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確認書発行日：    年  月  日 

 

（会社） 

 

 

国産ナフサスワップ 確認書 

取引日 ：     年  月  日 

成約番号 ：         

 

（株）アメレックス・エナジー・コム（以下「当社」という）は、以下の取引の成立を仲介したことを確認

しご報告致します。 

 

（会社Ａ） 

住所 

TEL、FAX 等連絡先 

(以下、「甲」という。) 

と 

（会社Ｂ） 

住所 

TEL、FAX 等連絡先 

(以下、「乙」という。) 

 

は甲乙間の国産ナフサスワップ取引に関し、次の通り合意しました。 

 

１．甲は、以下の数量の商品を乙に以下の固定価格で販売し、乙はこれを購入します。 

 

商品 ： ナフサ 

数量 ：          Kl 

固定価格 ： \     /Kl ＜対象期間:     年 第 四半期＞ 

 

２．乙は、以下の数量の商品を甲に以下の変動価格で販売し、甲はこれを購入します。 

 

商品 ： ナフサ 

数量 ：          Kl 

変動価格 ：     年 第 四半期国産ナフサ価格 

第 四半期国産ナフサ価格は、当該四半期の翌月の第30日目前後に日本国財務

省が HS コード別に公表する統計確報値および速報値により算出される当該四半

期内に輸入されたナフサ（HS コード番号 2710.11-181）の加重平均単価に

￥2,000/Klをたし、十の位を四捨五入した値とします。 

尚、当該四半期の各月の統計値は、第一月及び第二月が確報値、第三月が速報値

とします。第三月の速報値がその確報値と大きく異なることにより国産ナフサ価

格が訂正される場合、契約価格は変更されます。 
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３．本取引において確定した変動価格が固定価格を超える場合、甲は固定価格に対する超過額に契約数量を

乗じた金額を乙に支払います。また、固定価格が確定した変動価格を超える場合、乙は変動価格に対す

る超過額に契約数量を乗じた金額を甲に支払います。支払われる金額は、変動価格が確定次第、直ちに

甲乙間にて確認され、支払いを行う当事者へ他方の当事者が請求書を直ちに発行し、当該国産ナフサ価

格が確定する月の翌月 14 日に債権者の指定銀行口座番号に日本円で電信送金されます。但し、支払日

が土曜日又は月曜日以外の祝日の場合、前営業日に繰り上げます。又、支払日が日曜日又は月曜日の祝

日の場合、翌営業日に繰り下げます。 

 

4．仲介手数料 

 

（ 会社 ）は、当社の本取引 （アメレックス社成約番号        ）に適応される手数料を￥/Kｌ

で支払います。 

 

（ 会社 ）:    ￥     /Kｌ 

 

甲および乙は、本取引において当社が仲介者としての役割を果たし、当事者間の契約上の義務及び責任を負

わないことに同意します。 

 

以上において不明な点等がございましたら、直ちにご連絡ください。 

 

当社の国産ナフサスワップ取引をご成約頂き、誠にありがとうございます。 

次回も当スワップ取引をご利用頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

敬具 

 

 

石化原料部長 

小川博之 

 

アメレックス・エナジー・コム 

〒105-6134 東京都港区浜松町2丁目４番１号 

世界貿易センタービル３４階 

電話番号  ：(81)3-5472-6292 

ファクシミリ  ：(81)3-5472-6264  

 

+++++ このページはアメレックス社成約番号        の ２ ページ目です。+++++ 
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JAPANESE (KOKUSAN) NAPHTHA SWAP RECAP 
To：COMPANY NAME 
 
Date of Recap Issued：MM/DD/YYYY 
 
RE：Japanese(KOKUSAN) Naphtha Swap Transaction Between (COMPANY A)  and （COMPANY B）  
 
Contract Date ：MM/DD/YYYY 
Our Transaction No. ：        
 
This is to confirm the following transaction between 
（Company A） 
Address 
Contact Information, TEL, FAX, etc. 
（Hereinafter known as Company A） 
 
and  
 
（Company B） 
Address 
Contact Information, TEL, FAX, etc. 
（Hereinafter known as Company B） 
 
in which Amerex Energy Com has acted solely as Broker. 
 
1. For the first leg of the agreement （Company A） shall sell and （Company B） shall purchase 

the following quantity of the product at the following price.  
 

PRODUCT  ： NAPHTHA 
QUANTITY  ：      Kｌ 
FIXED PRICE  ： ¥     /Kｌ (Applicable Period:   Quarter, YYYY)  

 
2. For the second leg of the agreement（Company B） shall sell and （Company A） shall purchase 

the following quantity of the product at following price. 
 

PRODUCT ： NAPHTHA  
QUANTITY ：       Kl 
FLOATING PRICE ：  

The price of the above product for the second leg of the agreement will be the average 
price(¥/Kl) of Naphtha (HS-Code Number 2710.11-181) imported during   quarter in 
YYYY, which is calculated based on the applicable import data (Detailed Data 
“Kakuho-chi” for the 1st and 2nd months in the QTR, Provisional Data “Sokuho-chi” for the 
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last month of the QTR) as announced by Japanese Ministry of Finance(MOF) on or about 
30th day of the succeeding calendar month, plus ¥2,000/Kl.  (Repeat: Naphtha price(¥/Kl) 
imported during  QTR in ＹＹＹＹ based on the data by MOF + ¥2,000/Kl ) 
Any published correction to any of the relevant quotations shall be taken into account.  
The unit price shall be rounded off at the second digit to the nearest whole price. 

 
3． If the floating price is greater than the fixed price, （Company A） shall pay （Company B） an 
amount in Japanese Yen equal to the quantity for the period multiplied by the amount by which the 
floating price exceeds the fixed price. If fixed price is greater than the floating price, then （Company B） 
shall pay （Company A） an amount in Japanese Yen equal to the quantity for the period multiplied by 
the amount by which the fixed price exceeds the floating price. 

Payment shall be made on the fourteenth (14) day of the succeeding calendar month following the 
announcement of the above mentioned import data by Japanese Ministry of Finance by the telegraphic 
transfer in Japanese Yen to the nominated bank account. If payment due date falls on a Saturday or 
banking holiday other than Monday, payment will be effected on the preceding business day. If payment 
due date falls on a Sunday or Monday banking holiday, payment will be effected on the following 
business day. 
 
4．Brokerage Commission  
 
（Company ）will make the applicable brokerage payment for this transaction         to Amerex 
Energy Com in Japanese Yen per Kl.  

(Company ) :    ¥     /Kl 
 
The Buyer and the Seller agree that Amerex Energy Com acts as Agent only without personal liability in 
introducing the Buyer and the Seller for the purpose of this transaction. 
 
If the above does not agree with your understanding, please indicate to us immediately. 
 
Thank you for this opportunity. 
We look forward to being of service to you again in the near future. 
 
Best regards, 
 
Hiroyuki Ogawa 
Petrochemical Feedstock Department 
Amerex Energy Com 
World Trade Center Building 34th Fl. 
2-4-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-6134 JAPAN 
Tel. ：(81)3-5472-6292 
Fax ：(81)3-5472-6264  
+++++ THIS IS PAGE 2 OF OUR TRANSACTION NO.        +++++ 
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