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2019 年 7 月  

月 火 水 木 金 

1  

OPEC 総会 

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 

香港返還 22 周年  

2  

OPEC+非 OPEC 閣僚会議

RBA キュシュレート 

豪国際収支小売売上高 

ユーロ PPI 

米新車販売台数 

ウィンブルドンテニス

7/1～7/14 嵐山・大堰

川の鵜飼い 7/1～9/23 

3 新月 
豪貿易収支 

豪住宅建設許可件数 

中国サービス業 PMI 

トルコ CPI,PPI 

ADP 雇用統計 

ISM 非製造業景況指数 

米製造業新規受注 

耐久財受注確報 

4 独立記念日米国休場 

豪小売売上高 

吉野家ボランティア特

別有給休暇制度導入 7/1 

日本プロ選手権～7/7 

いぶすき GC 女子バレ

ーネーションズ L 決勝

R、7/3-7 南京  セー

リング世界選手権 7/4-9 

5 
景気動向指数速報値 

米雇用統計 

カナダ雇用統計 

レスリング世界選手権代

表プレーオフ 7/6 和光市 

「ダイナー」7/5 公開 

池井戸原作「ノーサイド

ゲーム」7/7 スタート 

8 水星逆行開始 

日銀さくらリポート 

景気ウォチャー調査 

米消費者信用残高 

秋篠宮欧州から帰国 7/7 

FIFA 女子 W 杯決勝 7/7

コパアメリカ決勝 7/8

三番街バーゲン 7/3-15 

9   

EIA 月例報告 

スイス雇用統計 

大相撲名古屋場所

7/7-21 

マクド夏限定アイスコ

ーヒー190 円セット

7/3-16 

10  
FOMC 議事録 6/18-19 分  

豪消費者信頼感 

中国 CPI,PPI 

卸売在庫 

カナダ政策金利 

下北沢カレー王座決定

戦 7/4-15 

11  
OPEC 月例報告 

USDA 需給報告 

南ア製造業生産 

新規失業保険申請件数 

米 CPI、米財政収支 

関西屈指のナンパビー

チ須磨の海開き 

12  
IEA 月例報告 
シカゴコーン納会 
シカゴ大豆納会 

中国貿易収支 

トルコ鉱工業生産 

米 PPI 

村田 vs ブラント 

15 海の日 

上海ゴム納会 

中国 GDP、鉱工業生産、

小売売上高 

NY 連銀製造業景況指数 

プロ野球オールスター

7/12～13 東京 D 甲子園 

亀田 vs バルガス 7/13 

16  

祇園祭・宵山 7/14-16 

NZCPI 

トルコ、英雇用統計  

ZEW 景況感 

米小売売上高 

鉱工業生産設備稼働率 

米企業在庫 

17 満月 

祇園祭・山鉾巡行 

芥川賞・直木賞選考会 

豪景気先行指数 

英 CPI,PPI 

南ア小売売上高 

住宅着工許可件数 

ベージュブック 

18 

豪雇用統計 

国内貿易収支 

南ア政策金利 

新規失業保険申請件数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 G7 財務相中銀

総裁会議 7/17-18 

19  

ミシガン大信頼感速報 

カナダ小売売上高 

アポロ 11 号月面着陸から

50 年  

全英オープン 7/18-21 

参院選挙 7/21 

和酒フェス in中目黒 7/21 

22 重要変化日 7/21 

WTI 原油納会（NY） 

主要コンビニ売上高 

カナダ卸売売上高 

フェンシング世界選手

権 7/15-23 

「リーガルハート・命の

再建弁護士」スタート 

 

23  

天神祭ギャル神輿 

トルコ消費者信頼感 

中古住宅販売統計 

都市対抗野球 7/13-25

水泳世界選手権 7/12-28 

ひらかたパーク「ザ・ブ

ーン」7/6～ 越谷しらこ

ばとプール 7/13～9/1 

24  

祇園祭・花傘巡行 

NZ 貿易収支 

国内景気動向指数確報 

中国景気先行指数 

南ア CPI 

米新築住宅販売 

EU 財務相理事会 

25 天神祭奉納花火 
東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京ゴム納会 

トルコ政策金利 

ECB 理事会  

IFO 景況感 

南ア PPI 

新規失業保険申請件数 

耐久財受注  

26  
米 GDP 速報値 

中国工業利益 7/27 

エビアン選手権 7/25-28 

自転車 BMX 世界選手権

7/23-27 ベルギー 

陸上全米選手権 7/25-28 

隅田川花火大会 7/27 

朝鮮戦争休戦協定 66 年 

29 

NY 貴金属納会 

日銀金融政策決定会合 

全国高校総体 7/27-8/20 

高校野球大阪予選 7/6～

決勝 7/28 大阪シティ BK

スタジアム 

門真国際映画祭 7/26-28 

台湾フェス 2019、

7/27-28 代々木公園 

30  
日銀総裁会見 

豪住宅建設許可件数 

南ア雇用統計 

個人所得個人支出 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

FOMC7/30～7/31 

八王子スーパー3人射殺

事件から 24 年 

31  
東京原油⑦取引最終日 

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 

南ア貿易収支 

ADP 雇用統計 

シカゴ購買部景況指数 

FOMC 声明 1 日 3：00 

アストロジー 

木星土星海王星冥王星

月内逆行中 

水星逆行 7/8～8/1 

重要変化日：7/21 

普通変化日： 

7/2，9，16，23  

Sell:7/8-9、7/23-24 

Buy：7/11 

築地本願寺納涼盆踊り

7/31-8/3 

ダボス会議 7/1 

路線価公表 7/1 

祇園祭 7/1～31 

白浜・白良浜海開き 7/1 

貴船神社七夕笹飾りライ

トアップ 7/1～  

地主神社七夕祭り 7/7 

OSAKA 天ノ川伝説 7/7 
天神祭ギャル神輿 2 次審

査 7/7 米メジャーLオー

ルスター7/9 オハイオ  


