
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種別 始値 高値 安値 終値 前日比 

ダウ工業平均 26180.59 26248.67 25998.87 26048.51 -14.17 

S&P500 2903.27 2910.61 2878.53 2885.72 -1.01 

NASDAQ 7901.04 7909.99 7798.63 7822.57 -0.60 

DAX® 12133.60 12227.40 12117.34 12155.81 +110.43 

FTSE100 7375.54 7420.73 7375.54 7398.45 +22.91 

-16.34      

      

      

      

 

平成 31 年 6 月 12 日(水) 

) 

Daily Market Report 
デイリーマーケットレポート 

マーケット情報｜くりっく株情報｜市場コメント 

岡安商事株式会社ネット証券部    0120-523-321 

マーケット情報(現地 6 月 11 日) 市場コメント 

10 日まで 6 日続伸しており、11
日は利益確定売りが入った模様
です。ただ、下値では押し目買
いも見られ下押す動きまでは見
られていないようです。リスク
選好の雰囲気は継続しており、
FRB の利下げ期待とトランプ大
統領のメキシコ関税見送りによ
るムード回復は続いています。

中国が景気刺激策の実施を示唆
したこともサポートし序盤は買
いが優勢となっていました。今

月、大阪で行われる G20 サミッ
トに向けて米中対立は依然とし
て混沌とした情勢だが、ロス商
務長官は、両国は最終的に合意
できるであろうと述べていまし
た。ホワイトハウスも米中首脳
会談を計画していることを明ら
かにしています。 

《ストック情報》 

くりっく株 365 情報 

 始値 高値 安値 終値 前日比 6月 12日 

始値 

前日比 

日経 225 21184 21383 21118 21240 +59 21245 +5 

NYダウ 25993 26175 25944 25998 +17 26017 +19 

DAX® 12136 12225 12107 12139 +95 12090 -49 

FTSE100 7504 7525 7468 7483 +9 7463 -20 

 

阪急阪神ホールディングスは
10 日、月収に触れた阪急電
鉄の中づり広告が、インターネ
ット上で庶民感覚とずれている
などと批判されたため、撤去す
ることを決めました。同社広報
は「公共交通機関の広告とし
て内容が不適切だった。今後
は適切かどうかのチェックを強
化する」と説明しました。広告
は、働く人を勇気づける言葉の
企画として６月から始まり、阪
急神戸線、宝塚線、京都線の
一部の電車に掲示していまし
た。全80種類のキャッチコピー
の中に、「毎月 50万円もらって
毎日生き甲斐のない生活を送
るか、３０万円だけど仕事に行
くのが楽しみで仕方がないとい
う生活と、どっちがいいか。」と
いうものがありました。この内容
に対して、ツイッター上で「月
収の基準がずれている」「（高
級住宅地のある）阪急沿線の
金銭感覚だ」などと批判が殺
到したそうです。また、「私たち
の目的は、お金を集めることじ
ゃない。地球上で、いちばんた
くさんのありがとうを集めること
だ。」という広告に対しても、
「ブラック企業のような精神論
で不愉快」といった批判が寄せ
られました。キャッチコピーは、
コンサルティング会社が出版し
た本の中から、 
同社と阪急が 
選んだそうです。 

本日の市場スケジュール 

08:50 機械受注 予想 前月比・-0.9％/前年比・-5.3％ 
                  結果 前月比・5.2％/前年比・2.5％ 
    国内企業物価 予想 前月比・0.0％/前年比・0.7％ 
           結果 前月比・-0.1％/前年比・0.7％ 
10:30 中国・消費者物価指数 予想 2.7％/結果 2.7％ 
       生産者物価指数 予想 0.6％/結果 0.6％ 
20:00 米国・MBA 住宅ローン申請指数 
21:30 米国・消費者物価指数 予想 前月比・0.1％/コア・前月比・0.2％ 
                  前年比・1.9％/コア・前年比・2.1％ 

掲載内容には十分に注意を払っておりますが、その正確性を保障するものではありません。 

6/10～6/14 発注証拠金額 

（1枚当たり） 

日経 225 ：60,030円 

NYダウ  ：66,450円 

DAX○R    ：28,530円 

FTSE100：26,000円 



金融商品取引業者 ： 岡安商事株式会社 
登録番号 ： 近畿財務局長(金商)第 304 号 日本証券業協会加入 
お取引相談窓口 ： フリーダイヤル 0120-346-492 9:00～17:30 （平日） 
取引所株価指数証拠金取引 
取引手数料（片道・税込） 147 円 
 
• 本取引は少ない資金で大きな金額の取引が出来ますが、元本及び利益が保証された取引ではないため、対象とな
る指数の価格・金利等の急激な変動等により、損失が生じる可能性があります。また、金利相当額及び配当相当額の受取
額が減少または支払額が増額する場合があります。証拠金が一定水準以下となった場合、ロスカット制度が適用されます
が、預託した証拠金以上の損失が生じる場合もあります。当社及び取引所のシステム・通信回線等に障害が発生した場合、
希望価格で注文発注・執行が行えず、不利益を被る可能性があります。お取引に際しましては、その仕組み、リスク等に
ついて取引説明書等の内容をご確認いただき十分ご理解の上、ご自身の判断と責任でお取引ください。 
 
• 必要な証拠金額は、１枚あたり 26,000 円から 66,450 円。尚、証拠金額は変更されることがあります。 
 
（2019 年 6 月 10 日現在） 
 
日経平均株価（日経 225）： 
「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という）によって独自に開発された手法によって
算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作
権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引（以下「本件証拠
金取引」という）に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所（以下「金融取」という）
およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本
件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の
責任の下、算出及び公表しています。 日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」
の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する
義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。 
 
ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NY ダウ）: 
Dow Jones Industrial AverageTM（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が算出する指数であり、SPDJI がライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」
及び「Dow Jones Industrial Average」（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）のサービス・マークは、Dow Jones Trademark 
Holdings, LLC（以下「DJTH」）から SPDJI にライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所（以下「金融取」）に
よる一定の目的のために、SPDJI から金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダ
ウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とする NY ダウ証拠金取引は、SPDJI、DJTH 及びそれらの関連会社により後援、承
認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もし
ていません。 
 
DAX®： 
DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引は、ドイツ取引所により保証、推奨、販売等いかなる形におい
てもサポートされているものではありません。ドイツ取引所は、DAX®証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及び
インデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保
証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはドイツ取引所で計算し公表しています。しかし、適用可
能な限りの制定法下において、ドイツ取引所は第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、イ
ンデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。 
ドイツ取引所によるインデックスの公表及び DAX®証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を
認めたことによって、ドイツ取引所として DAX®証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表
明するもしくは保証するものでは一切ありません。 
ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対して
DAX®証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。 
 
FTSE100: 
FTSE100 証拠金取引について、FTSE International Limited (以下「FTSE」)、London Stock Exchange Group の会社 (以
下「LSEG」) (以下「ライセンス供与者」と総称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者
はいずれも、（ⅰ）FTSE100（以下「インデックス」）（FTSE100 証拠金取引が由来する対象）の使用から得た結果、（ⅱ）
上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、(ⅲ)FTSE100 証拠金取引に関連して使用される何らかの目的
に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いません。ライセン
ス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に関する
助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスは FTSE またはその代理人が算
出します。ライセンス供与者は、（a）インデックスの誤り（過失その他であっても）に対していかなる者に対しても責任
を負うものではなく、（b）いかなる者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。
東京金融取引所は FTSE100 証拠金取引の組成にあたり、FTSE よりその情報を使用する権利を取得しています。  
当該インデックスの全ての権利は FTSE に帰属します。「FTSE®」は LSEG の商標で、ライセンスに基づき FTSE が使用し
ます。 
※「くりっく株 365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所株価指数証拠金取
引の愛称です。 


