
価格変動リスクから会社を守る
経営安定化に向けた解決策のご提案

第４章

商品取引所
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国内の商品先物市場

商
品
取
引
所

東京工業品取引所
金・銀・白金
ガソリン・灯油・原油・ゴム

東京穀物商品取引所
大豆（一般、非遺伝子組換え）
トウモロコシ・砂糖・コーヒー・小
豆

中部大阪商品取引所 ガソリン・灯油・ゴム・鶏卵

関 西 商 品 取 引 所 トウモロコシ・コーヒー指数

４－１

主な上場商品

東京証券取引所 ＴＯＰＩＸ先物・東証ＲＥＩＴ指数先物

大阪証券取引所 日経２２５先物・日経３００先物

東京金融取引所
ユーロ円金利先物・外国為替証
拠金取引*

* 外国為替証拠金取引は先物取引とは異なる取引。

その他の先物市場



商品取引所の目的

透明かつ公正な価格形成機能の提供

価格変動リスクの回避機能の提供

換金・金融機能の提供

実物取得機能の提供

在庫調整機能の提供

資産運用機能の提供

４－２



商品取引所の特徴

経済産業大臣または農林水産大臣が
設立を許可

公設の商品先物市場を開設

会員組織と株式会社の２つの形態

自分のための取引限定の会員と第３者
の注文を受注する受託会員（先物会社）
で構成

不正防止を目的とした
不断の市場監視と内部統制
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株式会社 東京工業品取引所（TOCOM）

４－４

ＵＲＬＵＲＬ www.tocom.or.jpwww.tocom.or.jp

所在地所在地
東京都中央区日本橋堀留町1-10-7
〒103-0012 ☎ 03-3661-9191

東京都中央区日本橋堀留町1-10-7
〒103-0012 ☎ 03-3661-9191

設 立設 立 1951年2月1951年2月

上場商品上場商品 貴金属市場貴金属市場 金（標準・ミニ）、白金（標準・
ミニ）、銀、パラジウム

金（標準・ミニ）、白金（標準・
ミニ）、銀、パラジウム

石油市場石油市場 ガソリン、灯油、原油、軽油ガソリン、灯油、原油、軽油

ゴム市場ゴム市場 ゴムゴム
アルミニウム市

場

アルミニウム市
場アルミニウムアルミニウム



東京工業品取引所の上場商品
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証拠金額*
銘柄

呼値と
呼値の単位

売買単位
当月限 ２番限以降

ＣＢ幅*

金（標準） 1ｇ／1円 １ｋｇ（1000倍） 210,000円 105,000円 100円

金（ミニ） 1ｇ／1円 100ｇ（100倍） 14,000円 14,000円 100円

銀 10ｇ／10銭 30ｋｇ（3000倍） 180,000円 90,000円 25.0円

白金（標準） 1ｇ／1円 500ｇ（500倍） 180,000円 90,000円 200円

白金（ミニ） 1ｇ／1円 100ｇ（100倍） 24,000円 24,000円 200円

ガソリン 1Kl／10円 50Kl（50倍） 330,000円 165,000円 2400円

灯油 1Kl／10円 50Kl（50倍） 330,000円 165,000円 2400円

原油 1Kl／10円 50Kl（50倍） 165,000円 165,000円 2400円

ゴム 10㎏／10銭 100ｇ（100倍） 150,000円 75,000円 10.0円

アルミニウム 1㎏／10銭 5000㎏（5000倍） 150,000円 75,000円 10.0円

* 平成21年11月9日現在
* ＣＢ（サーキットブレイカ―） ： 前営業日の終値と比較してＣＢ幅に達する値動きがあった場合、一定
時間取引を中断し、当初のＣＢ幅を拡大した上で取引を再開する。世界の多くの取引所が採用。



東京穀物商品取引所（TGE）

４－６

ＵＲＬＵＲＬ www.tge.or.jpwww.tge.or.jp

所在地所在地
東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-5
〒103-0014 ☎ 03-3668-9311

東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-5
〒103-0014 ☎ 03-3668-9311

設 立設 立 1952年10月1952年10月

上場商品上場商品 農産物市場農産物市場 一般大豆、Non‐GMO大豆

トウモロコシ、小豆
コーヒー（アラビカ・ロブスタ）

一般大豆、Non‐GMO大豆

トウモロコシ、小豆
コーヒー（アラビカ・ロブスタ）

砂糖市場砂糖市場 粗糖、精糖粗糖、精糖



東京穀物商品取引所の上場商品
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証拠金額*
銘柄

呼値と
呼値の単位

売買単位
当月限 ２番限以降

値 幅
制 限*

とうもろこし 1 ｔ ／10円 50 ｔ （50倍） 140,000円 60,000円 1000円

一般大豆* 1 ｔ ／10円 10 ｔ （10倍） 47,000円 27,000円 1800円

Non‐GMO大豆 1 ｔ ／10円 10 ｔ （10倍） 47,000円 27,000円 1800円

小豆 1袋（30ｋｇ）／
10円

2400ｋｇ（80倍） 82,000円 42,000円* 350円

アラビカ 1袋（69ｋｇ）／
10円

3450ｋｇ（50倍） 128,000円 48,000円 800円

ロブスタ 1袋（100ｋｇ）
／10円

5 ｔ （50倍） 140,000円 60,000円 1000円

粗糖 1Kl／10円 50 ｔ （50倍） 152,000円 72,000円 12000円

* 平成21年11月9日現在。小豆2番限は62,000円。
* 値幅制限は先限を記載。 制限値幅は１日の値動きの 大幅。前営業日の終値をもとに算出する。急激な
価格変動の回避が目的。



中部大阪商品取引所（C‐COM）

４－８

ＵＲＬＵＲＬ www.c-com.or.jpwww.c-com.or.jp

所在地所在地
愛知県名古屋市中区丸の内1-16-2
〒460-0002 ☎ 052-209-7890

愛知県名古屋市中区丸の内1-16-2
〒460-0002 ☎ 052-209-7890

設 立設 立 1996年10月1996年10月

上場商品上場商品 貴金属市場貴金属市場 金金

畜産物市場畜産物市場 鶏卵鶏卵

石油市場石油市場 ガソリン、灯油ガソリン、灯油

ゴム市場ゴム市場 シート3号シート3号

天然ゴム指数市場天然ゴム指数市場 天然ゴム指数天然ゴム指数



中部大阪商品取引所の上場商品

４－９

証拠金額*
銘柄

呼値と
呼値の単位

売買単位
当月限 ２番限以降

制 限
値 幅*

金 1㎏／1円 500ｇ（500倍） ――* 50,000円 100円

ガソリン 1Kl／10円 10Kl（10倍） 66,000円 33,000円 2200円

灯油 1Kl／10円 10Kl（10倍） 66,000円 33,000円 2200円

鶏卵 1㎏／10銭 約定価格×1万倍 67,500円 45,000円 3.0円

ゴムシート3号 1㎏／10銭 5 ｔ （5000倍） 90,00円 60,000円 8.0円

天然ゴム指数 100分の10
（0.1P）

約定指数×2万倍 150,000円 150,000円 5.0円

* 平成21年11月9日現在。金は平成21年10月上場のため当該限月なし。１Ｐ＝１ポイント
* 値幅制限は先限を記載。 制限値幅は１日の値動きの 大幅。前営業日の終値をもとに算出する。急激
な価格変動の回避が目的。



関西商品取引所（KANEX）

４－１０

ＵＲＬＵＲＬ www.kanex.or.jpwww.kanex.or.jp

所在地所在地
大阪府大阪市西区阿波座1-10-14
〒550-0011 ☎ 06-6531-7931

大阪府大阪市西区阿波座1-10-14
〒550-0011 ☎ 06-6531-7931

設 立設 立 1952年10月1952年10月

上場商品上場商品 水産物市場水産物市場 冷凍えび冷凍えび

砂糖市場砂糖市場 粗糖粗糖

農産物・飼料指数農産物・飼料指数 コーヒー指数、コーン75指数コーヒー指数、コーン75指数

農産物市場農産物市場 とうもろこし、小豆、米国産大豆とうもろこし、小豆、米国産大豆



関西商品取引所の上場商品

４－１１

証拠金額*
銘柄

呼値と
呼値の単位

売買単位
当限 ２番限以降

制 限
値 幅*

冷凍えび 1.8ｋｇ／1円 108ｋｇ（60倍） 7,000円 6,000円 80円

コーヒー指数 *1Ｐ／１Ｐ 約定指数×500倍 48,000円 48,000円 80Ｐ

コーン75指数 0.1Ｐ／１Ｐ 約定指数×1万倍 60,000円 60,000円 5.0Ｐ

とうもろこし 1 ｔ ／10円 50 ｔ （50倍） 66,000円 36,000円 600円

米国産大豆* 1 ｔ ／10円 10 ｔ （10倍） 29,000円 24,000円 2000円

小 豆 1袋（30ｋｇ）／
10円

2400ｋｇ（80倍） 94,000円 34,000円 350円

粗 糖* 1 ｔ ／10円 10 ｔ （10倍） 54,000円 24,000円 2000円

* 平成21年11月9日現在。１Ｐ＝１ポイント。
* 値幅制限は先限を記載。 制限値幅は１日の値動きの 大幅。前営業日の終値をもとに算出する。
急激な価格変動の回避が目的。



商品価格の動向 東京金
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円

先限つなぎ 日足 表示期間：08年12月16日～09年6月16日 １ｇあたり円



商品価格の動向 東京ガソリン

４－１３

先限つなぎ 日足 表示期間：08年12月16日～09年6月16日 １ＫＬあたり円

円



商品価格の動向 とうもろこし

４－１４

先限つなぎ 日足 表示期間：08年12月16日～09年6月16日 １トンあたり円

円



商品価格の動向 東京一般大豆

４－１５

先限つなぎ 日足 表示期間：08年12月16日～09年6月16日 １トンあたり円

円



市場価格活用のトレンド

４－１６

東京工業品取引所、石油市場
に大手元売業者が会員加入
価格変動率の増大 ⇒ 輸出入の増加 ⇒ リスク回避
ニーズの増大

平成19年12月6日 日本経済新聞

平成19年12月20日
日刊投資特報平成20年10月22日

日本経済新聞

現在の価格決定方式により実際の需給を反映し
たい希望

東京工業品取引所市場の利便性
向上策 ⇒ 建玉・値幅制限緩和
⇒ 価格変動の保険に使いやすい

TOCOMリンク ： 現物取引に際し
て、東京工業品取引所の石油市
場の価格を参照すること。
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