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2017 年 10 月  

月 火 水 木 金 

2 中国国慶説～10/8 

郵政民営化から１０年 

豪製造業景況指数 

日銀短観 

国内新車登録台数 

ユーロ PMI 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

乃木神社日本酒の会 

3 
RBA キャシュレート 

トルコ PPI,CPI 

米新車販売台数 

松屋新米フェア 10/10

まで大盛り無料 

ノーベル賞発表 10/2～ 

坂口氏村上氏有力 

4 
豪サービス業景況指数

ADP 雇用統計 

ISM 非製造業景況指数 

八坂神社下鴨神社松尾

大社西宮神社、観月祭 

体操世界選手権 10/2～

10/10 

5 
豪小売売上高 

豪貿易収支 

米貿易収支 

新規失業保険申請件数 

米耐久財受注確報 

製造業新規受注 

 

6 満月 

景気動向指数速報 

米雇用統計 

米卸売在庫 

米消費者信用残高 

日本 vsNZ 

関西ラーメンダービー

10/7～15JRA 京都 

嵐山・宙フェス 10/8 

9 体育の日・コロンブ

スデー（株式商品あり） 

フレデリック皇太子来日 

財新中国サービス業景

況指数 

トルコ鉱工業生産指数 

まんぱく in 万博 10/7～

10/16 

シ カゴ マラソ ン 10/8 

U17W 杯開幕 10/8～ 

10 衆院選挙告示 

朝鮮労働党創建 72 年  

IMF 世界経済見通し 

みちびき４号打ち上げ 

大阪コメ納会 

IEA 月例報告 

日銀さくらリポート 

景気ウォッチャー調査 

英独貿易収支 

日本 vs ハイチ 

11  
EIA 月例報告 

OPEC 月例報告 

中国共産党中央委第７

総会 

豪消費者信頼感 

米財政収支 

FOMC 議事録 9/19-20 分 

下 北 沢 カ レ ー フ ェ ス

10/6～10/15 

12  
USDA 需給報告 

G20財務相中央銀行総裁

会議～10/13 

豪住宅ローン許可件数

新規失業保険申請件数

米 PPI 

ドクターX スタート 

バブスタン vs 勅使河原

日本オープン～10/15 

13  

IMF・世界銀行年次総会 
東京コーン納会 
一般大豆納会 

中国貿易収支 

商務省小売売上高 

米企業在庫、米 CPI 

ミシガン大信頼感速報 

箱根駅伝予選会 10/14 

プロ野球 CS 開幕 10/14 

16  

北朝鮮拉致被害者帰国

から、１５年（10/15） 

中国 PPI、CPI 

トルコ雇用統計 

ユーロ貿易収支 

NY 連銀製造業景況指数 

 

17  

NZCPI、ユーロ CPI 

英 CPI,PPI 

ZEW 景況指数 

鉱工業生産・設備稼働

率 

靖国神社秋季例大祭 

10/17～20 

18 重要変化日 

中国共産党大会開幕 

豪景気先行指数 

英雇用統計 

米住宅着工許可件数 

ベージュブック 

てんやの日 

19  
豪雇用統計 

国内貿易収支速報 

中国 GDP、小売売上高 

中国鉱工業生産 

新規失業保険申請件数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

 

20 新月 

WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

ユーロ国際収支 

中古住宅販売統計 

小池知事パリ出張予定 

10/21～25 

ロシア杯～10/22 

大相撲秋巡業枚方場所 

23 衆院選挙 10/22 

景気動向指数確報 

トルコ消費者信頼感 

なでしこ vs スイス 

10/22、菊花賞 10/22 

ボクシングトリプル世

界戦 10/22 両国 

京都 3 大祭りの時代祭

平安神宮 10/22 

24  

東芝臨時株主総会 

中国景気先行指数 

ユーロ PMI 速報 

フードソニック 

10/21～29 万博 

25  

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京ゴム納会 

豪 CPI 

トルコ鉱工業信頼感 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感、英 GDP 

米耐久財受注 

米新築住宅販売 

26  

プロ野球ドラフト会議 
東京貴金属納会 

東京小豆納会 

ECB 理事会 

トルコ政策金利 

NZ 貿易収支 

新規失業保険申請件数 

中古住宅販売仮契約 

27 プレミアムフライデ 

N Y 貴金属納会 
キャトルオンフィード 

豪 PPI 

日本消費者物価 

米 GDP 速報値 

ミシガン大信頼感確報 

東京モーターショー開幕  

日本シリーズ開幕 10/28  

30 

金融政策決定会合 

個人所得個人支出 

天皇賞（秋）10/29 

大相撲番付発表 

31 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑩取引最終日

中国 PMI（NBS） 

国内貿易収支確報 

トルコ貿易収支 

３１日続き 
日銀経済物価情勢の展
望、日銀総裁会見 

ケースシラー住宅価格 

米消費者信頼感 
シカゴ購買部景気指数 

FOMC～11/1 

天王星海王星月内逆行中 

普通変化日 10/5，10/8 

アストロ DollBuy10/8 
防衛省移行１０周年記
念航空式典 10/29 
ラグビー日本代表 vs 世
界選抜 10/28 

今宮戎福娘募集中 11/6

まで 

東京ラーメンショー

10/26～11/5 駒沢 OP 

東京和牛ショー 

10/19-23 駒沢 OP 

国内最大級の伊丹街角

バル 10/21 


