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2018 年 2 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

今月惑星逆行なし 

重要変化日 2/17 

普通変化日：2/4，2/16，

2/25 

 

ドル 

Buy：2/25-26 

Sell：2/23 

平昌五輪 2/8～25 

スピードスケート女子 

3000ｍ2/10 高木 

1500m 2/12 高木  

1000ｍ決勝 2/14 小平 

500ｍ決勝 2/18 小平  

T パシュート決勝 2/21 

スピードスケート男子 

1500ｍ2/13 

1000ｍ2/15、500ｍ2/19 

カーリング女子 

予選 L2/15～2/21 

準決勝 2/23 決勝 2/25 

フィギュアスケート 

団体戦 2/9～2/12 

女子アイスホッケー 

日本 vsスェーデン 2/10

日本 vs スイス 2/12 

日本 vs韓国北朝鮮 2/14 

準々決勝 2/17決勝 2/22 

1  

豪住宅建設許可件数 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

中国 PMI（財新） 

新規失業保険申請件数 

ISM 製造業景況指数 

米新車販売台数 

米建設支出 

2   

ユーロ PPI 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

米雇用統計 

ミシガン大信頼感確報 

GPIF 運用実績公表 

イエレン議長の任期終了

2/3 

5  

財新中国サービス業 PMI 

トルコ PPI、CPI 

ISM 非製造業景況指数 

民進党大会 2/4 

IOC 理事会 2/3～5 

 

6  

EIA 月例報告 

RBA キャシュレート 

豪貿易収支 

豪小売売上高 

米貿易収支 

 

7  
インド政策金利 

NZ 雇用統計 

景気動向指数速報 

米消費者信用残高 

 

8  
USDA 需給報告 

NZ 政策金利 

BOE 政策金利 

中国貿易収支 

トルコ鉱工業生産指数

新規失業保険申請件数 

9  

大阪コメ納会 

豪住宅ローン許可件数

中国 PPI,CPI 

スイス雇用統計 

富士ゼロックススーパ

ーカップ 2/10 

12 建国記念日   
OPEC 月例報告 

米財政収支 

ジャンプ男子 NH 決勝

2/10 伊東、葛西 

女子ジャンプ高梨、伊藤

スロープスタイル鬼塚 

リオカーニバル 2/11～  

京都大原三千院大根焚

2/10～12 

13  

IEA 月例報告 

企業物価指数 

英 PPI、CPI 

南ア雇用統計 

金正男殺害から 1 年 

女子ハーフパイプ決勝 

14  

豪消費者信頼感 

国内 GDP１次速報 

マンション市場動向 

ユーロ GDP、独 GDP 

商務省小売売上高 

米企業在庫、米 CPI 

男子ハーフパイプ決勝 

ノルディク複合 NH 

山崎聖天厳冬祭～2/16 

15 中国春節～2/21 

東京コーン納会 
一般大豆納会 

豪雇用統計 

トルコ雇用統計 

新規失業保険申請件数 

米 PPI 

NY 連銀製造業景況指数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

16 新月 

故金正日生誕 76 周年 

重要変化日 2/17 

ミシガン大信頼感速報 

米住宅着工許可件数 

ジャンプ男子 LH 予選、

決勝 2/17 葛西、伊東 

フィギュア男子 SP2/16 

フィギュア男子 FP2/17 

羽生、宇野 

19 プレジデンツデー

（米国休場）  
国内貿易収支速報 

ユーロ国際収支 

ライトムーブ住宅価格 

秩父ウィスキー祭 2/18

ジャンプ男子 LH 団体 

フェブラリーステーク

ス 2/18 

20  
WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

NZPPI 

トルコ消費者信頼感 

ZEW 景況感 

ノルディク複合 LH 

アイスダンス決勝 FP 

 

21  

豪景気先行指数 

ユーロ PMI 

英雇用統計 

中古住宅販売統計 

FOMC 議事録 1/30-31 分 

フィギュア女子 SP 宮原 

クロスカントリー決勝 

22  

アウトルックフォーラ

ム 2/22-23 

東京ゴム納会 

IFO 景況感 

トルコ設備稼働率 

新規失業保険申請件数 

米景気先行指数 

ノルディク複合団体 

23  

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
東京貴金属、小豆納会 
キャトルオンフィード 

EU 首脳会議 

皇太子様誕生日 

NZ 小売売上高 

中国景気先行指数 

フィギュア女子 FP 宮原 

ビッグエアー鬼塚、岩渕 

26 

N Y 貴金属納会 

景気動向指数確報 

米新築住宅販売 

ベルリン映画祭授賞式

2/24 

東京マラソン 2/25 

J1 開幕 2/24 

27 

NZ 貿易収支 

国内貿易収支確報 

ケースシラー住宅価格 

米耐久財受注 

モバイルワールドコン

グレス 2/26～3/1 

28  

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油②取引最終日 

中国 PMI（NBS）  

トルコ貿易収支 

米 GDP 改定値 

シカゴ購買部景気指数

八坂神社舞妓・芸妓さん

の豆まき 2/2-3 

タカラジェンヌが来る

中山寺星祭節分祭 2/3 

吉野家 SB スマホユーザ

-毎週金曜日牛丼並プレ

ゼント 2 月中、なか卯豚

テキ重 2/1 から販売 

神戸南京町春節祭 

2/16～2/18 

京都レストランウィン

タースペシャル２月中 

プロ野球オープン戦 

2/24 開幕～3/25 

アルガルベカップ 

2/28～3/7 


