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外国為替相場情報のご案内 
◆外国為替相場情報メニュー 

 

 

 本日の為替相場 
三菱 UFJ 銀⾏発表の公表相場がご覧になれます。 
 

 1990 年以降の為替相場 
公表相場が年ごとにご覧になれます。公表仲値（TTM）はここからご覧くだ
さい。 

 月末・月中平均の為替相場 
月末営業日基準の為替相場と月中平均値がご覧になれます。データ形式のダ
ウンロードもできます。 
 

 前年の年末・年間平均 
年末最終営業日基準の為替相場と年間平均値がご覧になれます。 
 

 世界の為替相場 
約 130 の国・地域で発表された為替相場を掲載しています。 

  
現地参考為替相場 
アジア・中南米の一部の国・地域で発表された為替相場です。データ形式で
ダウンロードができます。 
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【お問い合わせについて】 

「ご利⽤にあたってのお願い」「よくあるご質問」を 

ご確認のうえ、最終ページにございます問い合わせ先にて 

承ります。 
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◆ご利⽤にあたってのお願い 

 当社が提供する「外国為替相場情報」に掲載する「本日の為替相場」は、三菱 UFJ

銀⾏がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。 

掲載されているレートは最終更新日時点のものであり、あくまでも目安としてご利

用ください。 

 「外国為替相場情報」に掲載がない通貨や期間のデータは保有していませんので、

お問い合わせいただいてもお答えできません。（よくあるご質問 A3 ご参照） 

 外国為替相場情報の各メニューの詳細は、「よくあるご質問」をご参照ください。 

① 諸事情によりページで表示されている更新時期・時間帯より掲載が前後する場

合がございます。 

② 海外で発表される為替相場でデータ入手が困難な場合は、掲載を割愛させてい

ただくか、または予告なく掲載を取りやめる場合がございます。 

③ 本邦（日本）において祝日・休日が連続する等の場合は、翌営業日以降、順次

更新しますが、海外で発表された相場情報収集に時間を要すため、通常の更新

の時間帯（時期）より遅れる場合がございます。 

④ 銀⾏の営業日であっても、当社が休業日にあたる場合は、当社の翌営業日以降

の更新となります。できるだけ早く更新するよう努めますが、更新の時間帯等

についてはお答えしかねます。 

 

◆よくあるご質問 

Q1 【本日の為替相場】（三菱 UFJ 銀⾏公表の対顧客外国為替相場）は、
いつ掲載されますか。

 

（当ホームページでは）銀⾏営業日の午前 11 時過ぎに掲載します。
★銀⾏の営業日であっても、当社が休業日にあたる場合は掲載しません※。当社
の翌営業日以降に掲載します。 
※銀⾏のホームページ「外国為替相場」でご覧いただけます。ただし、当日限

りの掲載となります。

 

 

A1 
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Q2 【本日の為替相場】が変更される場合はあるのですか。 

 

外国為替市場に⼤きな変動が⽣じた場合は、銀⾏は、発表した公表
相場を一旦停止し、あらためて公表相場を発表する場合があります。
この場合、掲載していた相場を変更※し、最終的には当該日の最終の
相場を掲載します。 
※銀⾏が再発表した時刻と、当社が変更後の相場を掲載する時間帯にタイムラ

グがあります。 
 

Q3 【本日の為替相場】に掲載がない通貨の相場を教えてください。 

 

ベトナムドン、台湾ドル、マレーシアリンギット等掲載がない通貨
は、銀⾏での取扱がなく公表相場も発表しておりませんので、お問
い合わせいただいてもお答えできません。 

 

Q4 為替相場の仲値（TTM）※はどのページにありますか。 
※公表仲値（TTM）は、TTS と TTB の中間の相場であり、（TTS＋TTB）/2 で

算出されます。 

 

【1990 年以降の為替相場】のページの「1990 年以降前月までの為
替相場を検索する」または「1990 年以降前月までの為替データを
表示する」の各データに記載があります。 

 

Q5 為替相場の月間の平均値はどのページにありますか。 

 

①【月末・月中平均の為替相場】のページをご覧ください。 
原則、銀⾏の月末営業日の 15 時以降、当日中に更新します。 

②【1990 年以降の為替相場】のページにあるカレンダー各月の
右上「月末・月中平均」や「1990 年以降前月までの為替データを
表示する」のデータファイル内（「月毎」のシート）にも記載があ
ります。 
★上記①②は、銀⾏の月末営業日を基準としていますが、当該日が当社休業

日にあたる場合は、当社の翌営業日以降に掲載します。 
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Q6 過去のレートを調べたいのですが、検索⽅法を教えてください。 

 

【1990 年以降の為替相場】のページをご利用ください。検索⽅法は、
次の 3 つの⽅法がございます。 
①直近の為替相場 
「カレンダー」の（下線がある）日付をクリックすることにより当
該日の相場がご覧いただけます。（当日の相場は「本日の為替相場」
をご覧ください。） 
★銀⾏の営業日であっても、当社が休業日にあたる場合は表示されません。

当社の翌営業日以降に掲載します。  
②「カレンダー」表示にない過去の為替相場 （その 1） 
「1990 年以降前月までの為替相場を検索する」で年月日（a）・通
貨（b）を指定し、検索（c）することにより当該日の為替相場を検
索できます。 

 
★「選択された年月日には、データが存在しません」のメッセージが表示 

された場合は、当該日は休日で公表相場は発表されていません。 

③「カレンダー」表示にない過去の為替相場 （その 2） 
「1990 年以降前月までの為替データを表示する」では、当該年（⻄
暦） （d）を指定し、表示ボタン（e）をクリックすることにより、
各年毎・全営業日の為替相場をデータファイル（ダウンロード⽅
式）でご覧いただけます。 
このデータは月 1 回、銀⾏の月末営業日の 15 時以降、当日中に当
該月のデータを更新します。 
 

     
★また月中平均、年間平均・最⾼・最安値のシートもございます。 
★印刷する際は、「印刷範囲の設定」により必要部分のみ印刷するようにして

ください。 

A6 

(a) 
(b) 

(c)

(d) (e)
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★銀⾏の営業日であっても、当社が休業日にあたる場合は表示されません。
当社の翌営業日以降に掲載します。

 

Q7 1989 年以前の為替相場を知りたいのですが、⽅法はありますか。

 

申し訳ございません。当社では提供できるデータを保有しておりま
せん。 

 

Q8 為替相場の年末の相場、年間の平均を調べたいのですが、どのペー
ジにありますか。 

 

【前年の年末・年間平均】のページをご覧ください。年 1 回、銀⾏の
年末営業日基準のデータを掲載しております。 

★銀⾏の年末営業日を基準としていますが、当該日が当社休業日にあたる場
合は、当社の翌営業日以降に掲載します。

 

Q9 海外で発表された為替相場のデータはありますか。 

 

以下の 3 つのページをご覧ください。 
①【現地参考為替相場】 

掲載国・地域︓マレーシア、中国、台湾、韓国、インドネシア、 
ブラジル、アルゼンチン、チリ 

原則、毎営業日の 11 時 30 分頃に更新します。 
データは各国の前月の月末営業日基準となります。 
★更新時点で当該レートが確認できない場合は、「空欄」としています。 
★当社でレート収集が困難と判断した場合は、予告することなく情報ソース

を変更させていただくまたは掲載を取りやめる場合があります。 
②【諸通貨の現地における相場】 
【月末・月中平均の為替相場】ページの中ほどに掲載しています。
掲載国・地域︓中国、台湾、韓国、⾹港、フィリピン、マレーシア、

インドネシア、タイ、エジプト、イラン、アルゼン
チン、チリ、コロンビア、メキシコ、ブラジル 

原則、月初第 1〜3 営業日をめどに更新します。 
データは各国の前月の月末営業日基準となります。 
★更新時点で当該レートが確認できない場合は、「空欄」としています。
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★当社でレート収集が困難と判断した場合は、予告することなく情報ソース
を変更させていただく または掲載を取りやめる場合があります。 

★毎⽉更新いたしますが、⼀部通貨の過去のデータの検索はできません。必要
な場合は、定期的にお客さまで保存することをお薦めします。 

③【世界の為替相場】 
約 130 の国・地域の為替相場を掲載しています。 
原則、⽉初第 5〜10 営業日をめどに更新します。 
データは各国の前⽉の⽉末営業日基準のとなります。 
★海外の相場は、特記のない限り対米ドル相場（1 米ドルにつき各通貨単位）

です。 
★毎⽉更新いたしますが、過去のデータの検索はできません。必要な場合は、

定期的にお客さまで保存することをお薦めします。

 

Q10 「1990 年以降前⽉までの為替データを表⽰する」を利⽤したいので
すが更新時期になっても、表示されません（ダウンロードできませ
ん）。 

 

お客さまのインターネット環境設定により、当該データがダウンロ
ードできない現象が稀に生じます。申し訳ございませんが、別のイ
ンターネット環境の PC で確認していただくか、インターネット環
境設定に詳しい専門家にご確認ください。

 

Q11 「外国為替相場情報」の外国語版はありますか。 

 

申し訳ございません。当社ではご⽤意しておりません。 

 

 

A10

A11

【問い合わせ先】 
  三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 
          国際情報営業部「外国為替相場情報」担当 

03-6733-1038 （直通） 
＊受付時間 ①9:30〜11:30 ②13:30〜16:30  

（⼟曜・⽇曜・祝⽇、年末年始等当社休業⽇を除く）

＊お問い合わせの前に「ご利⽤にあたってのお願い」「よくあるご質問」をご覧ください。

＊担当者が不在の場合、折り返しのお電話になります。あらかじめご了承ください。 
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