
■2020年 12月 23日 (水) ～25日 (金) 

  

取扱商品 シンボル 
2020 年 12 月 23 日

（水） 
2020 年 12 月 24 日

（木） 

2020 年 12 月 25 日

（金） 

FX通貨ペア 全ての商品 通常通り 通常通り 閉場 

オーストラリア 200 指数 .AUS200Cash 通常通り 通常通り 閉場 

ユーロ株 50 指数  .EURO50Cash 早期閉場 23:00 閉場 閉場 

ドイツ DAX 30 指数 .DE30Cash 早期閉場 23:00 閉場 閉場 

日経 225 指数 .JAPANCash 通常通り 早期閉場 20:15 閉場 

英国 100 指数 .UK100Cash 通常通り 早期閉場 14:55 閉場 

米国ウォールストリート 30 指

数 
.US30Cash 通常通り 早期閉場 20:15 閉場 

米国テクノロジー100 指数 .USTECHCash 通常通り 早期閉場 20:15 閉場 

米国 SPX500 指数 .US500Cash 通常通り 早期閉場 20:15 閉場 

フランス CAC 40 指数 .FRANCECash 通常通り 早期閉場 14:55 閉場 

香港ハンセン 50 指数 .HKCash 通常通り 早期閉場 06:00 閉場 

米国株＆ETF 商品 全ての商品 通常通り 早期閉場 20:00 閉場 

アディダス・サロモン ADS.DE  通常通り 閉場 閉場 

BMW BMW.DE  通常通り 閉場 閉場 

シーメンズ VNA.DE  通常通り 閉場 閉場 

ウォルクスワーゲン AG VOW.DE  通常通り 閉場 閉場 

ビルバオ・アルジェンタリア銀行 BBVA.BM 通常通り 早期閉場 14:55 閉場 

トータル FP.FR  通常通り 早期閉場 15:05 閉場 

BNP パリバ BNP.FR  通常通り 早期閉場 15:05 閉場 

英国長期ギフト UKLG 通常通り 早期閉場 14:15 閉場 

米国 10 年短期国債 USTN10 通常通り 早期閉場 20:15 閉場 

シュガー SUGAR 通常通り 通常通り 閉場 

米国ココア先物 USCCA.f 通常通り 早期閉場 20:05 閉場 

米国コーヒー先物 USCFE.f 通常通り 早期閉場 20:05 閉場 

大豆先物 SOYBEAN.f 通常通り 早期閉場 20:05 閉場 

小麦先物 WHEAT.f 通常通り 早期閉場 20:05 閉場 

ブレント原油スポット UKOIL.c 通常通り 早期閉場 20:30 閉場 

http://ads.de/
http://bmw.de/
http://vna.de/
http://vow.de/
http://bbva.bm/
http://fp.fr/
http://bnp.fr/


WTI 原油スポット USOIL.c 通常通り 早期閉場 20:30 閉場 

ブレント原油先物 UKOIL 通常通り 早期閉場 21:00 閉場 

WTI 原油先物 USOIL 通常通り 早期閉場 20:45 閉場 

天然ガス NATGAS 通常通り 早期閉場 20:45 閉場 

ゴールド XAU/USD 通常通り 早期閉場 20:45 閉場 

シルバー XAG/USD 通常通り 早期閉場 20:45 閉場 

パラディウム XPD/USD 通常通り 早期閉場 20:30 閉場 

プラチナム XPT/USD 通常通り 早期閉場 20:30 閉場 

銅先物 COPPER 通常通り 早期閉場 20:45 閉場 

 

 

  



■2020年 12月 28日 (月) ～30日 (水) 

  

取扱商品 シンボル 2020 年 12 月 28 日（月） 2020 年 12 月 29 日（火） 2020 年 12 月 30 日（水） 

オーストラリア 200 指数 .AUS200Cash 閉場 通常通り 通常通り 

ユーロ株 50 指数  .EURO50Cash 再開場 02:15 通常通り 早期閉場 23:00 

ドイツ DAX 30 指数 .DE30Cash 再開場 02:15 通常通り 早期閉場 23:00 

英国 100 指数 .UK100Cash 閉場 再開場 03:00 通常通り 

フランス CAC 40 指数 .FRANCECash 再開場 09:00 通常通り 通常通り 

香港ハンセン 50 指数 .HKCash 再開場 03:15 通常通り 通常通り 

アディダス・サロモン ADS.DE  通常通り 通常通り 早期閉場 15:15 

BMW BMW.DE  通常通り 通常通り 早期閉場 15:15 

シーメンズ VNA.DE  通常通り 通常通り 早期閉場 15:15 

ウォルクスワーゲン AG VOW.DE  通常通り 通常通り 早期閉場 15:15 

シュガー SUGAR 遅延開場 15:00 通常通り 通常通り 

US ココア先物 USCCA.f 遅延開場 15:00 通常通り 通常通り 

US コーヒー先物 USCFE.f 遅延開場 15:00 通常通り 通常通り 

 

 

  

http://ads.de/
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■2020年 12月 31日 (木) ～2021年 1月 4日 (月) 

  

取扱商品 シンボル 2020 年 12 月 31 日（木） 2021 年 1 月 1 日（金） 2021 年 1 月 4 日（月） 

FX通貨ペア 全ての商品 通常通り 閉場 通常通り 

オーストラリア 200 指数 .AUS200Cash 早期閉場 07:30 閉場 通常通り 

ユーロ株 50 指数  .EURO50Cash 閉場 閉場 再開場 02:15 

ドイツ DAX 30 指数 .DE30Cash 閉場 閉場 再開場 02:15 

日経 225 指数 .JAPANCash 通常通り 閉場 通常通り 

英国 100 指数 .UK100Cash 早期閉場 14:50 閉場 再開場 03:00 

米国ウォールストリート 30 指数 .US30Cash 通常通り 閉場 通常通り 

米国テクノロジー100 指数 .USTECHCash 通常通り 閉場 通常通り 

米国 SPX500 指数 .US500Cash 通常通り 閉場 通常通り 

フランス CAC 40 指数 .FRANCECash 早期閉場 14:50 閉場 再開場 09:00 

香港ハンセン 50 指数 .HKCash 早期閉場 06:00 閉場 再開場 03:15 

米国株＆ETF 商品 全ての商品 通常通り 閉場 通常通り 

アディダス/サロモン ADS.DE  閉場 閉場 通常通り 

BMW BMW.DE  閉場 閉場 通常通り 

シーメンズ VNA.DE  閉場 閉場 通常通り 

ウォルクスワーゲン AG VOW.DE  閉場 閉場 通常通り 

ビルバオ・アルジェンタリア銀行 BBVA.BM 早期閉場 14:55 閉場 通常通り 

トータル FP.FR  早期閉場 15:05 閉場 通常通り 

BNP パリバ BNP.FR  早期閉場 15:05 閉場 通常通り 

英国長期ギフト UKLG 通常通り 閉場 通常通り 

米国 10 年債 USTN10 通常通り 閉場 通常通り 

米国ココア先物 USCCA.f 通常通り 閉場 通常通り 

米国コーヒー先物 USCFE.f 通常通り 閉場 通常通り 

小麦先物 WHEAT.f 通常通り 閉場 通常通り 

ブレント原油スポット UKOIL.c 早期閉場 21:45 閉場 通常通り 

WTI 原油スポット USOIL.c 通常通り 閉場 通常通り 

ブレント原油先物 UKOIL 早期閉場 22:00 閉場 通常通り 

WTI 原油先物 USOIL 通常通り 閉場 通常通り 

http://ads.de/
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天然ガス NATGAS 通常通り 閉場 通常通り 

ゴールド XAU/USD 通常通り 閉場 通常通り 

シルバー XAG/USD 通常通り 閉場 通常通り 

パラディウム XPD/USD 通常通り 閉場 通常通り 

プラチナム XPT/USD 通常通り 閉場 通常通り 

銅先物 COPPER 通常通り 閉場 通常通り 

 

*免責事項：記載の内容は市況に応じてお客様へご連絡させて頂く前に変更させて頂く場合もございます。 

**テーブル内記載の時刻はサーバー時刻（GMT＋２）での表示となっておりますのでご留意下さいませ。 

  


