「先物・オプション取引ルール」新旧対照表
平成 28 年 7 月 19 日
（下線部変更）
新

旧
1．取引銘柄

1．取引銘柄
株価指数先物取引

株価指数オプション取引

株価指数先物取引

（中略）
注文の種類

成行、指値、逆指値、

（中略）
指値、逆指値

注文の種類

対当値段※1

成行、指値、逆指値、

（中略）

PC 会員ページ、レーザート

PC 会員ページ、レーザート

レード、モバトレ君、はっち
ゅう君、スーパーはっちゅう

取引ツール

PC 会員ページ、レーザー

PC 会員ページ、レーザー

レード、
スーパーはっちゅう

トレード、モバトレ君、は

トレード、スーパーはっち

君※2

っちゅう君、スーパーはっ

ゅう君※

君
注文受付時間

指値、逆指値

最良指値
（中略）

取引ツール

株価指数オプション取引

ちゅう君

日中取引： PC 会員ページ 6:30～15:15、その他のツー

注文受付時間

ル 7：00～15：15、

日中取引： 6:00～15:15、
ナイト・セッション：16:15～3:00

ナイト・セッション：16:15～5:30
取引時間

日経 225 先物、ミニ日経 225 先物 日中取引：8：45

取引時間

～15：15 ナイトセッション：16：30～5：30
日経 225 オプション 日中取引：9：00～15：15

日中取引： 9:00～15:15、
ナイト・セッション：16:30～3:00

ナ

イトセッション：16：30～5：30
（中略）

（中略）

※1

対当値段は対当値段条件付注文の略称です。

（新設）

※2

Weekly オプション取引は情報照会のみ可能です。お取引は WEB（ブラウ

※Weekly オプション取引は情報照会のみ可能です。お取引は WEB（ブラウザ）

ザ）取引またはレーザートレード、レーザートレード 225 をご利用ください。

取引またはレーザートレードをご利用ください。
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（中略）

（中略）

5．注文方法

5．注文方法

【日経 225 先物取引、ミニ日経 225 先物取引】

【日経 225 先物取引、ミニ日経 225 先物取引】

（中略）
注文の種類

（中略）
成行、指値、逆指値、対当値段

注文の種類

（中略）

成行、指値、逆指値、最良指値

（中略）

（中略）

（中略）

先物取引の板寄せ直前における注文取消等は原則禁止です。

先物取引の板寄せ直前における下記大口注文の取消等は原則禁止です。

■市場が注文の訂正・取消しを受け付けない時間帯（ノンキャンセル・ピリオ

（新設）

ド：ＮＣＰ）
日経 225 先物取引、ミニ日経 225 先物取引においては、板寄せ直前における注
文の訂正・取消しは行えません。
〈日中立会〉
オープニング・オークション（8：44～8：45）
〈ナイトセッション〉
オープニング・オークション（16：29～16：30）
クロージング・オークション（5：29～5：30）
■板寄せ直前における注文の取消等の一部禁止に係る規制措置の取扱い
・対象商品
日経 225 先物取引、ミニ日経 225 先物取引
・対象時間帯
〈日中立会〉
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クロージング・オークション（15：14～15：15）

・原則禁止される行為

・原則禁止される行為

次の①又は②を満たす行為

売り注文、買い注文を 1 つ又は複数の値段に発注し、板寄せ直前に合理的理由

①予想対当値段よりも低い値段の売注文又は高い値段の買注文（売り・買いとも

なく、予想対当値段よりも高い買い注文又は低い売り注文（買い・売りとも予想

予想対当値段の注文を含む。）の取消し及び予想対当値段よりも低い値段から高

対当値段の注文を含む）について、一定数量以上の訂正・取消を行う行為。

い値段に劣後する売注文の訂正又は高い値段から低い値段に劣後する買注文の訂
正について、下表に定める数量以上の訂正・取消し。
・対象時間
始値・終値の決定直前の 1 分間
日中取引 8:59～9:00、15:14～15:15
ナイトセッション 16:29～16:30、2:59～3:00

・数量

・数量
（削除）

（削除）

右記以外の時間帯

2：59 ～ 3：00

日経 225 先物取引

250 単位以上

（削除）

日経 225 先物取引

250 単位以上

125 単位以上

ミニ日経 225 先物取引

500 単位以上

（削除）

ミニ日経 225 先物取引

500 単位以上

250 単位以上

（削除）

※ただし、小口に分割された場合には、売・買別に合算して上記以上の数量とな
れば大口注文とみなされます。
また、上記のような大口注文に該当しない取引においても下記のような取引は禁
止されます。

②①で定める数量未満の訂正・取消しのうち、取消倍率（訂正・取消注文数量／

（新設）

約定数量）が 3 倍以上となる注文の訂正・取消し
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（削除）

先物取引の板寄せ直前における注文取消等の一部禁止に係る規制措置
•原則禁止される行為
1 週間に行われる板寄せ（上記対象時間帯に行われるものに限る）の総回数の 4
分の 1 以上※1 において、取消倍率（取消注文数量※2÷約定数量）※3 が 3 倍
以上となる注文の訂正・取消し
※1 板寄せは 1 日 4 回（日中の寄付きと引け、夜間の寄付きと引け）行われま
す。1 週間に行われる板寄せの総回数は祝日等が無ければ、月曜日から金曜日の
間の 5 営業日×4 回となり、1 週間に行われる板寄せは合計で 20 回となりま
す。この場合、総回数の 4 分の 1 以上とは、5 回以上の寄付きとなります。
※2 対象となる注文の取消し
◦予想対当値段よりも低い値段の売注文又は高い値段の買注文（売り・買いとも
予想対当値段の注文を含む）の取消し及び予想対当値段よりも低い値段から高い
値段への売注文の訂正又は高い値段から低い値段への買注文の訂正です。

※取消倍率等の計算上の留意点

※3 取消倍率等の計算上の留意点

・板寄せごと及び売り買いごとに計算

◦板寄せごと及び売り買いごとに計算

・特定の銘柄において、一度の板寄せで複数回の訂正・取消が行われた場合や、売

◦特定の銘柄において、一度の板寄せで複数回の訂正・取消が行われた場合や、

り・買い両サイドで注文の訂正・取消しが行われた場合には、最も高い取消倍率を

売り・買い両サイドで注文の訂正・取消しが行われた場合には、最も高い取消倍

採用

率を採用

・約定数量が 0 の場合は、取消倍率を 3 倍として計算

◦約定数量が 0 の場合は、取消倍率を 3 倍として計算

（削除）

◦特定の板寄せ時において、複数の銘柄（日経 225 先物取引・ミニ日経 225 先
物取引の別及び限月の別）で取消倍率が 3 倍以上となった場合は、1 銘柄 1 回と
して銘柄数分の回数をカウント
•対象時間
始値・終値の決定直前の 1 分間
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日中取引 8:59～9:00、15:14～15:15
ナイトセッション 16:29～16:30、2:59～3:00
•訂正及び取消注文数量
右記以外の時間帯

2：59 ～ 3：00

日経 225 先物取引

250 単位未満

125 単位未満

ミニ日経 225 先物取引

500 単位未満

250 単位未満

少量の注文の訂正・取消しも規制対象となりますが、板寄せ時の価格形成に影響
を与えるおそれが低いと考えられる注文の訂正・取消の場合は、適用除外といた
します。
※上記に該当しない注文の訂正・取消し等が、不公正取引に一切該当しないという

（新設）

わけではありません。
※当該禁止される行為に関わらず、公正な価格形成を阻害するおそれのある注文の
訂正・取消、あるいは本規制措置の潜脱を目的とするクロス取引（実質的にこれに
類するとみなされる行為を含む。）が確認された場合には、当社からお客様に対し
て注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等を実施させていただく場合があります。
このようなクロス取引は法令上の不公正取引禁止規定の構成要件に該当する可能性
がありますのでご留意ください。

（中略）

（中略）

6．取引時間

6．取引時間

日経 225 先物、ミニ日経 225 先物 日中取引：8：45～15：15 ナイトセッ

毎営業日の日中 9:00～15:15、ナイト・セッション 16:30～3:00

ション：16：30～5：30
日経 225 オプション 日中取引：9：00～15：15

ナイトセッション：16：

30～5：30
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（プレ・オープニング 8:00～8:45 16:15～16:30）

（プレ・オープニング 8:00～9:00 16:15～16:30）

（プレ・クロージング 15:10～15:15

（プレ・クロージング 15:10～15:15

5:25～5:30）

2:55～3:00）

※1 プレ・オープニング 8:45（ナイト・セッションの場合は 16:30）の板寄せ

※1 プレ・オープニング 9:00（ナイト・セッションの場合は 16:30）の板寄せ

のための注文受付時間です。

のための注文受付時間です。

※2 プレ・クロージング 15:15（ナイト・セッションの場合は 5:30）の板寄せ

※2 プレ・クロージング 15:15（ナイト・セッションの場合は 3:00）の板寄せ

のための注文受付時間です。

のための注文受付時間です。

7．注文受付時間、取引経路

7．注文受付時間、取引経路

当社のホームページは原則として 24 時間アクセス可能です。

当社のホームページは原則として 24 時間アクセス可能です。

但し、メンテナンス時間中については、会員ページへのログインが出来ない、又

但し、メンテナンス時間については、会員ページへのログイン不可、又は取引注

は取引注文の受付が出来ない場合があります。

文不可の場合があります。

日中取引の注文受付時間は、PC 会員ページからは 6:30～15:15、その他の取引

注文受付時間は日中取引：6：00～15：15、ナイト・セッション：16：15～

ツールは 7:00～15:15。ナイト・セッションの注文受付時間：16:15～5:30 と

3：00 となっております。

なっております。
なお、お電話での注文受付はおこなっておりません。

なお、お電話での注文受付はおこなっておりません。

【ご注意】

【ご注意】

・新たな限月のご注文について

•新たな限月の取引は、日中取引は取引開始日の 6:00 より、ナイト・セッショ

日中取引における取引開始日の PC 会員ページからのご注文は 6:30 より、その

ンは 16:15 より注文可能となります。

他のツールは 7：00 より可能となります。ナイト・セッションは 16:15 よりご
注文が可能となります。
・各限月の最終取引は、SQ 日の前営業日の日中取引となります。

•各限月の最終取引は、SQ 日の前営業日の日中取引となります。

（以下省略）

（以下省略）
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