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2016 年 10 月  

月 火 水 木 金 

3 中国国慶節 10/1～7 

国家統計局 PMI（10/1） 

財新中国製造業 PMI 

豪製造業景況指数 

日銀短観  

国内新車登録台数 

トルコ PPI,CPI 

ユーロ PMI 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

4 
RBA キャシュレート 

豪住宅建設許可件数 

松屋新米フェア 

定食ライス大盛り無料

9/27～10/4 10時まで 

ノーベル生理学医学、

化学、物理賞など発表

10/3～10/5日本人有力 

 

5 
ECB 理事会  

豪小売売上げ高 

豪サービス業景況指数 

財新中国サービス業購

買担当者景況指数 

ISM 非製造業景況指数 

ADP 雇用統計 

米耐久財受注 

製造業出荷在庫受注 

米貿易サービス収支 

6  
G20 財務相中央銀行総

裁会議（ワシントン） 

豪貿易収支 

新規失業保険申請件数 
日本 vs イラク W杯最終

予選（埼玉） 

はなまるうどん 

天ぷら定期券 300 円で

10/6 から限定販売 

 

7 

大阪コメ納会 

IMF 年次総会 10/7-9 

豪建設業景況指数 

国内景気動向指数速報 

米雇用統計 

米消費者信用残高 

シ ー テ ッ ク ジ ャ パ ン

10/4～10/7 幕張 

人形町の人形市 10/6-8 

築地秋祭り 10/8-9 

10 体育の日コロンブ

スデー（ICE,CME あり） 

まんぱく in 万博 

（10/8～17） 

つくばラーメンフェス

タ 10/8～10 

米韓軍事演習～10/15 

北朝鮮・朝鮮労働党創建

71 年 

11 
IEA 月例報告 

豪住宅ローン許可件数

景気ウオッチャー調査 

ZEW 景況感 

日本 vs豪 W杯最終予選

（メルボルン） 

関西ラーメンダービー

10/11～14JRA 京都 

12  
USDA 需給報告 

EIA 月例報告 

OPEC 月例報告 

FOMC 議事録 9/20-21 分 

ク ラ イマッ ク スシ リーズ

10/8～10/17 

13 

中国貿易収支 

新規失業保険申請件数 

日本オープン～ 10/16

（狭山 GC） 

大つけ麺博 10/6～31 

（新宿・大久保公園） 

アークヒルズ音楽週間

10/1～10/15 

14 

イエレン FRB 議長講演 

（ボストン連銀主催） 

一般大豆納会 

東京コーン納会 

中国 PPI,CPI 

ミシガン大信頼感速報 

商務省小売売上高 

米生産者物価 

17 満月 16 日 
日銀さくらレポート  

マンション市場動向  

トルコ雇用統計  

NY 連銀製造業景況指数 

鉱工業生産設備稼働率 

J リーグ杯決勝 10/15 

バイオハザード×街バ

ル in 西梅田～10/31 

18 

米消費者物価 

米実質所得  

てんやの日  

日比谷バルナイト  

10/18～20 

19 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

中国 GDP 

9 月訪日外国人数 

英雇用統計 

米住宅着工許可件数 

ベージュブック  

米大統領候補第３回 TV

討論（ネバタ州） 

20  

17 時からドラフト会議 

東京コメ納会 

WTI 原油納会（NY） 

ECB 理事会ドラギ会見  

トルコ政策金利  

豪雇用統計 

新規失業保険申請件数 

フィラデルフィア連銀

製造業景況指数 

21 

新潟コシ取引開始 

EU 首脳会議 10/20-21 

時代祭り 10/22平安神宮 

鞍馬の火祭り 10/22 

伊丹街角バル 10/22 

神田日本橋ワイン 10/22 

スケートアメリカ 

（10/21～23 シカゴ）  

24  

国内貿易収支速報 

景気動向指数改定値 

ユーロ PMI 

プロ野球日本シリーズ

10/22～10/30 

IWC 総会～10/28 

25 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京ゴム納会 
IFO 景況感 

ケースシラー住宅価格 

リッチモンド連銀製造

業景況指数  

鶴丸饂飩きつね半額日 

26  

東京貴金属納会 

東京小豆納会 

豪 CPI 

米新築住宅販売 

東京国際映画祭 10/25～ 

競泳日本選手権短水路

（10/25～26 辰巳） 

27 重要変化日星 4つ 
N Y 貴金属納会 

NZ 貿易収支 

中国工業利益 

英 GDP 

中古住宅販売仮契約 

米耐久財受注 

新規失業保険申請件数 

28   

国内貿易収支確報 
全国 CPI 
仏 GDP 
米 GDP 速報 
ミシガン大信頼感・確報 
大阪マラソン 10/30 
スケートカナダ 
（10/28～30 ミシサガ） 

31 新月 

N Y 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑩取引最終日

日銀金融政策決定会合 

トルコ貿易収支 

ユーロ GDP 

31 日続き 

シカゴ購買部景気指数 

個人所得個人支出 

コアデフレーター 

FOMC,BOE 今月なし 

社会人野球日本選手権

10/29～11/8 

松戸ラーメンサミット

10/8～10 21 世紀の森 

東京ラーメンショー 

10/27～11/6 駒沢 OP 

天下一品祭り 10/1～10 

東京モーターフェス 

10/8-10 船の科学館前 

JapanCoffeeFestivali

nNakazaki（10/1） 

みなと神戸 酒フェス 2016

（10/2） 

吉野家３枚集めて 380

円引きキャンペーン 

10/19 15 時まで 

大相撲秋巡業 10/5～30 

10/16 大阪、10/21 神戸 

菊花賞 10/23 

天皇賞（秋）10/30 

将棋龍王戦 

10/15-16 天龍寺 

10/27-28 小涌園 


