
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
12月1日 日

12月2日 月 -1,085 269 -191 -291 301 -1,192 -602 80 -826 120 81 -973 -655 121 199 -925 -232 141

12月3日 火 1 -1,082 268 -190 -290 300 -1,188 -603 80 -827 120 81 -974 -655 121 199 -926 -230 140

12月4日 水 1 -1,084 269 -191 -291 300 -1,190 -604 81 -836 121 81 -977 -657 122 201 -936 -231 141

12月5日 木 3 -1,091 271 -191 -291 301 -1,194 -600 110 -836 122 60 -971 -654 121 202 -937 -229 139

12月6日 金 1 -1,089 270 -190 -289 299 -1,187 -600 110 -833 121 60 -971 -655 121 201 -934 -229 139

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 -1,089 270 -190 -289 299 -1,188 -599 110 -833 121 60 -968 -653 121 201 -935 -228 139

12月10日 火 1 -1,091 271 -191 -291 300 -1,193 -599 110 -837 122 60 -968 -654 121 202 -939 -227 138

12月11日 水 1 -1,197 210 -191 -290 250 -1,192 -605 110 -832 120 10 -977 -653 121 221 -1,203 -231 141

12月12日 木 3 -1,206 211 -192 -292 252 -1,201 -611 112 -836 121 10 -988 -659 122 222 -1,209 -236 144

12月13日 金 1 -1,206 211 -192 -292 252 -1,200 -609 111 -847 122 10 -984 -659 122 225 -1,225 -235 143

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 -1,209 211 -193 -293 253 -1,205 -611 112 -849 123 10 -987 -661 122 225 -1,227 -238 145

12月17日 火 1 -1,208 211 -193 -293 253 -1,205 -608 111 -835 121 10 -982 -658 122 221 -1,207 -238 145

12月18日 水 1 -1,209 211 -192 -292 252 -1,202 -608 111 -833 120 10 -983 -660 122 221 -1,204 -239 146

12月19日 木 3 -1,200 210 -190 -289 199 -1,188 -603 111 -823 99 10 -975 -654 121 217 -1,190 -233 122

12月20日 金 1 -1,201 210 -189 -289 199 -1,184 -605 111 -824 100 10 -978 -654 121 218 -1,191 -233 121

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 -1,200 210 -189 -289 199 -1,185 -606 111 -819 99 10 -981 -657 121 216 -1,184 -234 122

12月24日 火 1 -1,200 210 -189 -289 199 -1,185 -606 111 -820 99 10 -980 -656 121 217 -1,185 -234 122

12月25日 水 1 -1,200 210 -189 -289 199 -1,185 -606 111 -820 99 10 -980 -656 121 217 -1,185 -234 122

12月26日 木 3 -1,203 211 -190 -290 200 -1,189 -610 112 -825 100 10 -986 -661 122 218 -1,193 -236 123

12月27日 金 1 -1,201 210 -191 -291 201 -1,196 -613 112 -830 100 10 -991 -664 123 219 -1,199 -237 123

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 -1,194 209 -190 -290 200 -1,192 -610 112 -826 100 10 -986 -663 122 218 -1,195 -234 122

12月31日 火 1 -1,192 209 -190 -290 200 -1,190 -611 112 -834 101 10 -987 -662 122 220 -1,206 -235 123
※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間隊は午前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）



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
12月1日 日

12月2日 月 250 -681 10 -696 -646 149 121 -991 -677 -120 -149 -189 -750 510 -100 -472 -170 -381

12月3日 火 1 249 -679 10 -695 -645 149 120 -988 -675 -119 -150 -189 -747 508 -100 -472 -171 -382

12月4日 水 1 250 -680 10 -698 -651 150 121 -990 -676 -120 -151 -191 -748 509 -101 -473 -171 -382

12月5日 木 3 251 -682 10 -694 -655 151 121 -994 -681 -120 -152 -192 -749 509 -100 -470 -50 -381

12月6日 金 1 250 -678 10 -695 -650 150 120 -988 -680 -119 -151 -191 -744 506 -100 -470 -49 -379

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 250 -679 10 -693 -651 150 120 -989 -680 -119 -151 -191 -740 503 -100 -469 -49 -380

12月10日 火 1 251 -682 10 -694 -653 150 121 -993 -681 -120 -152 -192 -742 505 -100 -469 -50 -382

12月11日 水 1 250 -681 10 -693 -652 151 10 -992 -679 -90 -150 -191 -749 599 -101 -473 -50 -380

12月12日 木 3 252 -686 10 -700 -656 152 10 -999 -683 -91 -151 -191 -755 604 -102 -479 -50 -382

12月13日 金 1 252 -686 10 -699 -656 152 10 -998 -683 -91 -153 -194 -754 603 -101 -476 -50 -382

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 253 -689 10 -701 -658 152 10 -1,002 -685 -91 -153 -194 -750 600 -102 -478 -50 -384

12月17日 火 1 253 -689 10 -698 -658 152 10 -1,002 -684 -91 -151 -191 -745 596 -101 -476 -50 -384

12月18日 水 1 252 -687 10 -700 -661 153 10 -1,000 -685 -91 -151 -191 -740 592 -101 -476 -50 -385

12月19日 木 3 249 -738 10 -694 -652 100 10 -989 -679 -90 -297 -189 -745 497 -141 -473 -50 -381

12月20日 金 1 249 -736 10 -695 -651 100 10 -986 -680 -90 -297 -189 -747 498 -141 -474 -50 -380

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 249 -736 10 -697 -651 100 10 -986 -679 -90 -296 -188 -745 496 -142 -475 -50 -380

12月24日 火 1 249 -736 10 -697 -650 100 10 -986 -679 -90 -296 -188 -745 497 -142 -475 -50 -380

12月25日 水 1 249 -736 10 -697 -650 100 10 -986 -679 -90 -296 -188 -745 497 -142 -475 -50 -380

12月26日 木 3 249 -739 10 -702 -654 100 10 -989 -681 -90 -298 -190 -748 499 -142 -478 -50 -381

12月27日 金 1 251 -743 10 -706 -655 100 10 -995 -680 -90 -300 -191 -744 496 -143 -480 -51 -383

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 250 -740 10 -704 -652 100 10 -992 -676 -89 -298 -190 -740 493 -142 -478 -51 -383

12月31日 火 1 250 -740 10 -703 -654 100 10 -991 -675 -89 -301 -192 -739 493 -143 -479 -51 -383
※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間隊は午前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／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）

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）



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
12月1日 日

12月2日 月 -1,285 568 221 -792 149 -597 -532 100 150 -862 -771 -170 -120 -518 -766 199 60 -461

12月3日 火 1 -1,281 566 220 -790 150 -597 -533 100 149 -859 -769 -170 -120 -518 -767 199 60 -462

12月4日 水 1 -1,284 567 221 -791 151 -604 -534 101 150 -861 -771 -170 -121 -524 -775 201 60 -463

12月5日 木 3 -1,291 571 221 -793 152 -605 -530 100 151 -863 -773 -170 -122 -524 -776 202 20 -461

12月6日 金 1 -1,289 570 220 -789 151 -603 -530 100 150 -858 -768 -169 -121 -522 -773 201 20 -460

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 -1,289 570 220 -789 151 -604 -529 100 150 -859 -769 -169 -121 -522 -774 201 20 -459

12月10日 火 1 -1,291 571 221 -793 152 -606 -529 100 151 -863 -772 -170 -122 -525 -777 202 20 -459

12月11日 水 1 -1,288 569 150 -791 160 -602 -534 70 100 -861 -771 -170 -120 -521 -772 150 81 -464

12月12日 木 3 -1,296 573 151 -797 161 -605 -540 71 101 -868 -776 -172 -121 -524 -776 151 82 -469

12月13日 金 1 -1,297 573 151 -796 163 -612 -537 71 101 -867 -775 -171 -122 -531 -786 153 81 -467

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 -1,299 574 151 -800 164 -613 -539 71 101 -870 -779 -172 -123 -532 -787 153 81 -468

12月17日 火 1 -1,299 574 151 -800 161 -604 -536 71 101 -870 -779 -172 -121 -523 -775 151 81 -466

12月18日 水 1 -1,300 574 151 -798 161 -602 -537 71 101 -868 -777 -172 -120 -522 -773 151 81 -466

12月19日 木 3 -1,289 570 150 -789 159 -596 -533 70 100 -858 -768 -170 -119 -516 -763 119 81 -462

12月20日 金 1 -1,291 570 149 -787 159 -596 -535 70 99 -856 -766 -170 -120 -517 -764 120 81 -464

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 -1,290 570 149 -787 158 -593 -536 70 99 -856 -767 -170 -119 -514 -760 119 81 -465

12月24日 火 1 -1,290 570 149 -787 159 -593 -536 70 99 -856 -767 -170 -119 -514 -760 119 81 -465

12月25日 水 1 -1,290 570 149 -787 159 -593 -536 70 99 -856 -767 -170 -119 -514 -760 119 81 -465

12月26日 木 3 -1,293 571 150 -790 160 -597 -539 71 100 -859 -769 -170 -120 -517 -765 120 82 -468

12月27日 金 1 -1,291 570 151 -795 161 -600 -542 71 100 -864 -774 -171 -120 -520 -770 120 82 -470

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 -1,284 567 150 -792 160 -598 -539 71 100 -861 -771 -171 -120 -518 -767 120 81 -468

12月31日 火 1 -1,281 566 150 -791 161 -604 -540 71 100 -860 -770 -171 -121 -523 -774 121 82 -468
※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間隊は午前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／カナダドル
（標準）

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）

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）

豪ドル／スイス
（標準）



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
12月1日 日

12月2日 月 -857 141 -20 -353 -129 109 -109 27 -19 -29 30 -119 -60 8 -83 12 8 -97

12月3日 火 1 -856 141 -20 -353 -129 109 -108 27 -19 -29 30 -119 -60 8 -83 12 8 -97

12月4日 水 1 -859 141 -20 -354 -130 110 -108 27 -19 -29 30 -119 -60 8 -84 12 8 -98

12月5日 木 3 -855 141 20 -352 -131 111 -109 27 -19 -29 30 -119 -60 11 -84 12 6 -97

12月6日 金 1 -856 141 20 -353 -131 111 -109 27 -19 -29 30 -119 -60 11 -83 12 6 -97

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 -854 141 20 -352 -132 111 -109 27 -19 -29 30 -119 -60 11 -83 12 6 -97

12月10日 火 1 -855 141 20 -352 -132 112 -109 27 -19 -29 30 -119 -60 11 -84 12 6 -97

12月11日 水 1 -854 141 20 -352 -131 111 -120 21 -19 -29 25 -119 -60 11 -83 12 1 -98

12月12日 木 3 -862 142 20 -355 -132 112 -121 21 -19 -29 25 -120 -61 11 -84 12 1 -99

12月13日 金 1 -861 142 20 -355 -132 112 -121 21 -19 -29 25 -120 -61 11 -85 12 1 -98

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 -864 142 20 -356 -133 113 -121 21 -19 -29 25 -120 -61 11 -85 12 1 -99

12月17日 火 1 -860 142 20 -354 -133 113 -121 21 -19 -29 25 -120 -61 11 -84 12 1 -98

12月18日 水 1 -863 142 20 -355 -133 113 -121 21 -19 -29 25 -120 -61 11 -83 12 1 -98

12月19日 木 3 -855 71 20 -352 -130 110 -120 21 -19 -29 20 -119 -60 11 -82 10 1 -98

12月20日 金 1 -856 71 20 -353 -130 110 -120 21 -19 -29 20 -118 -61 11 -82 10 1 -98

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 -859 71 20 -354 -130 110 -120 21 -19 -29 20 -119 -61 11 -82 10 1 -98

12月24日 火 1 -859 71 20 -354 -130 110 -120 21 -19 -29 20 -118 -61 11 -82 10 1 -98

12月25日 水 1 -859 71 20 -354 -130 110 -120 21 -19 -29 20 -118 -61 11 -82 10 1 -98

12月26日 木 3 -865 72 20 -357 -130 110 -120 21 -19 -29 20 -119 -61 11 -83 10 1 -99

12月27日 金 1 -869 72 21 -358 -131 111 -120 21 -19 -29 20 -120 -61 11 -83 10 1 -99

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 -867 72 21 -357 -129 110 -119 21 -19 -29 20 -119 -61 11 -83 10 1 -99

12月31日 火 1 -866 72 20 -357 -129 109 -119 21 -19 -29 20 -119 -61 11 -83 10 1 -99
※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間隊は午前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。

墨ペソ／円
（標準）

NZドル／スイス
（標準）

NZドル／カナダドル
（標準）

豪ドル／米ドル
（ストリーミング）

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）

豪ドル／円
（ストリーミング）

英ポンド／円
（ストリーミング）



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
12月1日 日

12月2日 月 -66 12 20 -93 -23 14 25 -68 1 -70 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

12月3日 火 1 -66 12 20 -93 -23 14 25 -68 1 -70 -64 15 12 -99 -67 -12 -15 -19

12月4日 水 1 -66 12 20 -94 -23 14 25 -68 1 -70 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

12月5日 木 3 -65 12 20 -94 -23 14 25 -68 1 -69 -66 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

12月6日 金 1 -66 12 20 -93 -23 14 25 -68 1 -70 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 -65 12 20 -93 -23 14 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

12月10日 火 1 -65 12 20 -94 -23 14 25 -68 1 -69 -65 15 12 -99 -68 -12 -15 -19

12月11日 水 1 -65 12 22 -120 -23 14 25 -68 1 -69 -65 15 1 -99 -68 -9 -15 -19

12月12日 木 3 -66 12 22 -121 -24 14 25 -69 1 -70 -66 15 1 -100 -68 -9 -15 -19

12月13日 金 1 -66 12 22 -122 -24 14 25 -69 1 -70 -66 15 1 -100 -68 -9 -15 -19

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 -66 12 22 -123 -24 15 25 -69 1 -70 -66 15 1 -100 -68 -9 -15 -19

12月17日 火 1 -66 12 22 -121 -24 14 25 -69 1 -70 -66 15 1 -100 -68 -9 -15 -19

12月18日 水 1 -66 12 22 -120 -24 15 25 -69 1 -70 -66 15 1 -100 -68 -9 -15 -19

12月19日 木 3 -65 12 22 -119 -23 12 25 -74 1 -69 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月20日 金 1 -65 12 22 -119 -23 12 25 -74 1 -69 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 -66 12 22 -118 -23 12 25 -74 1 -70 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月24日 火 1 -66 12 22 -118 -23 12 25 -74 1 -70 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月25日 水 1 -66 12 22 -118 -23 12 25 -74 1 -70 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月26日 木 3 -66 12 22 -119 -24 12 25 -74 1 -70 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月27日 金 1 -66 12 22 -120 -24 12 25 -74 1 -71 -65 10 1 -100 -68 -9 -30 -19

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 -66 12 22 -119 -23 12 25 -74 1 -70 -65 10 1 -99 -68 -9 -30 -19

12月31日 火 1 -66 12 22 -121 -24 12 25 -74 1 -70 -65 10 1 -99 -67 -9 -30 -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（夏時間隊は午前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
（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）

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）



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 売 買
12月1日 日

12月2日 月 -75 51 -10 -47 -17 -38 -128 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月3日 火 1 -75 51 -10 -47 -17 -38 -128 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月4日 水 1 -75 51 -10 -47 -17 -38 -128 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月5日 木 3 -75 51 -10 -47 -5 -38 -129 57 22 -79 15 -61 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月6日 金 1 -74 51 -10 -47 -5 -38 -129 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 -74 50 -10 -47 -5 -38 -129 57 22 -79 15 -60 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月10日 火 1 -74 50 -10 -47 -5 -38 -129 57 22 -79 15 -61 -53 10 15 -86 -77 -17 -12 -52

12月11日 水 1 -75 60 -10 -47 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -60 -53 7 10 -86 -77 -17 -12 -52

12月12日 木 3 -76 60 -10 -48 -5 -38 -130 57 15 -80 16 -60 -54 7 10 -87 -78 -17 -12 -52

12月13日 金 1 -75 60 -10 -48 -5 -38 -130 57 15 -80 16 -61 -54 7 10 -87 -78 -17 -12 -53

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 -75 60 -10 -48 -5 -38 -130 57 15 -80 16 -61 -54 7 10 -87 -78 -17 -12 -53

12月17日 火 1 -74 60 -10 -48 -5 -38 -130 57 15 -80 16 -60 -54 7 10 -87 -78 -17 -12 -52

12月18日 水 1 -74 59 -10 -48 -5 -38 -130 57 15 -80 16 -60 -54 7 10 -87 -78 -17 -12 -52

12月19日 木 3 -75 50 -14 -47 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -60 -53 7 10 -86 -77 -17 -12 -52

12月20日 金 1 -75 50 -14 -47 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -60 -53 7 10 -86 -77 -17 -12 -52

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 -74 50 -14 -48 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -59 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -51

12月24日 火 1 -75 50 -14 -48 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -59 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -51

12月25日 水 1 -75 50 -14 -48 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -59 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -51

12月26日 木 3 -75 50 -14 -48 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -60 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -52

12月27日 金 1 -74 50 -14 -48 -5 -38 -129 57 15 -79 16 -60 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -52

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 -74 49 -14 -48 -5 -38 -128 57 15 -79 16 -60 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -52

12月31日 火 1 -74 49 -14 -48 -5 -38 -128 57 15 -79 16 -60 -54 7 10 -86 -77 -17 -12 -52
※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間隊は午前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。

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）

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）



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
12月1日 日

12月2日 月 -77 20 6 -46 -86 14 -2 -35 -13 11

12月3日 火 1 -77 20 6 -46 -86 14 -2 -35 -13 11

12月4日 水 1 -77 20 6 -46 -86 14 -2 -35 -13 11

12月5日 木 3 -78 20 2 -46 -86 14 2 -35 -13 11

12月6日 金 1 -77 20 2 -46 -86 14 2 -35 -13 11

12月7日 土 1

12月8日 日

12月9日 月 -77 20 2 -46 -85 14 2 -35 -13 11

12月10日 火 1 -78 20 2 -46 -85 14 2 -35 -13 11

12月11日 水 1 -77 15 8 -46 -85 14 2 -35 -13 11

12月12日 木 3 -78 15 8 -47 -86 14 2 -35 -13 11

12月13日 金 1 -79 15 8 -47 -86 14 2 -35 -13 11

12月14日 土 1

12月15日 日

12月16日 月 -79 15 8 -47 -86 14 2 -36 -13 11

12月17日 火 1 -77 15 8 -47 -86 14 2 -35 -13 11

12月18日 水 1 -77 15 8 -47 -86 14 2 -36 -13 11

12月19日 木 3 -76 12 8 -46 -86 7 2 -35 -13 11

12月20日 金 1 -76 12 8 -46 -86 7 2 -35 -13 11

12月21日 土 1

12月22日 日

12月23日 月 -76 12 8 -46 -86 7 2 -35 -13 11

12月24日 火 1 -76 12 8 -46 -86 7 2 -35 -13 11

12月25日 水 1 -76 12 8 -46 -86 7 2 -35 -13 11

12月26日 木 3 -77 12 8 -47 -87 7 2 -36 -13 11

12月27日 金 1 -77 12 8 -47 -87 7 2 -36 -13 11

12月28日 土 1

12月29日 日

12月30日 月 -77 12 8 -47 -87 7 2 -36 -13 11

12月31日 火 1 -77 12 8 -47 -87 7 2 -36 -13 11
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。）※取引日のスワップポイントは翌日の日本時間午前7時（夏時間隊は午前6時）をまたいで保有されていたポジショ

※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）

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）


