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2018 年 3 月  

月 火 水 木 金 
ファイナンシャルアス

トロジー 

水星逆行 3/23-4/15 

木星逆行 3/9-7/10 

重要変化日 3/31 

普通変化日 3/4、18、24 

ドル売買日 

Buy：3/20-21，3/29 

Sell：3/17-18、3/31-1 

アルガルベカップ 

なでしこ vs オランダ

3/1 0：40 

なでしこ vs アイスラ

ンド 3/3 0：25 

なでしこ vs デンマー

ク 3/6 0：40 

SL 北びわこ号運転日

3/4，3/25 

１日続き 

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 

個人所得個人支出 

プロボクシング W 世界

戦、神の左山中 vs ネリ  

1 ゆうパック値上げ 

嵐山トロッコ列車運転

開始 3/1～ 

故豊田達郎お別れの会 

パウエル議長議会証言 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

女子プロゴルフ開幕 

2  満月 

ユーロ PPI 

ミシガン大信頼感確報 

スピードスケート世界

スプリント 3/3-4 

侍ジャパン vs 豪 3/3 

カメラ見本市 CP+ 

（横浜 3/1～4） 

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 

アカデミー賞授賞式 3/4 

大江戸骨董市 3/4 

（東京国際フォーラム） 

パンフェス 3/2-4 横浜 

びわ湖毎日マラソン 3/4 

6  

EIA 月例報告 

RBA キャシュレート 

豪小売売上高 

南ア GDP 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

 

7  
トルコ政策金利 

豪 GDP 

ユーロ GDP 

景気動向指数速報 

米消費者信用残高 

ADP 雇用統計 

米貿易収支 

ベージュブック 

8  
USDA 需給報告 

日銀金融政策決定会合 

ECB 理事会会見アリ  

豪貿易収支 

国内 GDP2 次速報 

中国貿易収支 

スイス雇用統計 

新規失業保険申請件数 

9  

大阪コメ納会 

日銀黒田総裁会見 

木星逆行開始 

中国 PPI,CPI 

英独貿易収支 

米雇用統計 

スピードスケート世界

選手権 3/9-11 オランダ 

12 米国夏時間入り     

トルコ国際収支 

米財政収支 

ジュネーブモーターシ

ョー3/8～18 

大相撲春場所 3/11～25

名古屋女子マラソン 3/11 

保津川下り 3/10 川開き 

ぶらり銀座春の酒祭り

3/9-11 

13  

EU 財務相理事会 

豪住宅ローン許可件数 

日銀企業物価指数 

米 CPI 

清水寺夜の特別拝観 

3/9～3/18、3/30～4/8

高台寺ライトアップ 

3/9～5/6 

猪猟 3/15 まで 

14  

OPEC 月例報告 
シカゴコーン納会 
シカゴ大豆納会 

金融政策決定会合議事

要旨 1/22-23 分 

豪消費者信頼感 

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、米 PPI 

15 スイス政策金利 

IEA 月例報告 

トルコ雇用統計 

マンション市場動向 

新規失業保険申請件数 

NY 連銀製造業景況指数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

福島原発事故損害賠償

裁判判決（京都地裁） 

16 新月 3/17 

春の選抜組合せ抽選会 

トルコ鉱工業生産指数 

ミシガン大信頼感速報 

鉱工業生産設備稼働率 

米住宅着工許可件数 

カーリング女子世界選

手権 3/17-25 カナダ 

福島原発事故損害賠償

裁判判決（東京地裁） 

19 

ロシア大統領選 3/18 

日銀「主な意見」 

国内貿易収支速報 
ライトムーブ住宅価格 

G20財務相中銀総裁会議 

メトロなど５社直通５

周年記念イベント 3/17 

20  
WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

トルコ消費者信頼感 

ZEW 景況感 

英 CPI,PPI 

FOMC～3/21 

21 春分の日 

豪景気先行指数 

英雇用統計 

米経常収支 

中古住宅販売統計 

FOMC 声明 22 日 3：00 

フィギュア世界選手権

3/19-25 羽生、宮原 

22 EU 首脳会議  

英、NZ 政策金利 

豪雇用統計 

IFO 景況感 

ユーロ PMI 

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 

23  

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
キャトルオンフィード 

水星逆行開始～4/15 

米新築住宅販売 

米耐久財受注 

日本 vs マリ（親善） 

高校野球開幕 4/4 まで 

26 

東京ゴム納会 

NZ 貿易収支 

仏 GDP 

自民党定期党大会 3/25 

和酒フェス 3/24-25 

奈良ラーメン博 3/24-25 

27 

N Y 貴金属納会 
東京小豆納会 

中国工業利益 

ケースシラー住宅価格 

米消費者信頼感 

日本 vs ウクライナ 

（親善） 

28  

南ア政策金利 

米 GDP 確報値 

中古住宅販売仮契約 

二 条 城 ラ イ ト ア ッ プ

3/23～4/15 

29 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

USDA 作付意向面積 

USDA 四半期在庫報告 

国内貿易収支 

トルコ GDP、英 GDP 

個人所得個人支出 

大リーグ開幕 

30 グッドフライデー 

重要変化日 3/31 

東京原油③取引最終日 

シカゴ購買部景気指数 1 

JPX 清田 CEO 会見 

プロ野球開幕 阪神 vs

巨人（東京 D）他  


