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2018 年 9 月  

月 火 水 木 金 

3 レーバーデー 

（米国休場） 
豪製造業景況指数 

豪小売売上高 

中国製造業 PMI（財新） 

国内新車登録台数 

トルコ CPI,PPI 

ユーロ PMI 

4  

RBA キャシュレート 

ユーロ PPI 

南ア GDP 

ISM 製造業景況指数 

米新車販売台数 

米建設支出 

全米 OP テニス～9/9 

5 
豪 GDP 

中国サービス業 PMI 

ユーロ小売売上高 

米貿易収支 

カナダ政策金利 

U18 侍 J アジア選手権

9/3～9/9 宮崎 

6 土星逆行終了  

豪貿易収支 

新規失業保険申請件数 

ISM 非製造業景況指数 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

ADP 雇用統計 

東京都英語村オープン 

7  
景気動向指数確報 

ユーロ GDP 

独貿易収支仏貿易収支 

米雇用統計 

中国貿易収支 9/8 

日本ｖｓチリ（札幌 D） 

ベネチア映画祭授賞式 9/8 

10 新月 

北朝鮮建国記念日 9/9 

国際捕鯨委員会総会 

国内 GDP2 次速報 

景気ウォチャー調査 

中国 CPI,PPI 

トルコ GDP、英貿易収支 

消費者信用残高 

目黒さんま祭り 9/9 

 

11 重要変化日 

EIA 月例報告 

大阪コメ納会 

ZEW 景況感 

英雇用統計 

米卸売在庫 

こうのとり７号機打ち上げ

日本ｖｓコスタリカ（吹田ス） 

新体操世界選手権 

9/7～16 ソフィア 

12  
OPEC 月例報告 

USDA 需給報告 

豪消費者信頼感 

米 PPI 

ベージュブック 

女子ホッケーいばらぎ

国際大会 9/12-16 

吉野家はなまるガスト合同

定期券 9/10～使用可 

13  
渋谷ストリーム開業

BOE 政策金利 

ECB 理事会会見アリ 

IEA 月例報告 

トルコ政策金利 

豪雇用統計 

マンション市場動向 

新規失業保険申請件数 

米財政収支、米 CPI 

14  

シカゴコーン納会 
シカゴ大豆納会 

中国小売売上 

中国鉱工業生産 

トルコ国際収支 

鉱工業生産設備稼働率 

商務省米小売売上高 

ミシガン大信頼感速報 

三交イン淀屋橋開業 9/15 

17 敬老の日  

上海ゴム納会 

トルコ雇用統計 

ユーロ CPI 

NY 連銀製造業景況指数 

エジプト・イスラエル和

平合意から 40 周年 

鞍馬寺義経祭り 9/15 

東京和牛ショー9/13-17 

ベルリンマラソン 9/16 

18  

日銀金融政策決定会合 

国連総会開会 

基準地価の公表 

男子バレー世界選手権

9/10～30 ブルガリア伊 

大相撲秋場所 9/9～23 

高校野球 100 回目の夏

特別展 9/30 まで 

ビアフェス横浜 9/15-17 

19  

日銀総裁会見 

豪景気先行指数 

国内貿易収支 

訪日外国人数 

絢子様守谷氏告期の儀 

米経常収支 

米住宅着工許可件数 

ポ ー ト ラ ン ド フ ェ ア

9/19～24 阪神梅田本店 

20  

東京コメ納会 

WTI 原油納会（NY） 

NZGDP 

トルコ消費者信頼感 

スイス、南ア政策金利 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

新規失業保険申請件数 

中古住宅販売統計 

21  

秋の全国交通安全運動

9/21～30 取締りに注意 

東京ゴム納会 

全国 CPI 

仏 GDP 

東京ゲームショー 2018 

9/22～23 幕張 

ふくろ祭り 

9/22～23 池袋 

24 中秋の名月 
トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

嵐山の鵜飼い 9/23 まで 

上賀茂神社観月祭 

大覚寺観月の夕べ 

9/22～24 

全国ご当地丼ぶり選手

権 9/22-23 東京ビッグ S 

25 満月 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
東京小豆納会 

金融政策議事要旨 

景気動向指数改定値 

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 

FOMC9/25～9/26 

26  

N Y 貴金属納会 

NZ 貿易収支 

中国景気先行指数 

米新築住宅販売 

FOMC 声明 27 日 3：00 

FRB 議長会見アリ 

太陽の塔展覧会 9/15～

11/4 あべのハルカス 

27  
御嶽山噴火から４年 

NZ 政策金利 

国内貿易収支確報 

中国工業利益 

新規失業保険申請件数 

耐久財受注 

中古住宅販売仮契約 

米 GDP 確報値 

28  

USDA 四半期在庫報告 
キャトルオンフィード 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑨取引最終日 

日銀「主な意見」 

ワールド東証に上場 

トルコ貿易収支 

福井国体 9/29～10/9 

アストロジー 

月内天王星海王星冥王

星逆行中 

重要変化日：9/11 

普通変化日：9/21，25 

Buy:9/1，9/9 

 

女子バレー世界選手権

9/29～10/20 横浜他 

日本女子プロ 9/6～9 

日本女子オープン 

9/27～30 千葉 C 

柔道世界選手権 9/20-27 

新橋酒祭り 9/15 

防災の日 9/1 

自民総裁選告示 9/7 

自民総裁選投票日 9/20 

自民総裁任期切れ 9/30 

ラーメン女子博 in 大阪 

9/27～10/8 長居 

法輪寺重陽の節会 9/7 

9/3発売の週刊ジャンプ

にマクドのハンバーガ

ー無料券がついてくる 

大阪王将 9/1 限定「元祖

餃子」100 円！ 

平安日本酒フェス 9/2 

松尾大社八朔祭 9/2 

28 日続き 

英 GDP 独雇用統計 

米個人所得個人支出 

ミシガン大信頼感確報 

シカゴ購買部景況指数 

中国 PMI（NBS）9/30 

沖縄県知事選 9/30 


