
Financial Markets Department 日本銀行金融市場局

Bank of Japan

長期国債買入れ（利回り・価格入札方式）の四半期予定
（2021年10～12月）［一部変更］

Quarterly Schedule of Outright Purchases of Japanese Government Bonds

(Competitive Auction Method) (October-December 2021) <Revised>
――　下線部を変更。　Changed parts are underlined.

残存期間
Residual maturity

1回当たりオファー金額
 2

Purchase size

per auction

（単位：億円）
 (100 million yen)

オファー回数
 3

Frequency of auction

オファー日程
（10～12月分）
Scheduled dates

 (October-December)

1年以下
Up to 1 year

1,500
月1回

Once a month
―

10/4、8、13、20

11/2、10、17、24

12/3、8、15、21

10/4、8、20、26

11/2、10、24、29

12/3、15、21、24

10/8、13、20、26

11/10、17、24、29

12/8、15、21、24

10年超25年以下
More than 10 years

and up to 25 years

1,500
月1回

Once a month
10/4、11/2、12/3

25年超
More than 25 years

500
月1回

Once a month
10/20、11/17、12/15

600
月1回

Once a month
―

300
四半期に1回

Once every quarter
10/13

　　　The announcement on the quarterly schedule for January through March 2022 will be published on December 27, 2021 at 5 p.m.

（注１）物価連動債、変動利付債を除く。
（注２）オファー金額は目安です。実際のオファー金額は、オファー通知等で確認してください。
（注３）市場の動向等を踏まえて、必要に応じて回数を変更することがあります。上記以外の日にオファーする場合のオファー
　　　金額は上記の金額とは限りません。なお、買入対象銘柄の残存期間が重複する利付国債の入札日（流動性供給入札を含む）
　　　には、原則としてオファーしません。

            2. Purchase sizes of these auctions listed above are approximate. The actual purchase size will be notified when conducting the 

            　 corresponding outright purchase.

            3. The Bank may change the frequency as needed, taking account of market conditions. In case that the Bank announces auctions

                in addition to the dates listed above, the purchase sizes of these auctions will not necessarily fall within those listed above. 

                On the day of the JGBs auctions (including liquidity enhancement auctions) by the Ministry of Finance, the Bank will in principle

                refrain from announcing auctions for the corresponding maturity segments. 

 照会先: 金融市場局市場調節課　03-3277-1234、03-3277-1284
 Inquiries: Market Operations Division, Financial Markets Department　post.fmd7@boj.or.jp

2021年11月30日

利付国債　1

JGBs with

coupons

物価連動債
Inflation-indexed bonds

変動利付債
Floating-rate bonds

――　2022年1～3月分の公表は、2021年12月27日17時を予定。

November 30, 2021

 Notes: 1. Inflation-indexed bonds and floating-rate bonds are excluded.

1年超3年以下
More than 1 year

and up to 3 years

4,500
月4回

Four times a month

3年超5年以下
More than 3 years

and up to 5 years

4,500
月4回

Four times a month

5年超10年以下
More than 5 years

and up to 10 years

4,250
月4回

Four times a month


