW）が

CME Group傘下のCBOT（シカゴ商品取引所）の小麦先物・オプシ

ョンの複合体に加わったことで、世界各地の市場参加者には、より

増強されたリスクマネジメントと取引機会がもたらされることとなりまし

た。KCBT小麦先物・オプション、CBOT小麦先物・オプション、そし

てCBOT黒海小麦先物は、世界で最も重要な小麦取引の需要を満

たす一つの効率的な市場となっています。CME Globexでの3種類

すべての小麦先物取引により、これらの重要な小麦市場へ世界中

からのアクセスが可能となっています。

さらに、市場参加者はまた、CME Globexの含蓄された機能性によ

り、KCBT-CBOT小麦先物やMGEX-KCBT小麦先物のスプレッド 

取引を行うこともできます。長年にわたり、これらのスプレッド取引

は、需給ファンダメンタルズと同様に小麦のプロテイン含有レベルの

相違に起因する、多様な種類の小麦に内在する価格差を利用して

行われてきました。含蓄された機能性は、個々に異なる2つの取引

に「レッギング」させるのではなく、これらのスプレッドを単一の取引と

して執行できる機能を備えているため、これらのダイナミックな市場

が提供する取引機会を拡大させています。

CBOT 軟質赤冬小麦（SRW）先物・オプション
今や、CBOTの小麦先物・オプションは 、グローバルな業界標準と

なっており、世界で最も活発に取引されている小麦のベンチマーク

となっています。生産者、加工業者、製粉業者、輸出業者は、リスク

管理のソリューションにとって重要な流動性に適したCBOT小麦を注

視し続けています。標準の小麦オプションに加え、CBOTでは、週単

位期日や短期での新作小麦オプションも上場しています。詳細は、 

www.cmegroup.com/wheatでご覧いただけます。

KCBT 硬質赤冬小麦（HRW） 先物・オプション
KCBT 小麦先物・オプションは、過去130年以上にもわたり、硬質

赤小麦の生産者や加工業者にとっての堅実なリスクマネジメントと

しての役割を果たしてきました。米国小麦収穫高の大半を代表する

HRW小麦はまた、世界で生産されるパンの主要原料でもあります。

詳細は、www.cmegroup.com/kcbtでご覧いただけます。

CBOT 黒海小麦先物（BSW）
世界の小麦取引でますます重要な役割を果たすようになったこの地

域の小麦に対する需要に対して2012年6月に上場されることになっ

た黒海小麦先物取引は、地域としての重要性と世界各地からのアク

セス可能性を意図して開発されたものです。伝統的な取引所での取

引時間は、世界中の市場参加者の市場へのアクセスを可能にする

CME Globexにより、根底となる市場の日中の取引時間内での取引

が可能となるよう拡大されました。詳細は、www.cmegroup.com/

bswでご覧いただけます。

メリット
•  軟質赤冬小麦、硬質赤冬小麦、黒海地方小麦の取引のための 

単一の取引市場を提供

•  世界で最大規模を誇る二つの小麦先物取引に基づく強固なオプ

ション市場を提供

•  スプレッド取引機会の拡大

•  単一のクリアリングハウスであるCME クリアリングを通じて清算する

ことにより、クロスマージンや資本効用性が向上

•  CME Globex 電子取引プラットフォームを通じて、世界中からのア

クセス 

詳しくは、 cmegroup.com/agriculture をご参照ください。

軟質赤冬小麦（SRW）。硬質赤冬小麦（HRW）。黒海小麦（BSW）。 

小麦先物およびオプション
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CBOT 小麦、およびミニ小麦先物  
(軟質赤小麦)

KCBT 小麦先物 
(硬質赤小麦)

取引単位 フルサイズ: 5,000 ブッシェル

ミニサイズ: 1,000 ブッシェル
5,000 ブッシェル

受渡適格等級
No. 2 軟質赤、No. 2 硬質赤、No. 2 Dark Northern Spring（DNS）、No. 2 

Northern Spring（NS）、すべて額面。その他の等級は、プレミアムとディス

カウントで受渡し可能。詳細な情報は「規則 規定」をお読みください。.

No. 2 は100グラムあたり最大10グラムのIDK（Insect Damaged Kernels: 

昆虫の損害を受けた穀粒）の条件で取引価格での受渡し。No. 1 は1 1/2 

セントのプレミアムで受渡し。HRWの受渡適格等級には、最低11%のプロ

テイン成分が含まれていなければならない。しかし、11%未満のプロテイン

含有レベルであり、10.5%かそれ以上のレベルであれば、取引価格から 

10セント差し引いた価額で受渡可能。10.5%未満のプロテイン含有レベル

は受渡し不能。

呼値 ブッシェルあたりのセント ブッシェルあたりのセント

呼値の単位 フルサイズ: 1/4 セント／ブッシェル (1枚あたり$12.50)

ミニサイズ: 1/8 セント／ブッシェル (1枚あたり$1.25)
1/4 セント (1枚あたり$12.50)

限月 7月、9月、12月、3月、5月 7月、9月、12月、3月、5月

最終取引日 限月の第15番目暦日の直前営業日 限月の第15番目暦日の直前営業日

最終受渡日 納会日の属する月の最終取引日に続く第2営業日 納会日の属する月の最終営業日

取引時間

CME Globex: 午後7時00分 – 午前7時45分 米国中部標準時間、日 – 金 

午前8時30分 – 午後1時15分 米国中部標準時間、月 – 金

CME Globex: 午後7時00分 – 午前7時45分 米国中部標準時間、日 – 金

午前8時30分 – 午後1時15分 米国中部標準時間、月 – 金

立会時間: 午前8時30分 – 午後1時15分　米国中部標準時間 月 – 金

注: ミニサイズ取引は、電子取引も立会場取引も、米国中部標準時間で

午後1時45分に終了。 

納会日の属する月の取引は、最終取引日の正午で終了。

立会時間: 午前8時30分 – 午後1時15分 米国中部標準時間、月 – 金

納会日の属する月の取引は、最終取引日の午後2時で終了。

銘柄コード フルサイズ CME Globex: ZW   フルサイズ 立会場取引: W

ミニサイズ CME Globex: XW   ミニサイズ 立会場取引: YW

CME Globex: KE

立会場取引: KW

1日の価格制限

前取引日の清算価格の上下、1ブッシェルあたり60セント ($0.60)   

(フルサイズ取引の場合は1枚あたり$3,000、ミニサイズ取引の場合は

$600)で、1ブッシェルあたり90セント($0.90)、さらには1ブッシェルあたり

1.35 ドル($1.35)まで制限幅は拡大可能。納会日の属する月の場合は 

制限なし（制限は最初のポジション設定日に解除される）。

前取引日の清算価格の上下、1ブッシェルあたり60セント ($0.60)  

(フルサイズ取引の場合は1枚あたり$3,000、ミニサイズ取引の場合は

$600)で、1ブッシェルあたり90セント($0.90)、さらには1ブッシェルあたり

1.35ドル($1.35)まで制限幅は拡大可能。納会日の属する月の場合は 

制限なし（制限は最初のポジション設定日に解除される）。

取引要綱

CBOT 黒海小麦（製粉）先物
取引単位 136 メートルトン (～5,000 ブッシェル)

受渡適格等級
重量：最低 76 kg/hl 

水分：最大14%

穀物不純物：最大 8%

プロテイン (乾物ベース）： 

最低 11.5%

グルテン（湿麩）含有量：最低 23% 

フォーリング・ナンバー（降下速度）：

最低 230 秒

その他の不純物：最大 2%

昆虫による損害：最大 1.5%

呼値 1メートルトンあたりのドルとセントによる表示

呼値の単位 1メートルトンあたり10セント ($0.10) (1枚あたり$13.60)

限月 7月、9月、12月、3月、5月

最終取引日 限月の前月の最終営業日

受渡日 最終取引日の翌営業日

取引時間 CME Globex: 月 - 金:
午前1時00分 – 午後1時15分 

米国中部標準時間(CT)

午前10時00分 – 午後10時15分 

GMT+4

午前9時00分 – 午後9時15分

GMT+2 (GMT+3 - 夏時間)

銘柄コード CME Globex: BSW

1日の価格制限 前取引日の清算価格の上下、1メートルトンあたり$22

軟質赤冬小麦（SRW）先物・オプションと黒海小麦(BSW）先物は、CBOTに上場されており、またCBOTの規則・規定に準拠します。 硬質赤冬小麦（HRW）先物・オプションはKCBTに上場されており、KCBTの規則・規定に準拠します。  
CME Group はCME Group Inc. の登録商標です。  

CBOTはシカゴ商品取引所の登録商標です。KCBTと Kansas City Board of Tradeは、カンザスシティ商品取引所（ミズーリ）の登録商標です。

CME Group は、CME Group Inc. とその子会社であるシカゴ商業取引所、シカゴ商品取引所、ニューヨーク商業取引所、ニューヨーク商品取引所、ミズーリ州のカンザス商品取引所の商標です。

本資料に掲載されている情報は、一般情報の提供のみを目的としており、いかなる投資運用サービスやアドバイス、あるいは投資商品の募集もしくは勧誘を目的としたものではなく、また、CME グループの取引／清算サービス／事業や、デリバティブ取引の執行全
般に関わる投資判断、取引活動（取引代理人を通してか否かに関わらず）、あるいはその他の事業活動（総称して事業活動と呼ぶ）に関して頼るべき情報でもありません。
 
お客様がかかる事業活動を始める前には、常に、資格を有するアドバイザーにご相談になり、専門のアドバイスを受けるよう、お勧めいたします。CME グループおよびその子会社、もしくはその従業員や代理人は、本資料に含まれる情報に関し、一切の責任を引き
受けたり、また一切の賠償責任を負うこともありません。

本資料に含まれる事業活動もしくは情報提供の行為が制限されている管轄地域が一部にある可能性もありますので、その旨ご留意ください。本資料に掲載されている情報は、事業活動や情報の配布／使用の行為が適用準拠法もしくは準拠すべき規則の違反と
なる管轄地域もしくは国における個人や法人を対象とする配布、あるいはかかる個人や法人による利用を目的としたものではありません。さらに詳しい情報に関しては、お客様の居住地域において法的資格を得ているブローカーや有資格アドバイザーにご相談く
ださい。

日本国内在住のお客様へ

CME グループあるいはその子会社は、日本の金融商品取引法（1948年第25号、改正法）の第80条もしくは第155条にて定める金融商品取引所、もしくは外国金融商品取引所としての許可を受けておりません。CMEグループの各取引所に上場されている有価証券
もしくは金融商品の取引をご希望のお客様は、該当する取引所の会員ブローカーにお問い合わせの上、当該取引所での取引についてご相談ください。各取引所の会員ブローカーについての情報は、CME のウエブサイト（www.cmegroup.com/findabroker、英語）
をご参照ください。
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