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クドロー米国家経済会議（NEC）委員長が今週の米中閣僚級協議に進展がある可能性に言及したことが
買い戻しのきっかけとなった模様です。ただ市場からは、発言にさほど大きなインセンティブは無く、
10 日の協議の結果が出るまでは予断を許さないとの見方も聞かれます。FOX ニュースが中国商務省の発
言を伝え、
「中国は米国と合意する用意がある。交渉の複数の部分で両国は合意」と伝えており買い戻し
が膨らみました。ただ、
中国側はより困難な問題は来年に交渉する工程表を作成する用意があるそうです。
いまのところは、全体的合意は難しいものの、部分的合意への期待感はあり、そのほかは来年に先送りと
の見方もできそうです。
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本日の市場スケジュール
08:50 国際収支 予想 経常収支・2 兆 0695 億円
1 兆 6821 億円（季調済）
貿易収支・364 億円
15:00 ドイツ・鉱工業生産指数 予想 前月比・-0.1％/前年比・-4.2％
21:30 米国・生産者物価指数 予想 前月比・0.1％/コア・前月比・0.2％
前年比・1.8％/コア・前年比・2.3％
27:00 米国・パウエル FRB 議長の発言
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10/7～10/11 発注証拠金額
（1 枚当たり）
日経 225 ：52,850 円
NY ダウ ：55,780 円
R
DAX○
：29,570 円
FTSE100：26,000 円

≪ストック情報≫
仕事の説明をしているのに、メモを取らない新入社員に不満を感じるビジネス
パーソンが多くいるようです。「今の子ってメモを取らないよね。メモいらずの
記憶力を持つ人ならともかく、そうではない人には「メモ取らないの？」と確認
することが一般的な対処法でしょう。しかし、「うちの会社に『メモ取れよ』と注
意したら『パワハラだ』って言って辞めた新人さんがいる」という書き込みも。た
だ、メモを取らない新入社員ばかりを責めるのは筋違い、という意見も多いで
す。上司の指導にはメモを取らなくても良い情報は多く、そもそもメモを取らせ
なければわからないほどの情報であれば、事前にマニュアルを作成しておく
べきです。後日メモを読み返しても書かれている内容が理解できず、もう一
度上司に確認したいけど、「この前ちゃんとメモ取ってなかったのか？」と恨み
節を言われることを恐れ、結局なにも言い出せない、という経験をした人もい
るのではないでしょうか。相手の気持ちを鑑みずに自分が知っている情報をた
だ垂れ流すだけで、理解しにくい説明をしているケースもあるでしょう。新入社
員がメモを取るかどうかを問題視する前に、指導方法も見直す必要があるで
しょう。
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。

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） 150 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 55,780 円。尚、証拠金額は変更されることがあります。

（2019 年 10 月 7 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。

