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2017 年 12 月  

月 火 水 木 金 
天王星月内逆行中 

今月重要変化日なし、 

普通変化日 

12/3、11，13，21、26 

Buy12/4-5，12/8、12/28 

Sell12/21，12/26 
与 党 税 改 正 大 綱 決 定
12/14 

卓球ワールドツアーグ

ラ ン ド フ ァ イ ナ ル

12/14～17 カザフ 

皇后杯決勝 12/24 

ゴルフ女子団体対抗戦

ザクィーンズ 12/1-3 

フ ィ ギ ュ ア 全 日 本

12/21～24 

OOSKA 光のルネッサン

ス 12/14～25 中之島 

京都嵐山花灯篭 

12/8-17  了徳寺大根

だき 12/9-10 

東京ミッドタウン、表

参道イルミネーション

～12/25 

１日続き 

皇室会議（重要決定） 

ユーキャン新語・流行語

大賞発表 

ユーロ PMI 

ISM 製造業景況指数 

米新車販売台数 

米建設支出 

1  

ロシア W 杯組み合わせ

抽選会（モスクワ） 

豪製造業景況指数 

中国 PMI（財新） 

全国 CPI 

国内新車登録台数 

4 満月４日 

水星逆行開始 12/3～22 

トルコ PPI、CPI 

米耐久財受注確報 

大相撲冬巡業 12/3-17 

福岡国際マラソン 12/3 

J1 最終節 12/2 

J1 昇格プレーオフ 12/3 

ジ ャ ン プ 女 子 W 杯

12/2、12/16 

5 J リーグアォーズ   

RBA キャシュレート 

一部国会議員が靖国集

団参拝 

豪小売売上高 

財新中国サービス業景

況指数 

ユーロ GDP 南ア GDP 

米貿易収支 

ISM 非製造業景況指数 

6  
IOC 理事会 12/5-7 

豪 GDP 

ADP 雇用統計 

カナダ政策金利 

クラブ W 杯 12/6～16 

１０万人のキャンドル

ナイト西梅田 

マックナゲットの新ソ

ース 2 種限定販売開始 

7  
豪貿易収支 

景気動向指数速報 

仏貿易収支 

新規失業保険申請件数 

米消費者信用残高 

GP ファイナル～12/9 

松屋鶏ささみステーキ販売

12/5 から 

神戸ルミナリエ 12/8～17 

8  

大阪コメ納会 

豪住宅ローン許可件数

中国貿易収支 

国内 GDP2 次速報 

景気ウォッチャー調査 

米卸売在庫 

ミシガン大信頼感速報 

米雇用統計 

なでしこ vs 韓国 

11  

新名神高槻 JCT-川西 IC 

12/10 15 時開通  

トルコ国際収支 

トルコ GDP 

中国 PPI、CPI（12/9） 

ノーベル平和賞文学賞

授賞式 12/10 

なでしこ vs 中国  

日本 vs 北朝鮮 12/9 

12  

EIA 月例報告 

USDA 需給報告 

FOMC12/12～12/13 

「今年の漢字」清水寺 

ZEW 景況指数、 

米 PPI 米財政収支 

日本 vs 中国  

大リーグウィンターミ

ィーティング 12/11-14 

13  

OPEC 月例報告 

豪消費者信頼感 

英雇用統計 

米 CPI 

FOMC 声明 14 日 4：00

北野天満宮大福梅授与

マクドハッピーセット

30 周年記念体験プログ

ラム実施 

14 トルコ政策金利 

シカゴコーン納会 

IEA 月例報告 

ECB 理事会 

BOE 政策金利 BOE 議事録

豪雇用統計 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

商務省小売売上高 

米企業在庫 

15  

東京コーン納会 
一般大豆納会 

日銀短観 

トルコ雇用統計 

ユーロ貿易収支 

NY 連銀製造業景況指数

鉱工業生産・設備稼働率 

なでしこ vs 北朝鮮  

日本 vs 韓国 12/16 

18 新月 18 日 

国内貿易収支速報 

金井さん搭乗のロシア

宇宙船ソユーズ打ち上

げ 12/17 

甲子園ボウル 12/17 

WBC女子世界ミニマム級

タイトルマッチ黒木 vs

小関 12/17 

19  

WTI 原油納会（NY） 

IFO 景況感 

米住宅着工許可件数 

米経常収支 

ラーメン EXPOin 万博 

12/1～12/25 

 

 

20  

東京コメ納会 

東京小豆納会 

日銀金融政策決定会合 

NZ 貿易収支 

豪景気先行指数 

訪日外国人数 

中国景気先行指数 

中古住宅販売統計 

21  

日銀総裁会見 

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

景況指数 

米 GDP 確報値 

レスリング全日本～12/23 

22 水星逆行終了 

東京ゴム納会 
キャトルオンフィード 

英仏 GDP 

ミシガン大信頼感確報 

米新築住宅販売 

個人所得個人支出 

米耐久財受注 

天皇陛下誕生日 12/23 

25 クリスマス 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
東京貴金属納会 

景気動向指数確報 

有馬記念 12/24 

全国高校駅伝 12/24 

H2A37 号打ち上げ 12/23 

26 

大相撲初場所番付発表

金融政策決定会合議事

要旨 10/30-31 分 

トルコ鉱工業信頼感 

トルコ設備稼働率 

ケースシラー住宅価格 

27 

N Y 貴金属納会 

国内貿易収支確報 
中国工業利益 
スピードスケート五輪
代表選考会～12/30 
全国高校ラグビー開幕 

 

28 日銀「主な意見」 
新規失業保険申請件数

シカゴ購買部景気指数 

サ ッ カ ー 高 校 選 手 権

12/30-1/8 

東京ウォーカーラーメ

ンフェス 12/25～31 

29 大納会 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑫取引最終日 

トルコ貿易収支 

プロボクシング 

12/30 ダブル世界戦 

12/31 トリプル世界戦 


