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2018 年 11 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

天王星逆行中、金星、海

王星月内逆行終了 

水星逆行：11/17-12/7 

（荒れやすい注意） 

重要変化日：なし 

普通変化日：11/5、 

11/19，11/26，11/27 

Sell：11/1 

Buy:11/27-29 

清 水 寺 夜 間 特 別 拝 観

11/16～12/2  

高台寺夜間特別拝観～ 

知恩院紅葉ライトアッ

プ 11/2～12/2 

大覚寺ウォータースク

リーンプロジェクショ

ン 11/2～4 

北野天満宮もみじ苑公

開 11/10～12/2 

箕面大滝ライトアップ 

11/1～10 滝への遊歩道

通行止め解除 

なか卯牡蠣とじ丼 11/1

～販売開始 

マクド楽天スーパーコ

ラボキャンペーン 11/1

から  

東京ラーメンショー第

２幕 11/1～5 駒沢 OP 

1   

BOE 政策金利 

豪貿易収支 

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  
豪 PPI 

豪小売売上高 

米貿易収支 

米雇用統計 

製造業新規受注 

耐久財受注確報 

秋の褒章受章者を発表 

GPIF 運用実績？ 

5 世界津波の日 

11/4～米冬時間入り 

米、対イラン制裁第 2 弾

中国サービス業 PMI 

日銀金政策決定会合議

事要旨 9/18-19 分 

トルコ CPI,PPI 

ISM 非製造業景況指数 

ソフトバンク決算発表 

来来亭大感謝祭 11/3-4 

6 金星逆行終了 

EIA 月例報告 

RBA キャシュレート 

総務省家計調査 

ユーロ PMI 

米国中間選挙 

社会人野球日本選手権 

11/1～15（京セラ D） 

松葉ガニ解禁日～3/20 

7  
NZ 雇用統計 

景気動向指数速報 

英貿易収支 

米消費者信用残高 

FOMC～11/8 

JXTG 決算発表  

侍ジャパン vs 台湾 

スシローカニ祭り 11/11

まで 

8 新月  
USDA 需給報告 

NZ 政策金利 

景気ウォチャー調査 

中国貿易収支 

新規失業保険申請件数 

FOMC 声明 9 日 4：00 

コスモエネ決算発表 

巨人 vsMLB オールスタ

ー（親善）  

9  

大阪コメ納会 

豪住宅ローン許可件数

中国 CPI,PPI 

英 GDP、英貿易収支 

米 PPI 米卸売在庫 

ミシガン大信頼感速報 

平成最後の園遊会 

NHK 杯 11/9-11 

エリザベス女王杯 11/11 

12 ベテランズデー

（株式、商品アリ）  
トルコ国際収支 

嵐山もみじ祭 11/11 

今宮戎福娘面接審査

11/10～11、11/18 

なでしこ vs ノルウェー 

11/11 鳥取 

競泳 W 杯 11/9～11 辰巳 

亀田 vs メディアナ 

13  

OPEC 月例報告 

ZEW 景況感 

英雇用統計 

米財政収支 

大相撲九州場所 

11/11～25 福岡国際 C 

日米野球 11/9～15 

明治神宮大会 11/9～14 

14  

IEA 月例報告 
シカゴ大豆納会 

国内 GDP１次速報 

中国小売売上、鉱工業 

ユーロ独 GDP、米 CPI 

出光興産、昭和シェル、

大塚家具決算発表 

ボクシング全日本選手

権 11/14-16 

15 ボジョレ解禁 

上海ゴム納会 

いのしし猟解禁日 

豪雇用統計 

トルコ雇用統計 

商務省米小売売上高 

NY 連銀製造業景況指数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

新規失業保険申請件数 

16 水星逆行 11/17～ 

トルコ鉱工業生産指数 

ユーロ CPI 

鉱工業生産設備稼働率 

APEC 首脳会議 11/17-18 

グランプリロシア杯～ 

日本 vs ベネズエラ  

ラグビー日本 vs イング

ランド 11/17 ロンドン 

19  
WTI 原油納会（NY） 

NZPPI 

国内貿易収支 

篠山市で市名変更を問

う住民投票 11/18 

神戸マラソン 11/18 

20  

東京コメ納会 

主要コンビニ売上高 

米住宅着工許可件数 

日本 vs キルギス（愛知 

フランス杯 11/23-25 

21  

キャトルオンフィード 

豪景気先行指数 

耐久財受注 

ミシガン大信頼感確報 

中古住宅販売統計 

新規失業保険申請件数 

22 感謝祭 

（米国全て休場） 
東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

森川石油化学工業協会

会長会見 

トルコ消費者信頼感 

南ア政策金利 

23 満月 

独 GDP 

国際博覧会事務局総会

今宮戎福娘最終審査（ク

ボタホール）40 名/500 

学生アメフトリーグ最

終戦、関学 vs 立命 11/25 

26 海王星逆行終了 
東京ゴム納会 

景気動向指数改定値 

中国景気先行指数 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

ラグビー日本 vs ロシア

11/24（グロスター） 

27 
東京小豆納会 

NZ 貿易収支 

中国工業利益 

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 

NPB アワーズ 

28 
N Y 貴金属納会 

米 GDP 速報値 

米新築住宅販売 

ロサンゼルス自動車シ

ョー11/26～12/9 

バトミントン全日本総

合 11/27～12/2 

29 
国内貿易収支確報 

独雇用統計 

中古住宅販売仮契約 

個人所得個人支出 

FOMC 議事録 11/7-8 分  

JT カップ 11/29～12/2 

G20ワーキングディナー 

30 
NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑪取引最終日 
中国 PMI（NBS） 
トルコ貿易収支 
シカゴ購買部景況指数
カナダ GDP 
秋篠宮 53 才誕生日 
G20 首脳会議～12/1 


