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2018 年 8 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

重要変化日なし、普通変

化日：8/2，9，11，14，

25，29Buy:8/12-13,8/31 

土星海王星冥王星逆行

中 

マックフルーリーブラ

ックサンダー8/1から限

定販売 

吉野家小学生以下半額

キャンペーン 8/26 まで 

青森ねぶた祭り 8/2-7 

秋田竿燈まつり 8/3-6 

仙台七夕祭り 8/6-8 

中目黒夏祭り 8/4-5 

神田明神納涼祭 8/10-12 

淀川花火大会 8/4 

いたみ花火大会 8/25 

みんなで靖国神社に参

拝する国会議員の会 

全国戦没者追悼式 8/15 

北朝鮮解放記念日 8/15 

1 
NZ 雇用統計 

中国製造業 PMI（財新） 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

ISM 製造業景況指数 

ADP 雇用統計 

米新車販売台数 

米建設支出 

FOMC 声明文 8/2 3 時  

2  

BOE 政策金利 

豪貿易収支 

新規失業保険申請件数 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

高校野球組合せ抽選会

全国高校総体 8/1～20 

全英女子リコーOP8/2～  

大相撲夏巡業～8/26 

3 GPIF 運用実績 
豪小売売上高 

中国サービス業 PMI 

日銀金融政策決定会合

議事要旨ユーロ PMI 

ISM 非製造業景況指数 

米貿易収支 

米雇用統計 

トルコ CPI,PPI 

なでしこ vs 豪 6：50 

6  

独製造業受注 

皇太子様出席第 100 回

夏の甲子園開会式 8/5 

全国高校野球 8/5～8/21 

ソフトボール世界選手

権 8/2～12（千葉） 

下鴨神社夏越神事 

7 天王星逆行開始 

EIA 月例報告 

RBA キャシュレート 

景気動向指数速報 

独仏貿易収支 

消費者信用残高 

六道まいり 8/7-10 

8  
日銀「主な意見」 

豪住宅ローン許可件数 

中国貿易収支 

景気ウォチャー調査 

JXTG 決算発表 

パンパシフィク水泳選

手権 8/9-13 東京辰巳 

9  
NZ 政策金利 

新規失業保険申請件数 

中国 CPI,PPI 

米 PPI 

米卸売在庫 

昭和シェル決算発表 

コスモエネ決算発表 

全米プロ 8/9～12 

10 新月（11 日） 

USDA 需給報告 

IEA 月例報告 

大阪コメ納会 

国内 GDP１次速報 

トルコ国際収支、英 GDP 

米財政収支、米 CPI 

WBC世界女子バンタム級

ファレス vs 貫輝美 8/11 

13   

OPEC 月例報告 

ペルセウス座流星群極大 

阪急土日ダイヤ 8/13-15 

日中平和友好条約 40 周

年 8/12 

日航機御巣鷹山事故か

ら 33 年（8/12） 

絢子さま納采の儀 8/12 

高校サッカー決勝 

14  

シカゴ大豆納会 

中国小売売上 

中国鉱工業生産 

ZEW 景況感 

ユーロ GDP、独 GDP 

英雇用統計 

出光興産決算発表 

15  

上海ゴム納会 

東京コーン納会 

一般大豆納会 

豪消費信頼感 

訪日外国人数 

トルコ雇用統計 

NY 連銀製造業景況指数

鉱工業生産設備稼働率 

商務省米小売売上高 

16  

京都五山の送り火 

豪雇用統計 

国内貿易収支 

トルコ鉱工業生産指数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

新規失業保険申請件数 

米住宅着工許可件数 

岩佐 vs ドヘニー 

17 水星逆行終了 

トルコ消費者信頼感 

ミシガン大信頼感速報 

米景気先行指数 

猪名川花火大会 8/18 

レモンサワーフェステ

イバル 8/18-19 横浜 

隅田川おどり 8/18-19 

白鳥座 K 流星群極大  

20  
東京コメ納会 

主要コンビニ売上高 

ライトムーブ住宅価格 

水泳アジア大会 8/18-24 

インドネシア 

21 
 WTI 原油納会（NY） 
激辛グルメ祭り 8/21～

9/17 新宿大久保公園 

22  

NZ 小売売上高 

Westpac 先行指数 

中古住宅販売統計 

FOMC議事録 8/23 3時  

 

23  
ジャクソンホール会合 

中国景気先行指数 

新規失業保険申請件数 

米新築住宅販売 

六 本 木 ヒ ル ズ 盆 踊 り

8/24～26 

24 満月 26 日 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
キャトルオンフィード 

NZ 貿易収支 

独 GDP 

耐久財受注 

がんがら火祭り 

27 火星逆行終了 

東京ゴム納会 

中国工業利益 

IFO 景況感 

トルコ設備稼働率 

富士火力総合演習 8/26 

28  

東京貴金属納会 
東京小豆納会 

ケースシラー住宅価格 

カンファレンスボード

消費者信頼感 

 

29  

N Y 貴金属納会 

トルコ貿易収支 

中古住宅販売仮契約 

仏 GDP 

米 GDP 改定値 

 

30 

豪住宅建設許可件数 

国内貿易収支 

独雇用統計 

個人所得個人支出 

全 米 オ ー プ ン テ ニ ス

8/27～9/9 

31 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑧取引最終日 

中国 PMI（NBS） 

ユーロ CPI 

ミシガン大信頼感確報 

シカゴ購買部景況指数 


