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2019 年 3 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

水星逆行 3/5-28 

重要変化日なし 

普通変化日：3/8，14，

15，21 

Buy：3/19-20 

Sell:3/13-14 

大リーグ開幕戦東京 D 

マリナーズ vs アス 3/20 

スピードスケート世界

選手権 3/2-3 カルガリ 

東京マラソン 3/3 

ユニバーシアード冬季

大会 3/2-12 

女子ゴルフ開幕 3/7 

侍 Jvs メキシコ 3/9～10 

カーリング世界選手権

3/9～24 デンマーク 

嵐山トロッコ列車運転

開始 3/1～12/29   

籠池被告の初公判 3/6 

ファーウエイ副会長身

柄引き渡しの審理 3/6 

OECD 経済見通し 3/7 

北朝鮮最高人民会議議

員選挙 3/10 

EU 首脳会議 3/21 

SheBelieves Cup  

なでしこ vs ブラジル

3/3 4：00 

なでしこ vs イングラン

ド 3/6 7：25 

名古屋女子マラソン 3/10

フィギュア世界選手権

3/20～23 埼玉アリーナ 

プロ野球開幕 3/29 

1 米中貿易協議交渉期限 
豪製造業景況指数 
中国 PMI（財新） 

国内新車登録台数 

ISM 製造業景況指数 

米新車販売台数 

ミシガン大信頼感確報 

カナダ GDP 

4  

豪建設住宅許可件数 

トルコ CPI,PPI 

ユーロ PPI 

12 月米建設支出 

耐久財受注確報 

住宅着工許可件数 

下鴨神社流し雛 3/3 

5 水星逆行開始 

中国全人代開幕 

RBA キュシュレート 

豪サービス業景況指数 

中国サービス業 PMI 

南ア GDP 

ISM 非製造業景況指数 

12 月新築住宅販売 

6  
豪 GDP 

トルコ政策金利 

米貿易収支 

ADP 雇用統計 

米製造業新規受注 

ベージュブック 

カナダ政策金利 

7 新月 
ECB 理事会 

豪貿易収支、小売売上高 

景気動向指数速報値 

ユーロ GDP 

スイス雇用統計 

米消費者信用残高新規

失業保険申請件数 

8  
USDA 需給報告 

国内 GDP2 次速報 

景気ウォチャー調査 

中国貿易収支 

米卸売在庫 

米雇用統計 

カナダ雇用統計 

11 米国夏時間入り 

東日本大震災から 8 年

嵐山保津川下り 3/10～ 

貴金属倉荷流通高英 GDP 

トルコ国際収支 

トルコ GDP 

米貿易収支 

12 月米企業在庫 

中国 CPI,PPI3/9 

12  

天皇陛下が皇居・宮中三

殿に退位日を奉告儀式 

EIA 月例報告 
英貿易収支 
米財政収支、米 CPI 

国立 2 次試験後期開始 

京都東山花灯篭 3/8～17 

大相撲春場所 3/10-24 

13  

春闘集中回答日 

豪消費者信頼感 

米 PPI 

ジュネーブモーターシ

ョー3/5～17 

下町ラーメンフェス

2/28～3/18 御徒町  

14 

シカゴコーン大豆納会 

OPEC 月例報告 

日銀金融政策決定会合 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

トルコ鉱工業生産指数 

商務省米小売売上高 

米企業在庫 1 月 

15  

上海ゴム納会 

IEA 月例報告 

日銀総裁会見 

トルコ雇用統計 

NY 連銀製造業景況指数 

ミシガン大信頼感速報 

鉱工業生産・設備稼働率 

甲子園組合せ抽選会 3/15 

18 

国内貿易収支速報 

1 月米建設支出 

1 月新築住宅販売 

WBO世界フライ級マッチ 

田中 vs 田口 3/16 

日ハム vs アスレチックス 

清水寺、青蓮院 3/8～17

ライトアップ 

19  

ZEW 景況感 

英雇用統計 

住宅着工許可件数 

FOMC～3/20 

巨人 vs マリナーズ 

3/17～18（東京 D） 

公示地価の公表 

20  

WTI 原油納会（NY） 

東京コメ納会 

豪景気先行指数 

主要コンビニ売上高 

金融政策議事要旨 

英 CPI,PPI 

FOMC 声明 3/21 3 時  

サリン事件から 24 年 

21 満月 
BOE 政策金利 BOE 議事録 

NZGDP 豪雇用統計 

新規失業保険申請件数 

スイス政策金利 

トルコ消費者信頼感 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

CB 景気先行指数 

22  
中古住宅販売統計 

カナダ CPI 小売売上高 

日本 vs コロンビア日産 S 

春の選抜高校野球 

3/23～4/3 甲子園 

TP エネオスゴルフトーナ

メント 3/22-24 茨木国際 

二条城桜まつり 3/21～ 

25 
辺野古移設で新区画へ

の土砂投入開始日 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京ゴム納会 

中国景気先行指数 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

2 月新築住宅販売 

高松宮記念 3/24 

26 
東京小豆納会 

NZ 貿易収支 

日銀「主な意見」 

仏 GDP 

耐久財受注 

ケースシラー住宅価格 

CB 消費者信頼感 

日本 vs ボリビア N 神戸 

松屋牛とじ丼販売 3/5～ 

27 
NY 貴金属納会 

NZ 政策金利 

中国工業利益 

圓徳院、高台寺 3/8～5/6

ライトアップ 

+100 円で夜マック倍バ

ーガー3/6～12 

スシロー本気づくしの

鮪祭り～3/3 

28 水星逆行終了 
国内貿易収支確報 

南ア政策金利 

米 GDP 確報値 

新規失業保険申請件数 

清田 JPXCEO 会見 

英国 EU 離脱 3/29 

清水寺春の夜間特別拝

観 3/29～4/7   和酒

フェス中目黒 3/30-31 

29 トルコ地方選 3/31 
東京原油③取引最終日 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

USDA 作付意向面積・四半

期在庫報告 

トルコ貿易収支 

シカゴ購買部景況指数 

ミシガン大信頼感確報 

2 月個人所得個人支出 

中国 PMI（NBS）3/31 


