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<為替四本値> <金利市況> <債券市況>

Time CCY USD/JPY EUR/USD GBP/USD USD/CHF EUR/JPY 地域 銘柄名 地域 銘柄名
Open 110.56 1.1295 1.2904 1.0044 124.88 日 無担保コールO/N 日 日本国債 2年
High 110.59 1.1325 1.2920 1.0044 125.17 日 ユーロ円金利先物 日 日本国債10年
Low 110.46 1.1294 1.2901 1.0030 124.81 日 円-LIBOR 6ヵ月 日 日本国債先物 10年

Close 110.56 1.1307 1.2907 1.0042 124.99 日 円-TIBOR 6ヵ月
Open 110.55 1.1307 1.2907 1.0042 125.00 米 米国FF Rate 米 米国債 2年
High 110.61 1.1333 1.2939 1.0050 125.28 米 米国TB 3ヵ月 米 米国債 10年
Low 110.52 1.1295 1.2895 1.0025 124.94 米 USD-LIBOR 6ヵ月 独 独国債 2年

Close 110.60 1.1306 1.2928 1.0041 125.05 ユ EURIBOR 6ヵ月 独 独国債 10年
Open 英 GBP-LIBOR 6ヵ月 英 英国債 2年
High 休場 瑞 CHF-LIBOR 6ヵ月 英 英国債 10年
Low ※ 「米国FF Rate」 のみ as of NAME KANJI

Close

<為替相場推移> <為替相場概況> <株式市況> <商品市況>

USD/JPY 地域 銘柄名 地域 銘柄名
日 日経平均株価 225種 米 WTI 原油先物
米 NYダウ工業株 30種 米 CMX 金先物
米 S&P 500種 米 CRB商品先物指数
独 独DAX指数
英 英FT指数 100種
中 上海総合指数
伯 ボベスパ指数

EUR/USD <主な経済指標> <本日発表予定の主な経済指標>

地域 市場予想 今回結果 時刻 地域 市場予想 前回結果 時刻
米 市場休場 － － － ユ － 203 18:00
日 ▲1.0% ▲0.1% 8:50 独 ▲13.6 ▲15.0 19:00

独 20.0 27.6 19:00
ユ － － 19:15
米 － － 22:50
ユ － － 23:30
ユ － － 0:00

EUR/JPY

(出所)Refinitiv

Daily Market Report       as of 18 Feb 2019
2019年2月19日

終値 前日比 終値 前日比

TKY

-0.063% -0.006% -0.172% -0.004%
99.970p ±0.000p -0.022% -0.001%

0.00350% +0.00400% 152.83円 -0.04円
0.12636% ±0.00000%

LDN

2.40% ±0.00% 休場 －
休場 － 休場 －

2.75538% +0.00163% -0.567% -0.011%
-0.23200% ±0.00000% 0.110% +0.009%

NY

0.98800% -0.00013% 0.733% -0.002%
-0.65180% -0.00100% 1.166% +0.006%

14 Feb 2019 (出所)Bloomberg

米市場休場の中、ドル円は110 円台半
ばで横ばい推移 終値 前日比 終値 前日比

21,281.85円 +381.22円 休場 －
東京市場のドル円相場は110.56 で寄
り付いた後、ほぼ同水準で推移した。海
外時間に入っても、米国休場を控えた
薄商いから動意に欠ける展開となり、ド
ル円は110 円台半ばで膠着した。米国
時間でも新規の手がかりに乏しい中ド
ル円はほぼ横ばいで推移し、結局その
まま110 円台半ばで引けている。
　なお、この日米商務省はトランプ大統
領に通商拡大法232 条に基づく自動車
関税に関する報告書を提出した。内容
は公表されていないが、大統領は90 日
以内に最終決定をする必要があり、日
本からの輸入自動車に対する関税が必
要との内容だった場合、最大25％の関
税が課される可能性がある。

休場 － 休場 －
休場 － 休場 －

11,299.20

経常収支(季調済、12月・億ユーロ)

ZEW景況感調査(期待指数、2月)
ZEW景況感調査(現況、2月)
デギンドスECB副総裁講演
クリーブランド連銀メスター総裁講演

ポルトガル中銀コスタ総裁講演

-0.60
7,219.47 -17.21

2,754.357 +71.972
96,509.89 -1,016.02

照会先：三菱UFJ銀行　金融市場部　日系市場営業室
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(出所)Bloomberg

イベント イベント

※「時刻」は東京時間、「市場予想」はBloomberg調査中央値 (出所)Bloomberg

プラートECB専務理事講演

機械受注（前月比、12 月）


