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ウェブ検索

ヤフーはどのように社会に貢献できるのか？
IDでもっと便利に新規取得
ログイン
期間限定！ ヤフー・カード入会特典がスゴイ

Yahoo! JAPAN ヘルプ

利用明細   サイトマップ
トップ

株式

ニューストップ

FX・為替
新着

主要

投資信託

株価予想

経済総合

市況・概況

キーワードを入力

ニュース
FX

日本株
ニュース検索

金利

企業情報

雑誌・コラム

証券口座

写真記事

不動産投資

ランキング

保険

有料情報

情報提供元一覧

検索オプション

分配金は出てるけど値下りしてる｜投資信託の運用
状況、他社では分かりにくい分配金の健全性も分析
できます
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に急騰銘柄を無料配信信頼を得る自信があるから無
料配信
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英国民投票の結果で一段高をみせられるかに関心集まる／オープニン
グコメント
6月24日（金）8時37分配信 フィスコ

24日の日本株市場は買い先行の展開となろう。23日の米国市場では英国
のEU残留に楽観的な見方が広がり、NYダウが200ドル超の上昇となった。これを受けてシカゴ
日経225先物清算値は大阪比325円高の16495円と大幅に上昇しており、これにさや寄せする格
好から幅広い銘柄に買いが先行することになりそうだ。
日経平均の25日線が16453円辺りに位置しており、寄り付き段階でこれを捉えてくることになり
そうだ。その後は午後にも判明するとみられる英国国民投票の結果を受けて、もう一段の上昇
をみせてくるかを見極めることになろう。ブックメーカー各社では残留確率の上昇がみられてお
り、既に90％を超えている。
不動産投資コラム（楽待）

残留は織り込み済みとなる中で、事実で材料出尽くしとなるようだと、これまで同様の週末モー
ドに入る。また、ギャップ・アップで始まるため、一段高をみせられないと長い陰線形成となる、セ
ンチメントを悪化させやすく、午後の取引は重要である。週末にはスペインの総選挙を控えてお
り、警戒感が高まる可能性もありそうだ。

・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

ヘッドライン
〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替 (時事通信)

一方で、英国のEU残留によって市場の関心は国内の参院選に移る可能性はある。報道による
と日本経済新聞社が実施した世論調査では自民が単独過半数に迫る勢いと伝えている。アベ
ノミクスが信任されるほか、安倍政権がさらに安定するとの見方になり、市場は評価しよう。大
胆な経済政策への期待が改めて高まることになり、先高期待も次第に強まりそうである。《AK》
（マーケット概況）

外部環境の改善加わり一段と買い安心感強まる
／JASDAQ市況 (フィスコ)
〔ロンドン外為〕円、102円台半ば（29日午
前9時）
(時事通信)
★本日の【サプライズ決算】 速報 （6月29日） (株探
ニュース)
「英EU離脱と金融市場の行方」 藤代宏一氏に聞き
ました！ ＜直撃Q&A＞ (株探ニュース)

株式会社フィスコ

【関連ニュース】
東芝、シャープなど／新聞からの銘柄材料一覧.vip（6/24）
前日に動いた銘柄 part1：ファーストリテ、シャープ、ニトリなど（6/24）
前日に動いた銘柄 part2：トヨタ、三菱UFJ、ナノキャリアなど（6/24）
ADR日本株ランキング～トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比325円高の16495円(6/24)
最終更新:6月24日（金）8時39分

・現金ではなく不動産で相続するメリット

29日の中国本土市場概況：上海総合0.7％高と3日
続伸、鉄道インフラ関連に買い
(フィスコ)
日銀7月会合で迫られる追加緩和、金利大幅低下
は弊害＝早川元日銀理事 (ロイター)
【ゲーム株概況(6/29)】海外市場や為替の落ち着き
で任天堂が1万4000円台半ばまで値を戻す ガーラ
は大幅続落して一時300円台割れに
(Social
Game Info)
投資対象としての宇宙機器産業：国家戦略化で新
たな胎動 (投信1)
成功者に「○○嫌い」はいない！ あなたはこれに
当てはまる？ (不動産投資の楽待)
【PR】 松井証券 公式ホームページ｜株初心者の
方もデイトレーダーの方も選ぶなら手数料最安水
準の松井証券！
www.matsui.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN
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日経平均は４１円高、英ＥＵ残留観測で買い先行も一巡後は伸び悩む＝２４日前場(モーニングスター) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
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できます

松井証券 公式ホームページ｜株初心者の方もデイト
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日経平均は４１円高、英ＥＵ残留観測で買い先行も一巡後は伸び悩む＝
２４日前場
6月24日（金）9時37分配信 モーニングスター

２４日前場の日経平均株価は午前９時３２分時点で前日比４

現在値
太平洋セメ

236

+6

ガイシ

2,017 +82

三菱マ

241

住友電工

1,355 +33

れ、開票が進むなか、残留観測から買い先行で始まった。一

タクマ

904

時１ドル＝１０３円近辺に急上昇した円相場がいったん１０５

+5
+25

１円６３銭高の１万６２７９円９８銭。英国のＥＵ（欧州連合）離
脱の賛否を問う国民投票は日本時間午前６時に締め切ら

円台前半と円安方向に戻したことも支えとなり、上げ幅を拡
大し、午前９時７分に１万６３８９円１７銭（前日比１５０円８２銭高）を付ける場面があった。買い
一巡後は、伸び悩んでいる。
業種別では、野村 <8604> 、大和証Ｇ <8601> などの証券商品先物株が堅調。コマツ <6301> 、
タクマ <6013> などの機械株や、住友電工 <5802> 、三菱マテリアル <5711> などの非鉄金属
株も引き締まっている。ガイシ <5333> 、太平洋セメ <5233> などのガラス土石株も買われてい
る。
個別では、やまびこ <6250> 、アルバック <6728> 、サトーＨＤ <6287> 、宇部興 <4208> などが
値上がり率上位。
半面、国際帝石 <1605> 、石油資源 <1662> などの鉱業株や、昭シェル <5002> 、東燃ゼネ
<5012> などの石油石炭製品株が軟調。日水 <1332> 、マルハニチロ <1333> などの水産農林
株もさえない。
個別では、２部指定替えや上場廃止猶予期間入りのシャープ <6753> が下落。新株式発行およ
び株式売り出しのユニゾＨＤ <3258> や、エイチーム <3662> 、テクノメディ <6678> などの下げ
も目立つ。
午前９時３１分時点の東京外国為替市場は、１ドル＝１０４円後半（前日終値は１ドル＝１０４円
４３銭－４５銭）、１ユーロ＝１１８円台後半（同１ユーロ＝１１８円２１銭－２５銭）で取引されてい
る。
提供：モーニングスター社

【関連ニュース】

http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20160624-00531731-mosf-market[2016/06/29 17:31:05]

不動産投資コラム（楽待）
・現金ではなく不動産で相続するメリット
・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

ヘッドライン
〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替
(時事通信)
外部環境の改善加わり一段と買い安心感強まる
／JASDAQ市況 (フィスコ)
〔東京外為〕ドル、102円台前半＝終盤にかけ持ち
直し（29日午後5時）
(時事通信)
２９日のＰＴＳ注目ポイント＝引け後では、ＦＥＳＣ
Ｏ、キャンバス、ドーンなどをマーク
(モーニ
ングスター)

日経平均は４３３円安、下げ転換に１万５９００円割れ(モーニングスター) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
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ます

松井証券 公式ホームページ｜株初心者の方もデイト
レーダーの方も選ぶなら手数料最安水準の松井証
券！
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6月24日（金）10時13分配信 モーニングスター

２４日午前１０時９分時点の日経平均株価は前日比４３３円２

現在値
ユニゾＨＤ

3,900 +5

エイチーム

1,822 +11

宇部興

171

+3

フォカスＳ

468

+18

票が進むなか、残留観測から買い先行で始まった。上げ幅を

やまびこ

736

+7

拡大し、午前９時７分には１万６３８９円１７銭（前日比１５０円

２銭安の１万５８０５円１３銭。英国のＥＵ（欧州連合）離脱の
賛否を問う国民投票は日本時間午前６時に締め切られ、開

８２銭高）を付ける場面があった。買い一巡後は、伸び悩み、
株価指数先物にまとまった売り物が出たのをきっかけに下げに転じ、軟調に推移している。
午前１０時時点で東証１部の騰落銘柄数では、値上がりが９３９銘柄と全体の４８％を占め、東
証業種別株価指数では全３３業種中、８業種が上昇している。値上がり率上位業種は、その他
製品、小売、証券商品先物など。値下がり率上位業種は、鉱業、鉄鋼、輸送用機器など。

不動産投資コラム（楽待）
・現金ではなく不動産で相続するメリット
・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

午前１０時ごろの値上がり率上位銘柄（東証１部）
・ユーシン精機 <6482>
・宇部興 <4208>
・やまびこ <6250>
・スクロール <8005>

ヘッドライン
〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替
(時事通信)
外部環境の改善加わり一段と買い安心感強まる
／JASDAQ市況 (フィスコ)

・サトーＨＤ <6287>

〔東京外為〕ドル、102円台前半＝終盤にかけ持ち
直し（29日午後5時）
(時事通信)

午前１０時ごろの値下がり率上位銘柄（東証１部）

２９日のＰＴＳ注目ポイント＝引け後では、ＦＥＳＣ
Ｏ、キャンバス、ドーンなどをマーク (モーニングス
ター)

・テクノメディ <6678>
・シャープ <6753>
・エイチーム <3662>
・ユニゾＨＤ <3258>
・フォーカス <4662>
提供：モーニングスター社

【関連ニュース】
日経平均は上げ幅１００円超える
２４日寄り付きの日経平均株価＝９５円５２銭高の１万６３３３円８７銭
ソフトバンク、６０００円奪回―スーパーセル株の売却を発表
実はハイレベルなおもちゃ業界、旬のテーマが満載

http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20160624-00511731-mosf-market[2016/06/29 17:43:16]

「英EU離脱と金融市場の行方」 藤代宏一氏に聞き
ました！ ＜直撃Q&A＞ (株探ニュース)
通貨オプション ボラティリティー 低下、欧州株続
伸、ＥＵ離脱相場一服で
(KlugFXニュース)
単独為替介入も排除せず、基本姿勢は国際協調
＝柴山首相補佐官 (ロイター)
【ゲーム株概況(6/29)】海外市場や為替の落ち着き
で任天堂が1万4000円台半ばまで値を戻す ガーラ
は大幅続落して一時300円台割れに (Social Game
Info)
投資対象としての宇宙機器産業：国家戦略化で新
たな胎動 (投信1)
成功者に「○○嫌い」はいない！ あなたはこれに
当てはまる？ (不動産投資の楽待)
【PR】 松井証券 公式ホームページ｜株初心者の
方もデイトレーダーの方も選ぶなら手数料最安水
準の松井証券！
www.matsui.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

11時時点の日経平均は反落、英国民投票の開票進むもなお落ち着き見せず（英国民投票の開票速報付き）(フィスコ) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
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比べて納得 松井証券の株式取引｜株初心者の方もデ
イトレーダーの方も選ぶなら手数料最安水準の松井
証券！
www.matsui.co.jp
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11時時点の日経平均は反落、英国民投票の開票進むもなお落ち着き見
せず（英国民投票の開票速報付き）
6月24日（金）11時10分配信 フィスコ

11時00分現在の日経平均株価は16151.74円（前日比86.61円
安）で推移している。23日の欧米市場では、英国の欧州連合
（EU）残留に楽観的な見方が広がり、NYダウは230ドル高と
なった。しかし、国民投票で地域ごとの結果を受けて朝方か
ら為替相場が荒い値動きとなるなか、日経平均は95円高から
スタートすると開票速報を睨みながらの展開に。午前10時前

拡大写真

から急速に値を崩し15757.37円（同480.98円安）まで下落する
現在値

場面もあったが、その後一時プラス圏まで戻すなど乱高下し

エイチーム

1,822 +11

東芝

277.2 +17.3

Ｔメディカ

1,496 -16

シャープ

106

ソニー

2,962 +136.5

+4

ている。

不動産投資コラム（楽待）
・現金ではなく不動産で相続するメリット

個別では、トヨタ自<7203>やソニー<6758>が2％超の下落と

・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

なっているほか、ソフトバンクグ<9984>、三井住友<8316>、み
ずほ<8411>などが軟調。三菱ＵＦＪ<8306>は小安い。東

芝<6502>は4％前後の下落に。また、東証2部へ指定変更となったシャープ<6753>が急落し、エ
イチーム<3662>やテクノメディカ<6678>などとともに東証1部下落率上位となっている。一方、売
買代金上位ではファーストリテ<9983>、Ｖテク<7717>が堅調。ヤマハ発<7272>は2％超の上昇
に。また、ユーシン精機<6482>、サノヤスＨＤ<7022>、プロネクサス<7893>などが東証1部上昇
率上位となっている。

ヘッドライン
〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替 (時事通信)
外部環境の改善加わり一段と買い安心感強まる
／JASDAQ市況 (フィスコ)
〔東京外為〕ドル、102円台前半＝終盤にかけ持ち
直し（29日午後5時）
(時事通信)
２９日のＰＴＳ注目ポイント＝引け後では、ＦＥＳＣ
Ｏ、キャンバス、ドーンなどをマーク (モーニングス
ター)

なお、英BBCのホームページによると、11時時点の英国民投票の開票状況は、離
脱418万9614票、残留414万9052票となっている。

「英EU離脱と金融市場の行方」 藤代宏一氏に聞き
ました！ ＜直撃Q&A＞ (株探ニュース)
通貨オプション ボラティリティー 低下、欧州株続
伸、ＥＵ離脱相場一服で
(KlugFXニュース)

《HK》
株式会社フィスコ

【関連ニュース】
出来高変化率ランキング（10時台）～インスペック、アルチザなどがランクイン(6/24)

単独為替介入も排除せず、基本姿勢は国際協調
＝柴山首相補佐官 (ロイター)
【ゲーム株概況(6/29)】海外市場や為替の落ち着き
で任天堂が1万4000円台半ばまで値を戻す ガーラ
は大幅続落して一時300円台割れに (Social Game
Info)

今日の＜レーティング＞フォーカス：保険やゲームセクターでリバランスも.vip(6/24)

投資対象としての宇宙機器産業：国家戦略化で新
たな胎動 (投信1)

個別銘柄戦略：EU残留決定後は、上値余地限定的も輸出関連に資金シフトか(6/24)

成功者に「○○嫌い」はいない！ あなたはこれに
当てはまる？ (不動産投資の楽待)

前場に注目すべき3つのポイント～英国民投票の結果で一段高をみせられるかに関心集ま
る(6/24)
最終更新:6月24日（金）11時13分

http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20160624-00934020-fisf-market[2016/06/29 17:45:44]

【PR】 松井証券 公式ホームページ｜株初心者の
方もデイトレーダーの方も選ぶなら手数料最安水
準の松井証券！
www.matsui.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

日経平均は大幅に下落、残留が優勢となる場面を待つ／ランチタイムコメント(フィスコ) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
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分配金は出てるけど値下りしてる｜投資信託の運用
状況、他社では分かりにくい分配金の健全性も分析
できます

比べて納得 松井証券の株式取引｜株初心者の方もデ
イトレーダーの方も選ぶなら手数料最安水準の松井
証券！

toushin-no-madoguchi.jp

www.matsui.co.jp

PR

Ads by Yahoo! JAPAN

日経平均は大幅に下落、残留が優勢となる場面を待つ／ランチタイムコ
メント
6月24日（金）12時10分配信 フィスコ

日経平均は大幅に下落。495.95円安の15742.40円（出来高概算15億株）で前
場の取引を終えている。英国民投票の開票が伝えられるなか、波乱含みの相場展開となってい
る。23日の米国市場では英国のEU残留に楽観的な見方が広がり、NYダウが200ドル超の上
昇。これを受けてシカゴ日経225先物清算値は大阪比325円高の16495円と大幅に上昇してい
た。ただし、国民投票で地域毎の結果を受けて円相場が荒い値動きとなるなか、大阪225先物
はシカゴを大きく下回る16290円で始まっている。その後は、投票結果を睨みながら、緩やかに
上げ幅を広げる格好となり、一時16389.17円まで上げ幅を広げる場面もみられた。
しかし、開票結果が判明するなか、離脱支持が上回ってくると、先物主導で急落となり、一気
に15800円割れとなった。その後急速に切り返す場面もみられたが、前引けにかけて再び下げ
幅を広げる不安定な展開に。東証1部の騰落銘柄は値下がり数が1800を超えており、全面安商

不動産投資コラム（楽待）
・現金ではなく不動産で相続するメリット
・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

状に。

ヘッドライン

英国民投票の開票結果に振らされる展開となり、離脱が優勢となるなかで、昼休み中の大
阪225先物は一時15010円まで急落。円相場は一時1ドル99円まで一気に円高に振れている。

〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替 (時事通信)

英国民投票の開票は人口の少ない地域から判明しており、離脱優勢のなかで不安が高まって

日経平均先物は上昇、欧州株式市場で独仏は堅
調
(モーニングスター)

いる。最後にロンドンが発表されるため最終的には残留となるとみられるが、開票結果に振らさ
れる状況が続きそうである。
なお、急激な円高により、日銀が7月の定例会合を待たずに臨時会合を開き、追加緩和に踏み
切る可能性があるとの思惑もある。まずは開票結果を睨みつつ、残留が優勢となる場面を待ち
たい。（村瀬 智一）《AK》

欧米為替見通し：ドル弱含みか、米年内利上げに
悲観的な見方
(フィスコ)
２９日のＰＴＳ注目ポイント＝引け後では、ＦＥＳＣ
Ｏ、キャンバス、ドーンなどをマーク (モーニングス
ター)
「英EU離脱と金融市場の行方」 藤代宏一氏に聞き
ました！ ＜直撃Q&A＞ (株探ニュース)
通貨オプション ボラティリティー 低下、欧州株続
伸、ＥＵ離脱相場一服で
(KlugFXニュース)

（マーケット概況）
株式会社フィスコ
最終更新:6月24日（金）12時31分

単独為替介入も排除せず、基本姿勢は国際協調
＝柴山首相補佐官 (ロイター)
【ゲーム株概況(6/29)】海外市場や為替の落ち着き
で任天堂が1万4000円台半ばまで値を戻す ガーラ
は大幅続落して一時300円台割れに (Social Game
Info)
投資対象としての宇宙機器産業：国家戦略化で新
たな胎動 (投信1)
成功者に「○○嫌い」はいない！ あなたはこれに
当てはまる？ (不動産投資の楽待)

【あわせて読みたい】
マーケット早耳情報＝主な後場寄り前成り行き注文状況（１）トヨタ、三菱ＵＦＪ、東芝など （モーニングス
ター 6月24日（金）12時22分）

http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20160624-00471001-fisf-market[2016/06/29 17:50:36]

【PR】 比べて納得 松井証券の株式取引｜株初心
者の方もデイトレーダーの方も選ぶなら手数料最
安水準の松井証券！
www.matsui.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

ドル・円急落、１３年１１月以来の１００円割れ(モーニングスター) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
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松井証券 公式ホームページ｜株初心者の方もデイト
レーダーの方も選ぶなら手数料最安水準の松井証
券！

不動産売却、慌てて決めないで！｜ウチの家が他よ
り380万円も高く売れたその簡単なコツ教えます／
提携スマイスタ

www.matsui.co.jp

jutaku-uru.com

ドル・円急落、１３年１１月以来の１００円割れ

PR

Ads by Yahoo! JAPAN

6月24日（金）12時18分配信 モーニングスター

ドル・円が一時１ドル＝９９円０４銭まで下落し、１３年１１月以来２年７カ月ぶ
りに１００円を割り込んだ。
ＥＵ（欧州連合）からの離脱（ＢＲＥＸＩＴ）を問う英国民投票で離脱派が優位になっていることを嫌
気した。英ＢＢＣによると午前零時１２分時点の得票数は離脱１０７８万４１２票、残留１０２１万６
２６１票。
提供：モーニングスター社

【関連ニュース】
ポンド・円、英国民投票の途中経過受け急落
２４日の東京外国為替市場見通し＝ドル・円、英ＥＵ残留決定なら一段高、途中経過には注意
今晩のＮＹ為替の読み筋＝英国民投票の行方に注目、動向次第で急騰・急落も
もしも英国がＥＵを離脱したら＝（１）離脱派勝利すれば日経平均１万４０００円？
もしも英国がＥＵを離脱したら＝（２）残留すれば一気にリスク回避の動き後退
最終更新:6月24日（金）12時18分

【あわせて読みたい】
残留が優勢となる場面を待つ／後場の投資戦略 （フィスコ 6月24日（金）12時16分）
〔東京外為〕ドル、一時100円割れ＝英投票結果めぐり再び乱高下（24日正午） （時事通信 6月24日

不動産投資コラム（楽待）

（金）12時14分）

・現金ではなく不動産で相続するメリット

ポンド・円、英国民投票の途中経過受け急落 （モーニングスター 6月24日（金）11時33分）

・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

Facebook（外部サイト）
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並び替え 最新

ヘッドライン
〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替 (時事通信)
日経平均先物が続伸、上げ幅が１００円を超え
る
(モーニングスター)
欧米為替見通し：ドル弱含みか、米年内利上げに
悲観的な見方
(フィスコ)

Facebook Comments Plugin

http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20160624-00533836-mosf-market[2016/06/29 17:53:03]

２９日のＰＴＳ注目ポイント＝引け後では、ＦＥＳＣ
Ｏ、キャンバス、ドーンなどをマーク (モーニングス
ター)

日経平均、804円26銭安の1万5434円09銭で始まる＝東京株式後場(時事通信) - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
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松井証券 公式ホームページ｜株初心者の方もデイト
レーダーの方も選ぶなら手数料最安水準の松井証
券！
www.matsui.co.jp

Ads by Yahoo! JAPAN

日経平均、804円26銭安の1万5434円09銭で始まる＝東京株式後場
6月24日（金）12時32分配信 時事通信

24日午後の東京株式市場の日経平均株価は、前日比804円26銭安
の1万5434円09銭で始まった。
東証1部全銘柄の値動きを示す東証株価指数（TOPIX）は、64．88ポイント安の1233．83で始
まった。（了）

【関連ニュース】
〔ロンドン株式〕5営業日続伸=2カ月ぶり高値(23日)
〔ロンドン外為〕円下落、一時106円台(23日)
〔ロンドン金〕5営業日続落(23日)
〔NY外為〕円、106円台前半(23日)

不動産投資コラム（楽待）

〔米株式〕ダウ大幅反発=英EU残留観測で1万8000ドル台回復(23日)☆差替

・現金ではなく不動産で相続するメリット

最終更新:6月24日（金）15時26分

・「黒板塗装」で狭い部屋もオシャレに

ヘッドライン
〔東京株式〕大幅高＝「英国ショック」和らぐ（29日）
☆差替 (時事通信)
日経平均先物が続伸、上げ幅が１００円を超え
る
(モーニングスター)

【あわせて読みたい】

欧米為替見通し：ドル弱含みか、米年内利上げに
悲観的な見方
(フィスコ)

日経平均は下げ幅１１００円超える （モーニングスター 6月24日（金）12時36分）

２９日のＰＴＳ注目ポイント＝引け後では、ＦＥＳＣ
Ｏ、キャンバス、ドーンなどをマーク (モーニングス
ター)

日経平均、1000円超安＝東京株式後場 （時事通信 6月24日（金）12時34分）
日経平均は下げ幅１０００円超える （モーニングスター 6月24日（金）12時33分）

「英EU離脱と金融市場の行方」 藤代宏一氏に聞き
ました！ ＜直撃Q&A＞ (株探ニュース)

Facebook（外部サイト）

コメント0件

並び替え 最新

通貨オプション ボラティリティー 低下、欧州株続
伸、ＥＵ離脱相場一服で (KlugFXニュース)
単独為替介入も排除せず、基本姿勢は国際協調
＝柴山首相補佐官 (ロイター)
【ゲーム株概況(6/29)】海外市場や為替の落ち着き
で任天堂が1万4000円台半ばまで値を戻す ガーラ
は大幅続落して一時300円台割れに (Social Game
Info)
投資対象としての宇宙機器産業：国家戦略化で新
たな胎動 (投信1)

Facebook Comments Plugin

プロが選ぶチャンス銘柄（株価予想）
[買い] ソフトＢＧ 藤村哲也
[買い] 東ソー 清水洋介
[売り] モブキャス 西村剛

http://news.finance.yahoo.co.jp/detail/20160624-00000108-jijf-market[2016/06/29 17:55:15]

成功者に「○○嫌い」はいない！ あなたはこれに
当てはまる？ (不動産投資の楽待)
【PR】 比べて納得 松井証券の株式取引｜株初心
者の方もデイトレーダーの方も選ぶなら手数料最
安水準の松井証券！
www.matsui.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

CNN.co.jp : 英国民投票、「離脱」勝利か
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英国民投票、「離脱」勝利か ＢＢＣなど報道
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（ＣＮＮ） 英国で２３日に実施された欧州連合（ＥＵ）からの
離脱の是非を問う国民投票で、英ＢＢＣテレビやＣＮＮ系列局の
ＩＴＶニュースは「離脱」派の勝利が確実となったと報じた。
３８２ある投票地区のうち２７４地区の開票作業が終わった段階
で、「離脱」が５１．６３％と「残留」を上回っている。

06/15
#フシギ

「心臓なし」で５５５日、臓器
提供待ち続けた男性が手術 米
06/13

Tweet

謎の第９惑星、太陽がよそから
「盗んだ」？ 06/03
#ヘ～

一覧へ

こんな話題も
http://www.cnn.co.jp/world/35084828.html[2016/06/29 18:12:51]

