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2017 年 9 月  

月 火 水 木 金 
U18 野球 W 杯 9/1～10 
全米オープンテニス～10 

日本女子プロ選手権 

9/7～9/10 安比高原 C 

ゴルフ日本女子オープ

ン 9/28～10/1 

くら寿司糖質オフ商品

8/31 から販売開始 

大起水産川西箕面奈良

生さんま特売 9/1～9/3 

ベルリンマラソン 9/24 

全日本女子バレーグラ

チャン 9/5～9/10 

自転車世界選手権ロー

ドレース 9/16-24  

W 杯最終予選 9/5 
日本 vs サウジアラビア 

卓球アジアカップ 

9/15～17（インド） 

9 月重要変化日なし 

普通変化日 9/8，9/13，

9/21，9/22、9/28 

アストロドル 

Sell 9/11、9/25 

冥王星逆行終了 9/29 

吉野家-はなまるはしご定

期券 300円で 9/1販売開

始 9/15～10/23 使用可 

１日続き 

JR 西日本 30 周年記念乗

り放題きっぷ 9/1 から

期間限定販売 

豪製造業景況指数 

財新中国 PMI 

国内新車登録台数 

内閣府消費動向 

財務省法人企業統計 

ユーロ PMI 確報  

1 防災の日 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

米雇用統計 

ミシガン大信頼感確報 

民進党代表選・臨時党大

会（東京プリンス H） 

4 レーバーデー 

（米国休場） 

ユーロ PPI 

BRICS 首脳会議 9/3～5 

プーチン訪中 

マクドハッピーセット

ポケモンガオーレ 9/1～

限定販売 

5 水星逆行終了  

RBA キャシュレート 

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 

ユーロ GDP 

米耐久財受注確報 

製造業新規受注 

6 満月 
豪 GDP 

米貿易収支 

ISM 非製造業景況指数 

ベージュブック 

カナダ政策金利 

ブラジル政策金利 

悠仁さま誕生日 11 才 

7  
ECB 理事会 

豪小売売上高 

豪貿易収支 

景気動向指数速報 

新規失業保険申請件数 

なか卯「熟成リブロース

重」販売開始 9/7～  

8 SQ 清算日 

ディズニーハロウィン

9/8～10/31 

大阪コメ納会 

国内 GDP2 次速報 

中国貿易収支 

トルコ鉱工業生産指数 

米卸売在庫 

米消費者信用残高 

11 ノルウェー総選挙 

トルコ GDP 

中国 PPI、CPI（9/9） 

北朝鮮建国記念日 9/9 

（ミサイル注意）ベネチ

ア国際映画祭授賞式 9/9 

目黒さんま祭り 9/10 

将 棋 フ ェ ス テ ィ バ ル

（9/9～10 生駒）  

12 国連総会開会 

EIA 月例報告 

OPEC 月例報告 

USDA 需給報告 

英 CPI,PPI 

フランクフルトモータ

ーショー9/12～24 

 

13 IOC 総会 9/13～17 

IEA 月例報告 

英雇用統計 

米 PPI 

米財政収支 

大相撲秋場所（両国） 

9/10～24 

恵比寿麦酒祭り 9/13-18 

 

14  
シカゴコーン大豆納会 

BOE 政策金利 

スイス、トルコ政策金利 

豪雇用統計 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

新規失業保険申請件数 

米 CPI 

15  

トルコ雇用統計 

商務省小売売上高 

NY 連銀製造業景況指数 

米企業在庫 

鉱工業生産・設備稼働率

ミシガン大信頼感速報 

鞍馬寺義経祭り 

海自東京音楽隊定演 9/16 

18 敬老の日 

ユーロ CPI 

肉フェス 9/14～18 

（駒沢 OP＆長居公園） 

小松基地航空祭 

赤坂氷川祭り 9/15-17 

バスまつり 9/17 神戸 

てんやの日 

19  

ZEW 景況指数 

米住宅着工許可件数 

米経常収支 

FOMC～9/20 

20 新月 

WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

日銀金融政策決定会合 

国内貿易収支速報 

中古住宅販売統計 

FOMC 声明 21 日 3：00 

21  

日銀総裁会見 

ツ ー リ ズ ム ジ ャ パ ン

9/21～24 NZGDP 

トルコ消費者信頼感 

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 

22 秋の全国交通安全

運動 9/21-30 
キャトルオンフィード 

ユーロ PMI 

Kara1 グランプリ 9/23 

東京ゲームショー2017 

9/23-24 海浜幕張  

25 仏上院選挙 9/24 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京ゴム納会 

中国景気先行指数 

景気動向指数確報 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

嵐山の鵜飼 9/23 まで 

独議会選挙 9/24 

26 

東京小豆納会 

NZ 貿易収支 
金融政策決定会合議事
要旨（7/19-20 分）  

ケースシラー住宅価格 

米消費者信頼感 

米新築住宅販売 

 

27 

N Y 貴金属納会 
中国工業利益 

米耐久財受注速報 

中古住宅販売仮契約 

御嶽山噴火から３年 

28 

NZ 政策金利 
国内貿易収支確報 
米 GDP 確報値 

新規失業保険申請件数 
ラーメン女子博 in 大阪
9/29～10/3（長居公園） 
 

29 プレミアムフライデ 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑨取引最終日 

USDA 四半期在庫報告 

日銀「主な意見」 

財新中国 PMI 
シカゴ購買部景気指数 

個人所得個人支出 
ミシガン大信頼感確報 


