
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020 年 2 月 13 日(木) 

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 365 市場コメント 

岡安商事株式会社ネット証券部    0120-523-321 

種別 始値 高値 安値 終値 前日比 

日経平均 225 23741.21 23869.73 23693.72 23861.21 +175.23 

ダウ工業平均 29406.75 29568.57 29406.75 29551.42 +275.08 

S&P500 3370.50 3381.47 3369.72 3379.45 +21.70 

NASDAQ 9688.60 9728.77 9666.68 9725.96 +87.01 

DAX○R  13671.15 13758.70 13658.15 13749.78 +121.94 

FTSE100 7499.44 7547.65 7499.01 7534.37 +34.93 

 

マーケット情報(現地 2 月 12 日) 

市場 

コメント 

中国のコロナウイルス感染への警戒感が緩みました。感染者数は増えているものの、増え方が鈍化してお
り、ピークが近づいているとの期待感が市場をサポートしているようです。ただ、経済への影響に関して
はなお警戒感が根強く、中国当局が症例を過少報告しているリスクもあります。突然事態が悪化する可能
性はあるものの、市場は足元の好調な米企業決算や経済指標、そして、FRB のサポート姿勢から、上値追
いの動きを続けています。中国経済への影響は必至ではあるものの、米経済への影響は最小限に留まると
の見方が増えつつある模様です。 

銘柄 始値 高値 安値 終値 前日比 2月13日 
始値 

前日比 

日経 225 23833 23912 23661 23885 +55 23900 +15 

NY ダウ 29282 29503 29223 29490 +261 29480 -10 

DAX® 13647 13754 13620 13731 +136   

FTSE100 7552 7584 7515 7573 +38   

 

くりっく株 365 情報 

2/10～2/14 発注証拠金額 

（1 枚当たり） 

日経 225 ：46,360 円 

NY ダウ  ：47,210 円 

DAX○R    ：26,960 円 

FTSE100：26,000 円 

本日の市場スケジュール 

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。 

《ストック情報》 ああああ ≪ストック情報≫ 

08:50 日本・国内企業物価 予想 前月比・0.0％/前年比・1.5％ 
09:01 英国・RICS 住宅価格指数 予想 3.0％ 
16:00 独国・消費者物価指数 予想 前月比・-0.6％/前年比・1.7％ 
22:30 米国・消費者物価指数 予想 前月比・0.2％/前年比・2.4％ 
                                    コア・前月比・0.2％ 
                  コア・前年比・2.2％ 
       新規失業保険申請件数 予想 21.0 万件 

「バレンタインデー」の 2 月 14 日から 16 日まで、手元に残ったチョコレート
と店の看板メニュー「ごま手羽」を交換するユニークな企画「ごま手羽チェン
ジ」が行われます。チキンは甘い愛よりも強し？「もらい過ぎて食べきれない」
「勇気がなくて渡せなかった」。さまざまな理由で行き場のないバレンタイン
チョコを役立ててもらおうと、飲食店「和食ダイニング ごちそう村」が昨年
初開催。反響があったため再び企画し、ディナータイムに実施します。ごま手
羽（通常 5本 399円）は、鶏肉の手羽のから揚げにゴマをまぶしたおつまみ
の定番。企画では、チョコ 50 グラムにつき、3 本と引き替える。ただし、チョ
コは市販品で未開封・賞味期限内のものに限ります。昨年は 50 組が計 7
キロ分を交換。1 キロ分を持ち込み、ごま手羽 60 本を手にした“つわもの”
もいたそうです。今回も最大1キロまで交換します。ちなみに有名メーカーの
市販の板チョコは 1 枚約 50 グラムでした。ごちそう村は、兵庫県加古川市
の「入船」が兵庫・大阪で展開。兵庫県内には西明石店など 14 店がありま
す。 



 
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 47,210 円。尚、証拠金額は変更されることがあります。 
 
（2020 年 2 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。 
 
 

 


