
セントラル短資株式会社

東京レポ・レート日足 単位：％

1W 2W 3W 1M 3M 6M 1Y
T+0 T+1 T+2 T+2 T+2 T+2 T+2 T+2 T+2

11月1日 木 -0.139 -0.146 -0.148 -0.146 -0.146 -0.148 -0.153 -0.152 -0.159
11月2日 金 -0.115 -0.142 -0.143 -0.144 -0.144 -0.147 -0.152 -0.152 -0.159
11月3日 土

11月4日 日

11月5日 月 -0.113 -0.131 -0.134 -0.136 -0.139 -0.143 -0.150 -0.151 -0.158
11月6日 火 -0.118 -0.142 -0.142 -0.142 -0.144 -0.147 -0.153 -0.152 -0.159
11月7日 水 -0.122 -0.149 -0.145 -0.146 -0.146 -0.149 -0.153 -0.152 -0.159
11月8日 木 -0.114 -0.137 -0.141 -0.143 -0.146 -0.149 -0.153 -0.152 -0.159
11月9日 金 -0.128 -0.140 -0.140 -0.144 -0.147 -0.149 -0.153 -0.152 -0.159

11月10日 土

11月11日 日

11月12日 月 -0.149 -0.200 -0.185 -0.173 -0.167 -0.167 -0.161 -0.155 -0.160
11月13日 火 -0.200 -0.256 -0.202 -0.192 -0.182 -0.174 -0.164 -0.156 -0.160
11月14日 水 -0.131 -0.178 -0.172 -0.172 -0.169 -0.164 -0.162 -0.156 -0.161
11月15日 木 -0.105 -0.130 -0.133 -0.136 -0.142 -0.146 -0.159 -0.156 -0.161
11月16日 金 -0.130 -0.132 -0.136 -0.138 -0.141 -0.147 -0.161 -0.157 -0.161
11月17日 土

11月18日 日

11月19日 月 -0.131 -0.165 -0.152 -0.155 -0.155 -0.157 -0.163 -0.158 -0.161
11月20日 火 -0.137 -0.166 -0.163 -0.164 -0.163 -0.162 -0.166 -0.160 -0.162
11月21日 水 -0.137 -0.165 -0.167 -0.169 -0.169 -0.168 -0.175 -0.161 -0.163
11月22日 木 -0.134 -0.167 -0.177 -0.174 -0.172 -0.173 -0.177 -0.163 -0.164
11月23日 金

11月24日 土

11月25日 日

11月26日 月 -0.126 -0.162 -0.176 -0.175 -0.174 -0.173 -0.176 -0.163 -0.163
11月27日 火 -0.126 -0.165 -0.179 -0.176 -0.174 -0.175 -0.175 -0.164 -0.163
11月28日 水 -0.122 -0.160 -0.170 -0.167 -0.168 -0.170 -0.171 -0.164 -0.163
11月29日 木 -0.122 -0.166 -0.159 -0.159 -0.162 -0.165 -0.165 -0.162 -0.161
11月30日 金 -0.102 -0.114 -0.119 -0.122 -0.134 -0.169 -0.161 -0.160 -0.160

-0.102 -0.114 -0.119 -0.122 -0.134 -0.143 -0.150 -0.151 -0.158
-0.200 -0.256 -0.202 -0.192 -0.182 -0.175 -0.177 -0.164 -0.164
-0.129 -0.158 -0.156 -0.156 -0.156 -0.159 -0.162 -0.157 -0.161
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