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2017 年 6 月  

月 火 水 木 金 
はなまる「うどん県のそ

ーめん」6/2 から販売 

くら寿司「夏の中華シリ

ーズ」6/2 から限定販売 

東京ビアウィーク 5/27

～6/11 

マクドスマイル向上宣

言月間 6/1～6/30 

U20W 杯決勝 T、R16：

5/30-6/1、準々決勝：

6/4-5、準決勝：6/8 

決勝：6/11 

欧州 CL 決勝 6/3（英） 

ユベントス vs レアル 

卓球世界選手権～6/5 

全仏オープン～6/11 

１日続き 

ISM 製造業景況指数 

ADP 雇用統計 

新規失業保険申請件数 

米建設支出 

米新車販売台数 

都民ファースト会決起 

利根川鮎釣り解禁 6/1 

1 郵便料金値上げ 

貴船祭り 

豪小売売上高 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

中国 PMI（財新） 

日本ゴルツアー選手権 

2 

米貿易収支 

米雇用統計 

よこすかカレーフェスティ

バル 6/3-4 

保津川鮎釣り解禁 6/3 

長良川鮎釣り解禁 6/4 

5 

豪サービス業景況指数

財新中国サービス業景

況指数 

トルコ PPI,CPI 

米耐久財受注確報 

製造業新規受注 

ISM 非製造業景況指数 

6  

EIA 月例報告 

RBA キャシュレート 

ユーロ小売売上高 

男子バレーボールワー

ルドリーグ 6/3-18 

創業大正 12 年虎屋の

夏限定「あじさいういろ

う」の販売 6/2-19 

7  
豪 GDP 

景気動向指数速報 

ユーロ GDP 

米消費者信用残高 

日本 vs シリア 

日比谷オクトーバーフ

ェス 6/2～6/11 

8 嵐山若鮎祭り  
英総選挙  

ECB 理事会 

豪貿易収支 

景気ウォッチャー調査 

国内 GDP２次速報 

中国貿易収支 

トルコ鉱工業生産 

新規失業保険申請件数 

9 満月木星逆行終了 

IOC 臨時理事会 

USDA 需給報告 

大阪コメ納会 

中国貿易統計、PPI、CPI 

独貿易収支英貿易収支 

米卸売在庫 

サントリーレディース

6/8～11（六甲国際 C） 

なでしこ vs オランダ 

12 

6/11，6/18 仏下院選挙

トルコ GDP 

米財政収支 

ベトナムフェスティバ

ル 6/10-11 代々木公園 

てんや 6/1 から「大江戸

天丼」期間限定販売 

13  

OPEC 月例報告 

ZEW 景況指数 

米 PPI 

FOMC～6/14 

W 杯最終予選（テヘラ

ン）日本 vs イラク 

なでしこ vs ベルギー 

14  

IEA 月例報告 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

英雇用統計 

商務省小売売上高 

米 CPI、米企業在庫 

住吉大社御田植神事 

FOMC 声明 15 日 3：00 

15 BOE 政策金利 

東京コーン＆大豆納会 

NZGDP 豪雇用統計 

スイス政策金利 

トルコ政策金利 
NY 連銀製造業景況指数

フィラデルフィア連銀

製造業景況指数 

鉱工業生産設備稼働率 

16 海王星逆行開始 

日銀金融政策決定会合

6/15～16 

日銀総裁会見 

米住宅着工許可件数 

ミシガン大信頼感速報 

トワイライトエクスプ

レス瑞風運行開始 6/17 

全米オープン 6/15～18 

19  

通常国会期末 6/18 

国内貿易収支 

紀州ラーメンフェスタ

6/18（御坊） 

三 千 院 あ じ さ い 祭 り

6/17～7/13 

表参道街バル 6/15～21 

20 

WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

中国景気先行指数 

米経常収支 

天神祭ギャル神輿１次

審査応募締切～6/20 

1 次書類審査 6/24 

2 次審査面接 7/8 

21  

豪景気先行指数 

日銀金融政策決定会合

議事要旨 4/26-27 分 

中古住宅販売統計 

訪日外国人数 

台 湾 フ ェ ス テ ィ バ ル

6/22-25（上野） 

22  

EU 首脳会議～6/23 

NZ 政策金利 

トルコ消費者信頼感 

新規失業保険申請件数

カンファレンスボード

景気先行指数 

 

23 新月（２４日） 

沖縄慰霊の日 
東京都議選告示 
東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
キャトルオンフィード 

トルコ鉱工業生産 

設備稼働率 

米新築住宅販売 

26 

東京ゴム納会 

日銀「主な意見」 

景気動向指数確報 

IFO 景況感 

米耐久財受注速報 

大相撲番付発表 

宝塚記念 5/25 

27 

東京貴金属納会 

東京小豆納会 

NZ 貿易収支 

中国工業利益 

ケースシラー住宅価格 

カンファレンスボード

消費者信頼感 

28 

N Y 貴金属納会 

中古住宅販売仮契約 
ケンタッキーとりの日
パック 1380→1000 円 

29 
国内貿易収支 

米 GDP 確報値 

新規失業保険申請件数 

全米女子プロ選手権 

6/29～7/2（オリンピア

フィールズ） 

30  

USDA 作付面積 

USDA 四半期在庫報告 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑥取引最終日 

英 GDP個人所得個人支出 

ミシガン信頼感確報 
シカゴ購買部景気指数 
中国 PMI(国家統計局) 


