
How the world advances

農産物

穀物および油糧種子の先物とオプション 
グローバル ベンチマーク商品におけるリスク管理と取引機会

概要
穀物および油糧種子は再生可能資源であり、穀物生産サイクル、天候そしてグ

ローバル市場での需要推移により、世界的な供給量も絶えず変動しています。

穀物および油糧種子の先物およびオプションは、コモディティの生産者、エンド

ユーザー、そして価格リスク管理や価格発見を求める取引仲介業者に貢献して

います。さらにこれらのツールはトレーダーや投資家に対して、市場が提供する

たぐいまれな投資機会を利用する手段も提供します。

銘柄
穀物および油糧種子の先物およびオプションは、現物受渡を伴う銘柄です。 

トウモロコシ、シカゴ 軟質赤冬小麦 (SRW)、カンザス 硬質赤冬小麦 (HRW)、大

豆、大豆ミール、大豆油、もみ米、オーツ麦といった銘柄は、電子取引だけでな

く取引所フロアでの立会取引も行われています。トウモロコシ、大豆、シカゴ小麦 

SRW では、小口取引の需要に応えてミニサイズの先物も上場しています。

短期新穀オプションと週次オプション
短期新穀オプションと週次オプション取引が加わったことで、ヘッジャーやトレ

ーダーにさらなる取引機会を提供しています。トウモロコシ、シカゴ小麦 (SRW)、

カンザス小麦 (HRW)、大豆、大豆ミール、大豆油 における週次オプションは、

低プレミアムで短期売買の新たな取引手段を提供します。これらを利用すること

で、従来のオプションポジションをより柔軟に管理し、値動きに狙いを定めること

で、米農務省（USDA）の指標発表など価格変動にインパクトを与えるような経済

イベントに合わせた取引が可能となります。詳細については、 

cmegroup.com/weeklyags (英語) をご参照ください。

短期新穀オプションは、新穀のトウモロコシ、大豆、シカゴ小麦 (SRW)、カンザ

ス小麦 (HRW)　の短期売買に新たな取引手段を提供します。トウモロコシ、大

豆、シカゴ小麦 (SRW)、カンザス小麦 (HRW)　の短期新穀オプションは従来の

穀物オプションよりも早く満期を迎える為、作付けから生育期におけるリスク管

理と取引機会を、市場参加者に比較的低コストで提供します。詳細について

は、cmegroup.com/sdnc (英語) をご参照ください。

穀物および油糧種子の先物およびオプションの年間出来高
メリット 

 »  穀物および油糧種子市場における 

グローバルな価格形成に参加すること

が可能

 »  穀物および油糧種子の購入および 

売却における価格リスクを管理

 »  他の穀物、油糧種子、家畜および 

エタノールとの裁定取引やスプレッド 

取引の機会を提供

 »  透明性があり流動性の高い市場

 »  取引形態として、CME Globex または 

立会場の選択が可能 

 »  CME Clearingの財務の健全性

穀物および油糧種子の先物とオプションについての詳細は、 
cmegroup.com/agriculture をご参照ください。
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取引要綱

トウモロコシ先物（フルサイズおよびミニサイズ）
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

受渡供用品 米農務省穀物検査規格No. 2のイエロー品種は同価格で、その他の等級はプレミアムやディスカウントで受渡可能。詳細は「規則・規定」

を参照のこと。

呼値 ブッシェル当たりのセント

最小価格変動幅 フルサイズ：1ブッシェル当たり1/4 セント (1枚当たり $12.50)

ミニサイズ：1ブッシェル当たり1/8セント (1枚当たり $1.25)

限月 12月、3月、5月、7月、9月

取引最終日 当限月15日の1営業日前

受渡最終日 受渡月の取引最終日の2営業日後

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分、および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

注：ミニサイズ取引は、電子取引も立会取引も午後 1時45分まで。

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時） 

銘柄コード フルサイズCME Globex：ZC、フルサイズ立会場：C

ミニサイズ CME Globex: XC、ミニサイズ 立会場: YC

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。 

現行値は、cmegroup.com/pricelimitupdate を参照。

トウモロコシ オプション（フルサイズ）
取引単位 （特定限月の）トウモロコシ先物1枚、5,000ブッシェル相当

短期新穀オプション：オプション満期に最も近い12月限のトウモロコシ先物取引

最小価格変動幅 1ブッシェル当たり1/8セント（1枚当たり $6.25）

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、最初の2ヶ月分は1ブッシェル当たり5セント（$0.05）の整数倍、その他の月は10セント 

（$0.10）の整数倍。取引開始時には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ50％以内にある全ての権利行使価格を上場する。

短期新収穫穀物および週次オプション：1ブッシェル当たり5セント（$0.05）。 

上場限月 12月、3月、5月、7月、9月。これらの限月が当月限とならない場合にシリアル月限オプションが設定される。シリアル月限オプション 

取引は行使されると期近物の先物となる。例えば、8月限オプションは権利行使されると、9月限の先物建玉となる。 

短期新穀オプション：3月、5月、7月、9月

週次オプション： 第1から第5週、シリアルまたは標準オプションの満期がない各月の金曜日に対応する。

週次オプションの満期が期近の標準月次オプションの満期よりも前の場合は、期近物の先物が原資産となる。もし週次オプションの 

満期が期近の標準月次オプションの満期より後で、かつ期近物の先物の満期よりも前の場合は、その次の先物限月が原資産となる。 

取引最終日 標準オプション： 対応するトウモロコシ先物限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。

シリアルおよび短期新穀オプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

週次オプション： 標準オプションまたはシリアル・オプションの取引最終日ではないある特定の金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日

ならいつでもオプションの権利行使が可能。オプションの権利行使の結果、原資産の先物限月の建玉ができる。取引最終日にイン・

ザ・マネーのオプションは、自動的に権利行使される。

満期 権利行使されなかったトウモロコシ先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時の午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex: OZC、 短期新穀オプション: OCD、週次オプション: ZC1-5

立会場：コールはCY、プットはPY、短期新穀オプション：CDF、週次オプション：PY1-5 

日中の値幅制限 値幅値幅はない。

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html


小麦 先物：シカゴ SRW および KC HRW（フルサイズおよびミニサイズ）
取引単位 5,000ブッシェル

ミニサイズ：1,000ブッシェル

受渡適格銘柄 シカゴSRW：米農務省穀物検査規格No. 2の軟質赤色冬小麦、No. 2の硬質赤色冬小麦、No. 2の褐色北春小麦、およびNo. 2の 

北春小麦は同価格で、その他の等級はプレミアムおよびディスカウントで受渡し可能。詳細はCBOTの「規則・規定」を参照のこと。 

KC HRW：米農務省穀物検査規格No. 2は最大で100グラム当たり10 IDKの取引価格、No. 1は 1.5セントのプレミアム、タンパク質水

準が11％未満だが10.5％以上の場合には取引価格から10セント（10¢）のディスカウントで受渡可能。タンパク質水準が10.5％未満の

場合には受渡不可。 

呼値 ブッシェル当たりのセント

最小価格変動幅 1ブッシェル当たり1/4セント（1枚当たり$12.50）

ミニサイズ：1ブッシェル当たり1/8セント (1枚当たり$1.25)

限月 7月、9月、12月、3月、5月

取引最終日 限月の15番目の暦日の直前営業日

受渡最終日 受渡月の取引最終日に続く第2営業日

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分 

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

注：ミニサイズ取引は、電子取引の場合も立会時間も午後1時45分まで。

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時）

銘柄コード シカゴ SRW: CME Globex-ZW; 立会場-W 

シカゴSRWミニサイズ：CME Globex - XW、立会場：YW

KC HRW: CME Globex-KE; 立会場-KW 

KC HRW ミニサイズ: CME Globex – MKC; 立会場 – MKC 

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。 現行値は 

cmegroup.com/pricelimitupdate を参照。

小麦 オプション：シカゴ SRW および KC HRW(フルサイズ)
取引単位 （特定限月の）小麦先物1枚、5,000ブッシェル相当

短期新穀オプション：オプション満期に最も近い7月限の小麦先物取引

最小価格変動幅 1ブッシェル当たり1/8セント（1枚当たり$6.25）

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、最初の2ヶ月間は1ブッシェル当たり5セント（$0.05）の整数倍、その他の月は10セント（$0.10）の整数倍。取引開始時

には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ50％以内にある全ての権利行使価格を上場する。 

短期新収穫穀物および週次オプション：1ブッシェル当たり5セント（$0.05）。
上場限月 先物限月である7月限、9月限、12月限、3月限、5月限が当限月とならない場合、月限（シリアル）オプションが設定される。月限オプション

取引は、行使されると直近の先物限月となる。例えば、8月限オプションは権利行使されると、9月限の先物建玉となる。 

短期新穀オプション：5月、7月、9月 

週次オプション： 第1から第5週、シリアルまたは標準オプションの満期がない各月の金曜日に対応する。常に３週分の週次オプションを

上場する。 

取引最終日 標準オプション： 対応する小麦先物取引限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。 

シリアルおよび短期新穀オプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

週次オプション： 標準オプションまたはシリアル・オプションの取引最終日ではないある特定の金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日な

らいつでもオプションの権利行使が可能。オプションの権利行使の結果、原資産の先物市場の建玉ができる。取引最終日にイン・ザ・ 

マネーであるオプションは、自動的に権利行使される

満期 権利行使されなかった小麦先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時の午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME SRW：CME Globex：OZW、短期新穀オプション：OWD、週次オプション： ZW1-5

シカゴSRW：立会場：コールはWY、プットはWZ、短期新穀オプション：WDF、週次オプション：WZ1-5 

KC HRW：CME Globex：OKE、短期新穀オプション：KWE、週次オプション： OE1-5

KC HRW：立会場：コールはHC、プットはHP、短期新穀オプション：KWO、週次オプション：OK1-5 

日中の値幅制限 値幅制限はない

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html


大豆先物（フルサイズおよびミニサイズ）
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

受渡供用品 米農務省穀物検査規格No. 2のイエロー品種は同価格で、その他の等級はプレミアムやディスカウントで受渡可能。詳細は「規則・規定」

を参照のこと。

呼値 ブッシェル当たりのセント

最小価格変動幅 フルサイズ ：1ブッシェル当たり1/4 セント(1枚当たり$12.50)

ミニサイズ：1ブッシェル当たり1/8セント (1枚当たり$1.25)

限月 11月、1月、3月、5月、7月、8月、9月

取引最終日 当限月15日の1営業日前

受渡最終日 受渡月の取引最終日の2営業日後

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分、および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

注：ミニサイズ取引は、電子取引も立会取引も午後 1時45分まで

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時）

銘柄コード フルサイズCME Globex：ZS、フルサイズ立会場：S

ミニサイズCME Globex:：XK、ミニサイズ立会場： YK

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。 

現行値は cmegroup.com/pricelimitupdate を参照。

大豆オプション（フルサイズ）
取引単位 （特定限月の）トウモロコシ先物1枚、5,000ブッシェル相当

短期新穀オプション：オプション満期に最も近い11月限の大豆先物取引

最小価格変動幅 1ブッシェル当たり1/8セント（1枚当たり$6.25）

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、最初の2ヶ月間は1ブッシェル当たり10セント（$0.10）の整数倍、その他の月は20セント（$0.20）の整数倍。取引開始

時には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ50％以内にある全ての権利行使価格を上場する。 

短期新穀オプションおよび週次オプション：1ブッシェル当たり10セント（$0.10）

上場限月 11月、1月、3月、5月、7月、8月、9月。これらの限月が当月限とならない場合にシリアル月限オプションが設定される。シリアル月限 

オプション取引は行使されると期近物の先物となる。例えば、10月限オプションは権利行使されると、11月限の先物建玉となる。 

短期新穀オプション：3月、5月、7月、9月

週次オプション： 第1から第5週、シリアルまたは標準オプションの満期がない各月の金曜日に対応する。

週次オプションの満期が期近の標準月次オプションの満期よりも前の場合は、期近物の先物が原資産となる。もし週次オプションの 

満期が期近の標準月次オプションの満期より後で、かつ期近物の先物の満期よりも前の場合は、その次の先物限月が原資産となる。

取引最終日 標準オプション： 対応する大豆先物限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。 

シリアルおよび短期新穀オプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

週次オプション： 標準オプションまたはシリアル・オプションの取引最終日ではないある特定の金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日

ならいつでもオプションの権利行使が可能。オプションの権利行使の結果、次の立会開始までに原資産の先物限月の建玉ができる。

取引最終日にイン・ザ・マネーのオプションは、自動的に権利行使される。

満期 権利行使されなかった大豆先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex：OZS、短期新穀オプション：OSD、週次オプション： ZS1-5

立会場：コールはCZ、プットはPZ、短期新穀オプション：SDF、週次オプション：CZ1-5 

日中の値幅制限 値幅制限はない

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html


大豆油先物
取引単位 60,000ポンド

受渡適格銘柄 取引所が承認した等級および基準を満たす大豆原油。正確な仕様については、取引所の「規則・規定」を参照のこと。

呼値 ポンド当たりのセント

最小価格変動幅 1ポンド当たり1/100 セント（$0.0001） (1枚当たり$6)

限月 10月、12月、1月、3月、5月、7月、8月、9月

取引最終日 当限月15日の1営業日前

受渡最終日 受渡月の取引最終日の7営業日後

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分、および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex:：ZL 

立会場 ：BO

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。 現行値は 

cmegroup.com/pricelimitupdate を参照。

大豆油オプション
取引単位 （特定限月の）大豆油先物1枚、60,000ポンド相当

最小価格変動幅 1ポンド当たり5/1000 セント（$0.00005） (1枚当たり$3)

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、1ポンド当たり0.5セントの整数倍。取引開始時には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ50％以内にある 

全ての権利行使価格を上場する。

上場限月 10月、12月、1月、3月、5月、7月、8月、9月。これらの限月が当月限とならない場合にシリアル月限オプションが設定される。シリアル

月限オプション取引は行使されると期近物の先物となる。例えば、11月限オプションは権利行使されると、12月限の先物建玉となる。 

週次オプション： 第1から第5週、シリアルまたは標準オプションの満期がない各月の金曜日に対応する。

週次オプションの満期が期近の標準月次オプションの満期よりも前の場合は、期近物の先物が原資産となる。もし週次オプションの 

満期が期近の標準月次オプションの満期より後で、かつ期近物の先物の満期よりも前の場合は、その次の先物限月が原資産となる。

取引最終日 標準オプション：対応する大豆油先物限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。

シリアルオプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

週次オプション： 標準オプションまたはシリアル・オプションの取引最終日ではないある特定の金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日

ならいつでもオプションの権利行使が可能。オプションの権利行使の結果、原資産の先物限月の建玉ができる。取引最終日にイン・

ザ・マネーのオプションは、自動的に権利行使される。

満期 権利行使されなかった大豆油先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時の午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex：OZL、週次オプション：ZL1-5 

立会場：コールはOY、プットはOZ、週次オプション：OZ1-5 

日中の値幅制限 値幅制限はない

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html


大豆ミール先物
取引単位 100トン（1ショートトン当たり2,000ポンド）

受渡適格銘柄 タンパク質48％の大豆ミール

呼値 1ショートトン当たりのドルおよびセント

最小価格変動幅 1トン当たり10セント (1 枚当たり $10)

限月 10月、12月、1月、3月、5月、7月、8月、9月

取引最終日 当限月15日の1営業日前

受渡最終日 受渡月の取引最終日の2営業日後

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分、および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex：ZM 

立会場：SM

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。 現行値は 

cmegroup.com/pricelimitupdate を参照。

大豆ミール オプション
取引単位 （特定限月の）大豆ミール先物1枚、100ショートトン相当

最小価格変動幅 1ショートトン当たり5セント (1 枚当たり $5)

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、200ドル未満の全ての権利行使で、1トン当たり5ドル（$5）の整数倍、および200ドル以上の全ての権利行使は1トン

当たり10ドル（$10）の整数倍。取引開始時には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ50％以内にある全ての権利行使価格を

上場する。 

週次オプション：1トン当たり5ドル（$5）

上場限月 10月、12月、1月、3月、5月、7月、8月、9月。これらの限月が当月限とならない場合にシリアル月限オプションが設定される。シリアル 

月限オプション取引は行使されると期近物の先物となる。例えば、2月限オプションは権利行使されると、3月限の先物建玉となる。 

週次オプション： 第1から第5週、シリアルまたは標準オプションの満期がない各月の金曜日に対応する。

週次オプションの満期が期近の標準月次オプションの満期よりも前の場合は、期近物の先物が原資産となる。もし週次オプションの 

満期が期近の標準月次オプションの満期より後で、かつ期近物の先物の満期よりも前の場合は、その次の先物限月が原資産となる。

取引最終日 標準オプション： 対応する大豆ミール先物取引限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。 

シリアルオプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

週次オプション： 標準オプションまたはシリアル・オプションの取引最終日ではないある特定の金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日

ならいつでもオプションの権利行使が可能。オプションの権利行使の結果、原資産の先物限月の建玉ができる。取引最終日にイン・

ザ・マネーのオプションは、自動的に権利行使される。

満期 権利行使されなかった大豆ミール先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時の午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex：OZM、週次オプション：ZM1-5 

立会場：コールはMY、プットはMZ、週次オプション：MZ1-5 

日中の値幅制限 値幅制限はない

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html


オーツ麦 先物
取引単位 5,000ブッシェル

内容 米農務省穀物検査規格No. 2のヘビー品種およびNo.1は同価格で、その他の等級は、プレミアムやディスカウントで受渡可能。詳細は 

「規則・規定」を参照のこと。

呼値 ブッシェル当たりのセント

最小価格変動幅 1ブッシェル当たり1/4セント（1枚当たり$12.50）

限月 7月、9月、12月、3月、5月

取引最終日 当限月15日の1営業日前

受渡最終日 受渡月の取引最終日の2営業日後

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分、および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex： ZO 

立会場： O

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。 現行値は

cmegroup.com/pricelimitupdate を参照

オーツ麦 オプション
取引単位 （特定限月の）オーツ麦先物1枚5,000ブッシェル

最小価格変動幅 1ブッシェル当たり1/8セント（1枚当たり$6.25）

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、最初の2ヶ月間は1ブッシェル当たり5セント（$0.05）の整数倍、その他の月は10セント（$0.10）の整数倍。取引開始時

には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ50％以内にある全ての権利行使価格を上場する。

上場限月 7月、9月、12月、3月、5月。これらの限月が当月限とならない場合にシリアル月限オプションが設定される。シリアル月限オプション 

取引は行使されると期近物の先物となる。例えば、8月限オプションは権利行使されると、9月限の先物建玉となる。  

取引最終日 標準オプション： 対応するオーツ麦先物取引限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。 

シリアル・オプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日

ならいつでもオプションの権利行使が可能。オプションの権利行使の結果、次の立会開始までに原資産の先物限月の建玉ができる。

取引最終日にイン・ザ・マネーのオプションは、自動的に権利行使される。

満期 権利行使されなかったオーツ麦先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時の午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex： OZO 

立会場：コールはOO、プットはOV

日中の値幅制限 値幅制限はない

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html


先物取引やスワップ取引は、あらゆる投資家に適しているわけではありません。損失のリスクがあります。先物やスワップはレバレッジ投資であり、取引に求められる資金は総代金のごく一部にすぎません。そのため、先物やスワップの建玉に
差し入れた当初証拠金を超える損失を被る可能性があります。したがって、生活に支障をきたすことのない、損失を許容できる資金で運用すべきです。また、一度の取引に全額を投じるようなことは避けてください。すべての取引が利益にな
るとは期待できません。

本資料に掲載された情報およびすべての資料を、金融商品の売買を提案・勧誘するためのもの、金融に関する助言をするためのもの、取引プラットフォームを構築するためのもの、預託を容易に受けるためのもの、またはあらゆる裁判管轄
であらゆる種類の金融商品・金融サービスを提供するためのものと受け取らないようにしてください。本資料に掲載されている情報は、あくまで情報提供を目的としたものです。助言を意図したものではなく、また助言と解釈しないでください。
掲載された情報は、特定個人の目的、資産状況または要求を考慮したものではありません。本資料に従って行動する、またはそれに全幅の信頼を置く前に、専門家の適切な助言を受けるようにしてください。

本資料に掲載された情報は「当時」のものです。明示のあるなしにかかわらず、いかなる保証もありません。CME Groupは、いかなる誤謬または脱漏があったとしても、一切の責任を負わないものとします。

CME Groupと「芝商所」は、CME Group, Inc.の商標です。地球儀ロゴ、E-mini、E-micro、Globex、CME、およびChicago Mercantile Exchangeは、Chicago Mercantile Exchange Inc.（CME）の商標です。CBOTおよびChicago Board of Trade
は、Board of Trade of the City of Chicago, Inc.（CBOT）の商標です。ClearportおよびNYMEXは、New York Mercantile Exchange, Inc.（NYMEX）の商標です。本資料は、その所有者から書面による承諾を得ない限り、改変、複製、検索シス
テムへの保存、配信、複写、配布等による使用が禁止されています。

CME、CBOTおよびNYMEXは、シンガポールでは認定市場運営者として、また香港特別行政区（SAR）では自動取引サービスプロバイダーとして、それぞれ登録されています。ここに掲載した情報は、日本の金融商品取引法（法令番号：昭
和二十三年法律二十五号およびその改正）に規定された外国金融商品市場に、もしくは外国金融商品市場での取引に向けられた清算サービスに、直接アクセスするためのものではないという認識で提供しています。CME Europe Limited
は、香港、シンガポール、日本を含むアジアのあらゆる裁判管轄で、あらゆる種類の金融サービスを提供するための登録または認可を受けていませんし、また提供してもいません。CME Groupには、中華人民共和国もしくは台湾で、あらゆる
種類の金融サービスを提供するための登録または認可を受けている関連機関はありませんし、また提供してもいません。本資料は、韓国では金融投資サービスおよび資本市場法第9条5項並びに関連規則で、またオーストラリアでは2001年
会社法（連邦法）並びに関連規則で、それぞれ定義されている「プロ投資家」だけに配布されるものであり、したがってその頒布には制限があります。
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もみ米先物
取引単位 2,00ハンドレッドウェイト（cwt）

受渡適格銘柄 米農務省穀物検査規格No. 2あるいはそれ以上の長粒もみ米で、最低48％の上白米を含む最低65％の精米産出高のもの。 

呼値 ハンドレッドウェイト当たりのセント

最小価格変動幅 1ハンドレッドウェイト当たり1/2セント（1枚当たり$10）

限月 11月、1月、3月、5月、7月、8月、9月

取引最終日 当限月15日の1営業日前

受渡最終日 受渡月の取引最終日の7営業日後

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分、および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

期近限月の取引最終日は正午で立会が終了する。（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex:：ZR 

立会場：RR

日中の値幅制限 日中の制限値幅は 5月と11月の半年ごとに見直しが行われる。受渡月初日の2営業日前から制限値幅はない。  

現行値は cmegroup.com/pricelimitupdate を参照。

もみ米 オプション
取引単位 （特定限月の）もみ米先物1枚2,000cwt

最小価格変動幅 1ハンドレッドウェイト当たり1/4セント（1枚当たり$5）

権利行使価格の刻み 権利行使価格は、1ハンドレッドウェイト当たり20セント（$0.20）の整数倍。取引開始時には、アット・ザ・マネーの権利行使価格のおよそ

50％以内にある全ての権利行使価格を上場する。 

上場限月 11月、1月、3月、5月、7月、8月、9月。これらの限月が当月限とならない場合にシリアル月限オプションが設定される。シリアル月限 

オプション取引は行使されると期近物の先物となる。例えば、2月限オプションは権利行使されると、3月限の先物建玉となる。 

取引最終日 標準オプション： 対応するもみ米先物取引限月の最初の通知日から、少なくとも2営業日前である最終金曜日。 

シリアル・オプション： オプション限月の前月の最終営業日から少なくとも2営業日前である最終金曜日。

権利行使 アメリカン・スタイル。オプションの買い手は、CMEクリアリングに米国中部標準時の午後6時までに通知を行うことで、満期前の営業日

ならいつでもオプションの権利行使が可能。権利行使されたオプションは、無作為にオプションの売り手に割り当てられる。取引最終日

にイン・ザ・マネーのオプションは、自動的に権利行使される

満期 権利行使されなかったもみ米先物オプションは、取引最終日の米国中部標準時の午後7時の時点で無効となる。

取引時間 CME Globex：日曜日から金曜日：午後 7時～午前 7時45分および月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分

立会場：月曜日から金曜日：午前 8時30分～午後 1時15分（すべて米国中部標準時）

銘柄コード CME Globex： OZR 

立会場：コールはRRC、プットはRRP

日中の値幅制限 値幅制限はない

トウモロコシ、シカゴ SRW 小麦、カンザス HRW 小麦、大豆、大豆油、大豆ミール、オーツ麦、もみ米の先物及びオプションは、CBOT に上場しており、CBOT の規則及び規定が適用されます。

http://www.cmegroup.com/trading/Price-Limit-Update.html
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