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2019 年 4 月  

月 火 水 木 金 

1 新元号発表 

豪製造業景況指数 
中国 PMI（財新） 

日銀短観 

国内新車登録台数 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

商務省米小売売上高 

米企業在庫 

2 
RBA キュシュレート 

豪建設住宅許可件数 

ユーロ PPI 

米新車販売台数 

耐久財受注 

お台場ラーメンパーク

4/8 まで 

競泳日本選手権～4/8 

3 
豪貿易収支、小売売上高 

中国サービス業 PMI 

トルコ CPI,PPI 

ISM 非製造業景況指数 

ADP 雇用統計 

春の選抜高校野球決勝 

西北嵐山直通「京トレイ

ン雅洛」4/2～4 運行 

4 
桜満開予定（大阪） 

NATO 設立 70 周年 

新規失業保険申請件数 

アイスホッケー女子世

界選手権 4/4-14 

ANAインスピレーション

4/4～7 ランチョミラー

ジュ 

5 新月 G7 外相会議 
景気動向指数速報値 

米雇用統計 

米消費者信用残高 

カナダ雇用統計 

なでしこ vs フランス 

ユヒョンジュ女子プロゴ

ルフデビュー 

大阪ダブル選挙 4/7 

8  

景気ウォチャー調査 

独貿易収支 

米製造業新規受注 

耐久財受注確報 

桜花賞 4/7 

ドラマ「ラジエーション

ハウス」スタート 

9   

造幣局桜の通り抜け 

4/9～15（13 日満開） 

EIA 月例報告 

USDA 需給報告 

スイス雇用統計 

なでしこ vs ドイツ 

10 木星逆行開始 
OPEC 月例報告 

ECB 理事会会見アリ 

豪消費者信頼感 
英貿易収支 
米財政収支、米 CPI 

FOMC 議事録 3/19-20 分  

天皇皇后ご結婚 60 周年 

11  
IEA 月例報告 

中国 CPI,PPI 

トルコ国際収支 

新規失業保険申請件数 

米 PPI 

G20財務相中銀総裁会議 

12  
IMF・世銀総会～4/14 

中国貿易収支 

ミシガン大信頼感速報 

マスターズ 4/11-14 

名探偵コナン「紺青のフ

ィスト」公開 

15  

上海ゴム納会 
東京コーン大豆納会 

トルコ雇用統計 

NY 連銀製造業景況指数 

ドラマ「スパイラル～町工

場の軌跡」スタート 

箕面山瀧安寺開扉式 

ボストンマラソン 

靖国神社奉納大相撲 

16  

トルコ鉱工業生産指数 

ZEW 景況感 

英雇用統計 

鉱工業生産・設備稼働率 

上海モーターショー

4/16～4/25 

東寺、二条城夜桜ライト

アップ 4/14 まで 

17  

NZCPI 

豪景気先行指数 

国内貿易収支速報 

中国 GDP、小売売上高 

中国鉱工業生産 

米貿易収支米卸売在庫 

カナダ貿易収支 

ベージュブック 

18 

豪雇用統計 

商務省米小売売上高 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

米企業在庫 

ニュ-ヨークモーターシ

ョー～4/28 

天皇陛下伊勢神宮参拝 

19 満月 

グッドフライデー（為替

以外米国休場） 

東京コメ納会 

全国 CPI 

住宅着工許可件数 

門戸厄神春季厄除け祭り 

柔道女子全日本選手権

3/21 横浜  

22 

WTI 原油納会（NY） 

東京ゴム納会 

トルコ消費者信頼感 

中古住宅販売統計 

卓球世界選手権 4/21-28 

陸上アジア選手権

4/21-24 ドーハ 

23  

東京貴金属納会 

東京小豆納会 

ユーロ PMI 

米新築住宅販売 

TBS 日曜劇場「集団左

遷」4/21～福山雅治他 

24 冥王星逆行開始 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

日銀金融政策決定会合 

豪 CPI 

中国景気先行指数（CB） 

景気動向指数確報 

IFO 景況感 

カナダ政策金利 

25  
日銀総裁会見 

日銀展望リポート 

トルコ政策金利 

トルコ設備稼働率 

新規失業保険申請件数 

耐久財受注 

モスクワ映画祭 4/18-25 

26  
NY 貴金属納会 

東京原油④取引最終日 

NZ 貿易収支 

豪 PPI 

国内貿易収支確報 

米 GDP 速報値 

ミシガン大信頼感確報 

29 昭和の日 

中国工業利益 4/27 

米個人所得個人支出 

連合中央メーデー4/27 

柔道全日本選手権 

天皇賞（春）4/28 

ロンドンマラソン 4/28 

マクドバナナフラッペ 

4/3～限定販売開始 

30 土星逆行開始 
NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

中国 PMI（NBS） 

トルコ貿易収支 

ユーロ GDP、仏 GDP 

ケースシラー住宅価格 

シカゴ購買部景況指数 

消費者信頼感（CB） 

FOMC4/30～5/1 

4/1 続き 

５日以上の有休取得が

義務化 

出光シェル経営統合 

改正出入国管理法施行 

関西みらい銀行発足 

塩値上げ、三井住友 BK

振込手数料値上げ 

吉野家 80 円引き定期券

4/1～5/6 使用期間 

統一地方選 4/7，14，21 

JR 福知山線脱線事故か

ら 14 年 4/25 

退位礼正殿の儀 4/30 

姫路城観桜会 4/6 

清水寺、祇園白川夜の特

別拝観 4/7 まで 

嵐山駅前桜フェスタ 4/6

西宮さくら祭り 4/7 

醍醐寺太閤花見行列 4/8 

アストロジー 

今月重要変化日なし 

普通変化日：4/5，10 

Sell:4/10 

平安神宮紅しだれコンサー

ト 4/4～7 

松屋焼き牛めし 4/2 販売

大起水産天下の台所八軒

家浜市 4/7 北浜東 

 


