
　1800円未満 5,830 5,300 　2200円未満 4,290 3,900

　（一部省略） － － 　2200円以上　2600円未満 4,620 4,200

　5400円以上　5800円未満 13,530 12,300 　2600円以上　3000円未満 4,950 4,500

　5800円以上　6200円未満 14,300 13,000 　3000円以上　3400円未満 5,280 4,800

　6200円以上　6600円未満 15,070 13,700 　3400円以上　3800円未満 5,610 5,100

　6600円以上　7000円未満 15,840 14,400 　3800円以上　4200円未満 5,940 5,400

　7000円以上　7400円未満 16,610 15,100 　4200円以上　4600円未満 6,270 5,700

以降、400円増す毎に770円を加算 以降、400円増す毎に330円を加算

　1800円未満 506 460 　2200円未満 990 900

　（一部省略） － － 　2200円以上　2600円未満 1,100 1,000

　5400円以上　5800円未満 1,606 1,460 　2600円以上　3000円未満 1,210 1,100

　5800円以上　6200円未満 1,716 1,560 　3000円以上　3400円未満 1,320 1,200

　6200円以上　6600円未満 1,826 1,660 　3400円以上　3800円未満 1,430 1,300

　6600円以上　7000円未満 1,936 1,760 　3800円以上　4200円未満 1,540 1,400

　7000円以上　7400円未満 2,046 1,860 　4200円以上　4600円未満 1,650 1,500

以降、400円増す毎に110円を加算 以降、400円増す毎に110円を加算

　1800円未満 583 530 　2200円未満 858 780

　（一部省略） － － 　2200円以上　2600円未満 924 840

　5400円以上　5800円未満 1,353 1,230 　2600円以上　3000円未満 990 900

　5800円以上　6200円未満 1,430 1,300 　3000円以上　3400円未満 1,056 960

　6200円以上　6600円未満 1,507 1,370 　3400円以上　3800円未満 1,122 1,020

　6600円以上　7000円未満 1,584 1,440 　3800円以上　4200円未満 1,188 1,080

　7000円以上　7400円未満 1,661 1,510 　4200円以上　4600円未満 1,254 1,140

以降、400円増す毎に77円を加算 以降、400円増す毎に66円を加算

建玉日より１年経過するごとに330円を申し受けます。 建玉日より１年経過するごとに330円を申し受けます。

　20円未満 440 400 　400円未満 3,300 3,000

　（一部省略） － － 　（一部省略） － －

　70円以上　75円未満 2,860 2,600 　6000円以上　6400円未満 6,600 6,000

　75円以上　80円未満 3,080 2,800 　6400円以上　6800円未満 6,820 6,200

　80円以上　85円未満 3,300 3,000 　6800円以上　7200円未満 7,040 6,400

　85円以上　90円未満 3,520 3,200 　7200円以上　7600円未満 7,260 6,600

　90円以上　95円未満 3,740 3,400 　7600円以上  8000円未満 7,480 6,800

　95円以上 100円未満 3,960 3,600   8000円以上  8400円未満 7,700 7,000

以降、5円増す毎に220円を加算 以降、400円増す毎に220円を加算

　新規 3,190 2,900

　仕切　同月内 3,190 2,900

　仕切　２ヵ月目 3,300 3,000

　仕切　３ヵ月目 3,410 3,100

以降、１ヵ月毎に110円を加算

 ※ 　現在、弊社ではオプション取引を取り扱っておりません。

注１　上記標準委託手数料一覧表は、弊社に於いて適用される1枚当たり、片道の委託手数料です。

注２　委託手数料は、原則として仕切時に新規・仕切分を合わせて申し受けます（限日取引を除く）。但し、日計りは片道手数料（新規）のみとさせて頂きます。

注３　取引枚数により、消費税込みの手数料が若干変わる場合がありますので、ご注意下さい。

注４　なお、詳しくは担当外務員までお尋ね下さい。

豊トラスティ証券株式会社　標準委託手数料一覧表　（商品関連市場デリバティブ取引）

大阪取引所（OSE）

貴
金
属
市
場

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

貴
金
属
市
場

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

　金　標準取引 　白金 標準取引

　金　ミニ取引 　白金 ミニ取引

　金　限日取引 　白金　限日取引

　※　限日取引の新規建玉に限り、新規建玉時に新規の手数料を申し受けます。
　※　限日取引の建玉が初めて帳入れされた日から１年を経過した日の１５時
　　　１５分に建玉があった場合、その時点で手数料３３０円を申し受けます。
　　　また、２年目以降も同様といたします。

　※　限日取引の新規建玉に限り、新規建玉時に新規の手数料を申し受けます。
　※　限日取引の建玉が初めて帳入れされた日から１年を経過した日の１５時
　　　１５分に建玉があった場合、その時点で手数料３３０円を申し受けます。
　　　また、２年目以降も同様といたします。

　銀 　パラジウム

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

ゴ
ム
市
場
　ゴム（ＴＳＲ） 　約定値段に関わらず一定 3,300 3,000

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

　ゴム（ＲＳＳ） 　約定値段に関わらず一定

農
産
物
市
場

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

 ＣＭＥ原油等指数 　約定値段に関わらず一定

　小豆

2021年9月21日 以降

　とうもろこし 　約定値段に関わらず一定 3,520 3,200

　一般大豆 　約定値段に関わらず一定 3,850 3,500

5,500 5,000

商
品
指
数

3,300 3,000



　60,000円未満 5,500 5,000

　60,000円以上　 80,000円未満6,050 5,500

　80,000円以上　100,000円未満6,600 6,000

以降、20,000円増す毎に550円を加算

　60,000円未満 5,500 5,000

　60,000円以上　 80,000円未満6,050 5,500

　80,000円以上　100,000円未満6,600 6,000

以降、20,000円増す毎に550円を加算

　60,000円未満 5,500 5,000

　60,000円以上　 80,000円未満6,050 5,500

　80,000円以上　100,000円未満6,600 6,000

以降、20,000円増す毎に550円を加算

　60,000円未満 5,500 5,000

　60,000円以上　 80,000円未満6,050 5,500

　80,000円以上　100,000円未満6,600 6,000

以降、20,000円増す毎に550円を加算

　20,000円以上　 40,000円未満 990 900

　40,000円以上　 60,000円未満1,100 1,000

　60,000円以上　 80,000円未満1,210 1,100

　80,000円以上　100,000円未満1,320 1,200

以降、20,000円増す毎に110円を加算

　20,000円以上　 40,000円未満 990 900

　40,000円以上　 60,000円未満1,100 1,000

　60,000円以上　 80,000円未満1,210 1,100

　80,000円以上　100,000円未満1,320 1,200

以降、20,000円増す毎に110円を加算

基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

豊トラスティ証券株式会社　標準委託手数料一覧表　（商品先物取引）

東京商品取引所（TOCOM）　商品先物取引（通常取引）

エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

　原油

　ガソリン

　灯油

　軽油

　中京ガソリン

　中京灯油

中
京
石
油
市
場

注４ なお、詳しくは担当外務員までお尋ね下さい。

東京商品取引所（TOCOM）　商品先物取引（損失限定取引）
損
失
限
定
取
引

銘柄 基準要件
手数料
税込み

手数料
税抜き

　原油
　損失限定取引の手数料は
　約定値段に関わらず一定です。

11,000 10,000

銘柄

2021年9月21日 以降

注１ 上記標準委託手数料一覧表は、弊社に於いて適用される1枚当たり、片道の委託手数料です。

注２ 委託手数料は、原則として仕切時に新規・仕切分を合わせて申し受けます
（限日取引を除く）。但し、日計りは片道手数料（新規）のみとさせて頂きます。

注３ 取引枚数により、消費税込みの手数料が若干変わる場合がありますので、ご注意下さい。


