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2019 年 10 月  

月 火 水 木 金 
ラグビーW 杯 

vs サモア 10/5 豊田 

vs スコットランド 10/13 

A２位なら vsB1 位 10/19

東京、A１位なら vsB2 位

10/20 東京、勝てば準決

勝 10/26 か 10/27 

WBA世界ライトフライ級 

京口 vs 久田 10/1 

1 中国国慶節～10/7 

豪製造業景況指数 
RBA キャシュレート 

日銀短観 

国内新車登録台数 

米新車販売台数 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

2 
ADP 雇用統計 

JPXTOCOM 経営統合 10/1 

幼児教育無償化 10/1 

消費税 10％に 10/1 

マクドスパチキ 10/1～  

世界陸上 10/6 まで 

3  

豪サービス業景況指数 

豪貿易収支 

トルコ CPI,PPI 

耐久財受注確報 

ISM 非製造業景況指数 

製造業新規受注 

ラーメン女子博 10/3-8 

4  

豪小売売上高 

米雇用統計 

米貿易収支 

カナダ貿易収支  

日本女子オープン 

10/3～6三重 OCOPARESORT

白山ヴィレッジ GC 

7  

景気動向指数速報 

中国サービス業 PMI 

米消費者信用残高 

ノーベル医学生理学賞

シャーロックスタート 

なでしこ vs カナダ 10/6 

阪神 vsDeNA10/5～7 

8   

EIA 月例報告 

景気ウォチャー調査 

米 PPI 

体操・世界選手権 

10/4～13 シュツガルト 

松屋新米フェア 10/1-8 

ノーベル物理学賞 

9  
豪消費者信頼感 

米卸売在庫 

FOMC 議事録  

大江戸ビール祭り 

10/5～13 品川 

吉野家 10/1～15 

牛丼・牛皿 10％オフ 

10  
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 

米財政収支、米 CPI 

日本 vs モンゴル 

ノーベル文学賞 

11 
IEA 月例報告 

トルコ国際収支 

ミシガン大消費者信頼感 

カナダ雇用統計 

ノーベル平和賞 

大阪城クラフトビアホリ

ディ 10/11-14 

14 体育の日コロンブ

スデー（株式商品あり）

満月 
中国貿易収支 

トルコ鉱工業生産指数 

自衛隊観艦式 

ノーベル経済学賞 

APEC 財務相会合 

シカゴマラソン 10/13 

世田谷パン祭り 10/13-14 

15  

東京コーン大豆納会 
上海ゴム納会 

日銀さくらリポート 

中国 CPI,PPI 

トルコ雇用統計 

ZEW 景況感 

NY 連銀製造業景況指数 

日本 vs タジキスタン 

シーテック開幕幕張 

IMF 世界経済見通し 

16  

NZCPI 

豪景気先行指数 

南ア小売売上高 

ユーロ CPI 

訪日外国人数 

商務省小売売上高 

ベージュブック 

 

17  

豪雇用統計 

鉱工業生産設備稼働率 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

新規失業保険申請件数 

住宅着工許可件数 

カナダ製造業出荷 

プロ野球ドラフト会議 

ドクターX スタート 

18  

全国 CPI 

中国 GDP,鉱工業生産 

中国小売売上高 

米景気先行指数 

IMF 世銀年次総会本会議 

日本オープン 

10/17-20 福岡・古賀 GC 

てんや 10/1 から松茸と牡蠣

の天丼販売 

21 

国内貿易収支 

独 PPI 

ライトムーブ住宅価格 

日本シリーズ 10/19-26 

菊花賞 10/20 

スケートアメリカ 

10/18～20 ラスベガス 

22  

WTI 原油納会（NY） 

即位礼正殿の儀  祝賀

御列の儀（宮殿～赤坂御

用地）  社会饗宴の儀

（１回目、皇居・宮殿） 

カナダ小売売上高 

鞍馬の火祭り 

23  

NZ 貿易収支 

トルコ消費者信頼感 

南ア CPI 

カナダ卸売売上高 

安倍総理主催晩餐会 

東京モーターショー 

10/24～11/4 

24  
ECB 理事会 

トルコ政策金利 

景気動向指数確報 

中国景気先行指数 

新規失業保険申請件数 

米耐久財受注 

米新築住宅販売 

25  
東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

東京ゴム納会 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

ミシガン大信頼感確報 

マスターズ GCレディース

10/24-27 

28 新月 
東京貴金属納会 
中国工業利益 10/27 

天皇賞秋 10/27 

ルヴァンカップ 10/26 

箱根駅伝予選 10/26 

京都・時代祭 10/26 

九州場所番付発表 

 

29 
NY 貴金属納会 

FOMC～10/30 

南ア雇用統計 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

中古住宅販売仮契約 

文化勲章授賞式 

30 

豪 CPI 

日銀金融政策決定会合 

国内貿易収支確報 

米 GDP 速報値 

ADP 雇用統計 

FOMC 声明 31 日 3：00 

カナダ政策金利 

籠池夫妻への論告求刑 

31 
東京原油⑩取引最終日 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

日銀総裁会見 

物価の展望リポート 

中国 PMI（NBS） 

個人所得個人支出 

トルコ貿易収支 

シカゴ購買部景況指数 

アストロジー 

重要変化日：10/26 

冥王星逆行終了 10/3 

天王星海王星月内逆行中 

Buy：10/20-21、10/24-25 

普通変化日：10/13 

社会人野球 日本選手権

10/25～11/4 京セラ D 

東京ラーメンショー

10/24～11/4 駒沢 OP 

侍ジャパン vs 加 10/31 


