
スワップポイントカレンダー
単位＝円

取引日 曜日 付与日数 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買
11月1日 金 -1,113 249 -250 -330 260 -1,238 -711 190 -850 99 81 -992 -684 131 220 -969 -232 97

11月2日 土 1

11月3日 日

11月4日 月 -1,117 250 -250 -330 260 -1,239 -711 190 -849 99 81 -992 -683 131 220 -968 -236 98

11月5日 火 1 -1,123 251 -250 -330 260 -1,239 -715 191 -854 100 81 -998 -684 131 221 -973 -239 99

11月6日 水 1 -1,121 251 -250 -329 259 -1,236 -714 191 -851 99 81 -996 -682 130 220 -970 -237 99

11月7日 木 3 -1,121 250 -250 -330 260 -1,239 -711 190 -847 99 81 -992 -679 129 218 -966 -241 100

11月8日 金 1 -1,121 250 -249 -329 259 -1,235 -706 189 -844 99 80 -986 -675 129 218 -963 -238 99

11月9日 土 1

11月10日 日

11月11日 月 -1,119 250 -249 -328 259 -1,234 -704 188 -848 99 80 -983 -677 129 219 -967 -238 99

11月12日 火 1 -1,119 250 -248 -328 258 -1,231 -703 188 -847 99 80 -981 -673 128 218 -966 -237 99

11月13日 水 1 -1,116 249 -248 -327 257 -1,229 -701 187 -846 99 80 -979 -681 130 218 -965 -237 99

11月14日 木 3 -1,085 269 -189 -289 299 -1,185 -683 138 -828 120 79 -960 -646 139 200 -929 -231 111

11月15日 金 1 -1,089 270 -190 -291 301 -1,193 -688 139 -832 121 80 -968 -651 140 201 -933 -234 112

11月16日 土 1

11月17日 日

11月18日 月 -1,088 270 -190 -291 301 -1,194 -687 139 -835 121 80 -966 -649 140 201 -936 -232 111

11月19日 火 1 -1,088 270 -190 -291 301 -1,194 -687 139 -835 121 80 -966 -649 140 201 -936 -232 111

11月20日 水 1 -1,087 269 -190 -291 301 -1,193 -685 139 -832 121 80 -964 -651 140 201 -933 -232 111

11月21日 木 3 -1,089 270 -190 -289 299 -1,188 -687 139 -828 121 80 -966 -647 140 200 -929 -232 111

11月22日 金 1 -1,089 270 -189 -288 298 -1,184 -687 139 -824 120 80 -965 -648 140 199 -924 -231 111

11月23日 土 1

11月24日 日

11月25日 月 -1,092 271 -189 -289 299 -1,186 -688 140 -830 121 80 -967 -651 140 201 -931 -231 111

11月26日 火 1 -1,094 272 -190 -290 299 -1,189 -690 140 -829 121 81 -970 -653 141 201 -930 -231 110

11月27日 水 1 -1,099 273 -190 -290 300 -1,192 -692 140 -835 122 81 -972 -655 141 202 -937 -233 111

11月28日 木 3 -1,091 271 -191 -291 300 -1,190 -601 80 -829 120 81 -971 -650 120 199 -928 -231 141

11月29日 金 1 -1,090 270 -191 -291 300 -1,191 -600 80 -830 120 81 -970 -651 120 200 -929 -231 141

11月30日 土 1

※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間帯は午前6時）をまたいで保有されていたポジションに対して付与されます。（木曜日のみ3日分付与されます。）
※標準コースは10万通貨単位、ストリーミングコースは1万通貨単位の金額です。

NZドル／円
（標準）

米ドル／円
（標準）

ユーロ／円
（標準）

ユーロ／米ドル
（標準）

豪ドル／円
（標準）

英ポンド／円
（標準）

豪ドル／米ドル
（標準）

英ポンド／米ドル
（標準）

南アランド／円
（標準）



売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買
229 -709 0 -714 -673 119 100 -1,008 -755 0 -311 -181 -840 500 -130 -511 -190 -402 -1,301 546 200 -798 220 -949

230 -709 0 -714 -675 120 100 -1,009 -758 0 -311 -180 -840 500 -130 -511 -190 -402 -1,306 548 201 -799 220 -948

230 -710 0 -714 -679 120 100 -1,009 -762 0 -312 -181 -842 501 -131 -514 -190 -403 -1,313 551 201 -799 221 -953

229 -708 0 -713 -676 120 100 -1,007 -761 0 -311 -181 -840 500 -131 -512 -190 -402 -1,311 550 200 -797 220 -950

229 -710 0 -709 -679 120 100 -1,009 -761 0 -309 -179 -810 500 -130 -510 -190 -400 -1,311 551 200 -799 218 -947

229 -708 0 -704 -676 120 100 -1,006 -760 0 -308 -179 -809 499 -130 -507 -189 -399 -1,311 550 200 -797 218 -943

229 -707 0 -707 -675 119 100 -1,006 -759 0 -310 -179 -806 498 -129 -506 -190 -400 -1,308 550 200 -796 219 -947

228 -706 0 -703 -674 119 100 -1,003 -759 0 -309 -179 -806 497 -129 -505 -190 -400 -1,308 549 199 -794 218 -947

228 -704 0 -711 -672 119 99 -1,001 -757 0 -309 -179 -809 499 -129 -504 -190 -400 -1,306 548 199 -793 218 -945

249 -677 10 -685 -648 150 119 -986 -677 -110 -149 -299 -798 509 -99 -465 -169 -378 -1,284 567 219 -786 209 -898

250 -682 10 -690 -652 151 120 -992 -679 -110 -150 -300 -801 511 -99 -469 -169 -379 -1,288 569 220 -791 211 -902

250 -682 10 -689 -652 151 120 -993 -678 -110 -151 -301 -802 511 -99 -468 -169 -379 -1,287 568 220 -792 211 -905

250 -682 10 -689 -652 151 120 -993 -678 -110 -151 -301 -802 511 -99 -468 -169 -379 -1,287 568 220 -792 211 -905

250 -682 10 -691 -647 149 120 -992 -678 -110 -150 -300 -806 514 -99 -467 -169 -378 -1,286 568 220 -791 211 -903

250 -679 10 -687 -650 150 120 -989 -680 -110 -150 -189 -750 510 -100 -468 -170 -379 -1,289 570 220 -789 150 -899

249 -676 10 -687 -649 149 120 -985 -680 -110 -149 -188 -749 509 -99 -468 -169 -378 -1,289 570 219 -786 149 -893

249 -678 10 -691 -651 150 120 -987 -682 -110 -150 -190 -747 508 -100 -469 -169 -379 -1,293 572 219 -788 150 -901

250 -679 10 -693 -653 150 120 -989 -683 -110 -150 -189 -745 507 -100 -470 -169 -379 -1,295 573 220 -790 150 -899

251 -681 10 -695 -656 151 120 -992 -686 -111 -151 -191 -747 508 -100 -471 -170 -380 -1,300 575 220 -792 151 -906

250 -680 10 -690 -651 150 121 -990 -680 -120 -150 -189 -751 511 -100 -471 -170 -381 -1,291 571 221 -791 150 -598

250 -680 10 -691 -651 150 121 -990 -680 -120 -150 -190 -752 512 -100 -470 -170 -380 -1,291 570 221 -791 150 -599

※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間帯は午前6時）をまたいで保有されていたポジションに対して付与されます。（木曜日のみ3日分付与されます。）
※標準コースは10万通貨単位、ストリーミングコースは1万通貨単位の金額です。

ユーロ／豪ドル
（標準）

NZドル／米ドル
（標準）

カナダドル／円
（標準）

スイス／円
（標準）

米ドル／スイス
（標準）

ユーロ／NZドル
（標準）

英ポンド／カナダドル
（標準）

ユーロ／英ポンド
（標準）

米ドル／カナダドル
（標準）

英ポンド／豪ドル
（標準）

トルコリラ／円
（標準）

豪ドル／NZドル
（標準）



売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買
-562 70 100 -648 -789 -200 -140 -200 -649 130 90 -511 -915 120 10 -302 -129 109 -111 25 -25 -33 26 -124

-562 70 100 -649 -789 -201 -140 -200 -649 130 90 -511 -915 120 10 -302 -129 109 -112 25 -25 -33 26 -124

-565 71 100 -649 -789 -201 -141 -201 -652 131 91 -514 -915 120 10 -302 -130 110 -112 25 -25 -33 26 -124

-564 71 100 -648 -788 -200 -140 -200 -650 130 91 -512 -913 120 10 -301 -130 110 -112 25 -25 -33 26 -124

-561 70 100 -650 -790 -200 -140 -547 -648 130 90 -510 -910 120 0 -399 -131 110 -112 25 -25 -33 26 -124

-557 70 100 -648 -787 -200 -140 -546 -646 130 90 -507 -903 119 0 -397 -131 111 -112 25 -25 -33 26 -123

-556 69 100 -647 -787 -200 -140 -548 -649 130 90 -506 -907 119 0 -398 -130 110 -112 25 -25 -33 26 -123

-555 69 100 -646 -785 -199 -140 -547 -648 130 89 -505 -902 119 0 -396 -129 109 -112 25 -25 -33 26 -123

-553 69 99 -644 -783 -199 -140 -547 -647 130 89 -504 -912 120 0 -400 -129 109 -112 25 -25 -33 26 -123

-525 99 149 -618 -767 -170 -120 -520 -768 200 20 -455 -845 149 -20 -348 -132 112 -109 27 -19 -29 30 -119

-529 99 150 -622 -772 -171 -121 -522 -772 201 20 -459 -850 150 -20 -350 -133 113 -109 27 -19 -29 30 -119

-528 99 150 -622 -773 -171 -121 -524 -774 201 20 -458 -849 149 -20 -350 -132 112 -109 27 -19 -29 30 -119

-528 99 150 -622 -773 -171 -121 -524 -774 201 20 -458 -849 149 -20 -350 -132 112 -109 27 -19 -29 30 -119

-527 99 150 -622 -772 -171 -121 -522 -772 201 20 -457 -851 150 -20 -351 -131 111 -109 27 -19 -29 30 -119

-528 100 150 -619 -769 -169 -121 -520 -770 200 60 -458 -847 140 -20 -348 -130 110 -109 27 -19 -29 30 -119

-528 99 150 -616 -766 -169 -120 -517 -765 199 60 -458 -847 140 -20 -349 -131 110 -109 27 -19 -29 30 -118

-529 100 150 -618 -768 -169 -121 -521 -771 201 60 -458 -851 140 -20 -350 -130 110 -109 27 -19 -29 30 -119

-530 100 150 -619 -769 -170 -121 -521 -770 201 60 -460 -854 141 -20 -351 -130 110 -109 27 -19 -29 30 -119

-531 100 151 -621 -771 -170 -122 -524 -776 202 60 -461 -857 141 -20 -352 -131 111 -110 27 -19 -29 30 -119

-531 100 150 -861 -771 -170 -120 -519 -768 199 60 -460 -850 140 -20 -350 -131 111 -109 27 -19 -29 30 -119

-530 100 150 -861 -771 -170 -120 -520 -769 200 60 -460 -850 140 -20 -350 -130 110 -109 27 -19 -29 30 -119

※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間帯は午前6時）をまたいで保有されていたポジションに対して付与されます。（木曜日のみ3日分付与されます。）
※標準コースは10万通貨単位、ストリーミングコースは1万通貨単位の金額です。

米ドル／円
（ストリーミング）

ユーロ／円
（ストリーミング）

ユーロ／米ドル
（ストリーミング）

ユーロ／スイス
（標準）

英ポンド／NZドル
（標準）

英ポンド／スイス
（標準）

豪ドル／カナダドル
（標準）

豪ドル／スイス
（標準）

ユーロ／カナダドル
（標準）

墨ペソ／円
（標準）

NZドル／スイス
（標準）

NZドル／カナダドル
（標準）



売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買
-71 19 -85 10 8 -99 -68 13 22 -97 -23 10 23 -71 0 -71 -67 12 10 -101 -75 0 -31 -18

-71 19 -85 10 8 -99 -68 13 22 -97 -24 10 23 -71 0 -71 -68 12 10 -101 -76 0 -31 -18

-72 19 -85 10 8 -100 -68 13 22 -97 -24 10 23 -71 0 -71 -68 12 10 -101 -76 0 -31 -18

-71 19 -85 10 8 -100 -68 13 22 -97 -24 10 23 -71 0 -71 -68 12 10 -101 -76 0 -31 -18

-71 19 -85 10 8 -99 -68 13 22 -97 -24 10 23 -71 0 -71 -68 12 10 -101 -76 0 -31 -18

-71 19 -84 10 8 -99 -67 13 22 -96 -24 10 23 -71 0 -70 -68 12 10 -101 -76 0 -31 -18

-70 19 -85 10 8 -98 -68 13 22 -97 -24 10 23 -71 0 -71 -67 12 10 -101 -76 0 -31 -18

-70 19 -85 10 8 -98 -67 13 22 -97 -24 10 23 -71 0 -70 -67 12 10 -100 -76 0 -31 -18

-70 19 -85 10 8 -98 -68 13 22 -96 -24 10 23 -70 0 -71 -67 12 10 -100 -76 0 -31 -18

-68 14 -83 12 8 -96 -65 14 20 -93 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -30

-69 14 -83 12 8 -97 -65 14 20 -93 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -30

-69 14 -83 12 8 -97 -65 14 20 -94 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -30

-69 14 -83 12 8 -97 -65 14 20 -94 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -30

-69 14 -83 12 8 -96 -65 14 20 -93 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -30

-69 14 -83 12 8 -97 -65 14 20 -93 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -19

-69 14 -82 12 8 -97 -65 14 20 -92 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -19

-69 14 -83 12 8 -97 -65 14 20 -93 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -19

-69 14 -83 12 8 -97 -65 14 20 -93 -23 11 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -11 -15 -19

-69 14 -84 12 8 -97 -65 14 20 -94 -23 11 25 -68 1 -69 -66 15 12 -99 -69 -11 -15 -19

-60 8 -83 12 8 -97 -65 12 20 -93 -23 14 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

-60 8 -83 12 8 -97 -65 12 20 -93 -23 14 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間帯は午前6時）をまたいで保有されていたポジションに対して付与されます。（木曜日のみ3日分付与されます。）
※標準コースは10万通貨単位、ストリーミングコースは1万通貨単位の金額です。

NZドル／米ドル
（ストリーミング）

カナダドル／円
（ストリーミング）

ユーロ／英ポンド
（ストリーミング）

米ドル／カナダドル
（ストリーミング）

英ポンド／豪ドル
（ストリーミング）

豪ドル／米ドル
（ストリーミング）

NZドル／円
（ストリーミング）

英ポンド／米ドル
（ストリーミング）

南アランド／円
（ストリーミング）

ユーロ／豪ドル
（ストリーミング）

豪ドル／円
（ストリーミング）

英ポンド／円
（ストリーミング）



売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買 売 買
-84 50 -13 -51 -19 -40 -130 55 20 -80 22 -95 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -20 -65 13 9 -51 -92 12

-84 50 -13 -51 -19 -40 -131 55 20 -80 22 -95 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -20 -65 13 9 -51 -91 12

-84 50 -13 -51 -19 -40 -131 55 20 -80 22 -95 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -20 -65 13 9 -51 -92 12

-84 50 -13 -51 -19 -40 -131 55 20 -80 22 -95 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -20 -65 13 9 -51 -91 12

-81 50 -13 -51 -19 -40 -131 55 20 -80 22 -95 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -55 -65 13 9 -51 -91 12

-81 50 -13 -51 -19 -40 -131 55 20 -80 22 -94 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -55 -65 13 9 -51 -90 12

-81 50 -13 -51 -19 -40 -131 55 20 -80 22 -95 -56 7 10 -65 -79 -20 -14 -55 -65 13 9 -51 -91 12

-81 50 -13 -50 -19 -40 -131 55 20 -79 22 -95 -55 7 10 -65 -78 -20 -14 -55 -65 13 9 -50 -90 12

-81 50 -13 -50 -19 -40 -131 55 20 -79 22 -95 -55 7 10 -64 -78 -20 -14 -55 -65 13 9 -50 -91 12

-80 51 -10 -46 -17 -38 -128 57 22 -79 21 -90 -52 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 2 -46 -84 15

-80 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 21 -90 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 2 -46 -85 15

-80 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 21 -91 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 2 -46 -85 15

-80 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 21 -91 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 2 -46 -85 15

-81 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 21 -90 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 2 -46 -85 15

-75 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 15 -90 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 6 -46 -85 14

-75 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 15 -89 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 6 -46 -85 14

-75 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 15 -90 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 6 -46 -85 14

-75 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 15 -90 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -77 20 6 -46 -85 14

-75 51 -10 -47 -17 -38 -130 58 22 -79 15 -91 -53 10 15 -62 -77 -17 -12 -52 -78 20 6 -46 -86 14

-75 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52 -77 20 6 -46 -85 14

-75 51 -10 -47 -17 -38 -129 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52 -77 20 6 -46 -85 14

※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間帯は午前6時）をまたいで保有されていたポジションに対して付与されます。（木曜日のみ3日分付与されます。）
※標準コースは10万通貨単位、ストリーミングコースは1万通貨単位の金額です。

英ポンド／スイス
（ストリーミング）

豪ドル／カナダドル
（ストリーミング）

NZドル／スイス
（ストリーミング）

英ポンド／カナダドル
（ストリーミング）

豪ドル／スイス
（ストリーミング）

ユーロ／カナダドル
（ストリーミング）

ユーロ／スイス
（ストリーミング）

英ポンド／NZドル
（ストリーミング）

トルコリラ／円
（ストリーミング）

豪ドル／NZドル
（ストリーミング）

スイス／円
（ストリーミング）

米ドル／スイス
（ストリーミング）

ユーロ／NZドル
（ストリーミング）



売 買 売 買
1 -30 -13 11

1 -30 -13 11

1 -30 -13 11

1 -30 -13 11

0 -40 -13 11

0 -40 -13 11

0 -40 -13 11

0 -40 -13 11

0 -40 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

-2 -35 -13 11

※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間帯は午前6時）をまたいで保有されていたポジションに対して付与されます。（木曜日のみ3日分付与されます。）
※標準コースは10万通貨単位、ストリーミングコースは1万通貨単位の金額です。

NZドル／カナダドル
（ストリーミング）

墨ペソ／円
（ストリーミング）


