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2019 年 11 月  

月 火 水 木 金 
アストロジー 

天王星月内逆行中 

海王星逆行終了 11/27 

水星逆行：11/1～20 

重要変化日：11/23 

普通変化日：11/9，11，

12 

Buy：11/16-17、11/20-21 

六義園ライトアップ

11/20～12/18 

勝運の勝尾寺ライトア

ップ１１月の土日 

大覚寺ライトアップ「真

紅の水鏡」 11/8～ 12/1

北野天満宮もみじ苑ラ

イトアップ 11/9～12/8 

清水寺夜間特別拝観ラ

イトアップ 11/16～12/1 

目白庭園ライトアップ

11/23～12/2 

ラグビーW 杯決勝 11/3 

野球プレミア 12  

1 次Ｒ、11/2-8   

2 次Ｒ、11/11-16  

決勝、3 決、11/17 

WBSS バンタム級決勝 

井上 vs ドネア 11/7 

なでしこｖｓ南ア 11/10 

FIFAW 杯 2 次予選 

日本 vs キルギス 11/14 

GPIF 運用状況 11/1 

秋の褒章発表 11/2 

住民票に旧姓を併記で

きる制度開始 11/5 

5G に東京データーハイ

ウエイサミット 11/8 

天皇陛下ご即位をお祝

いする国民祭典 11/9 

祝賀御列の儀 11/10 

天皇伊勢神宮参拝 11/22 

1 水星逆行開始 

豪製造業景況指数豪 PPI 
国内新車登録台数 

中国 PMI（財新） 

米新車販売台数 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米雇用統計 

和酒フェス in中目黒 11/3 

4 米国冬時間入り 11/3 

ASEAN 首脳会議 

豪小売売上高 

トルコ CPI,PPI 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

スインギングスカーツ

台湾選手権 10/30～11/3 

5   

RBA キャシュレート 

豪サービス業景況指数 

中国サービス業 PMI 

ISM 非製造業景況指数 

米貿易収支 

東京ラーメンショー、 

大つけ麺博 11/4 まで 

6  
NZ 雇用統計 

日銀金融政策議事要旨 

ソフトバンク G 決算 

卓球 W 杯団体戦 11/6-10 

マクド・ダブルチョコメ

ルツ、マシュマロタルト

11/6 から限定発売 

7  
BOE 政策金利 

豪貿易収支 

南ア製造業生産 

新規失業保険申請件数 

米消費者信用残高 

なか卯牡蠣とじ丼、漬けマ

グロ鉄火丼 11/7 から販売 

8 
USDA 需給報告 

景気動向指数速報 

中国貿易収支 

ミシガン大消費者信頼感 

米卸売在庫 

カナダ雇用統計 

浦和 vs アルヒラル 11/9 

11 ベテランズデー

（株式商品アリ） 

日銀「主な意見」 

景気ウォチャー調査 

英 GDP 

中国 CPI,PPI 11/9 

TOTO ジャパン C11/8-10 

アメフト関学立命戦 11/10 

嵐山もみじ祭り 11/10 

長岡京ガラシャ祭り 11/10 

12 満月 

トルコ国際収支 

ZEW 景況感 

英雇用統計 

来来亭大感謝祭 11/9-10

茨木フェスティバル 11/10

フィギュア中国杯

11/8-10 重慶 

大相撲九州場所 

11/10～24 福岡国際 C 

13  

EIA 月例報告 

NZ 政策金利 

豪消費者信頼感 

南ア小売売上高 

米財政収支、米 CPI 

エルドアン大統領訪米 

JM 白金需給報告 14 日？ 

 

14  

OPEC 月例報告 
シカゴ大豆納会 

豪雇用統計 

国内 GDP1 次速報 

中国鉱工業生産 

中国小売売上高 

ユーロ GDP、独 GDP 

新規失業保険申請件数 

米 PPI  

15  

IEA 月例報告 

猪猟解禁日 

トルコ雇用統計 

NY 連銀製造業景況指数 

商務省小売売上高 

鉱工業生産設備稼働率 

米企業在庫 

大嘗祭 11/14-15 

レスリング女子 W 杯～17 

18 

U22 日本 vs コロンビア

11/17 

フィギュアロシア杯

11/15～17 モスクワ 

森ちゃんのラーメンフ

ェスタ 11/15-24 大阪城 

19  

NZPPI 

米住宅着工許可件数 

カナダ製造業出荷 

日本 vs ベネズエラ 

（親善）吹スタ 

20 水星逆行終了 

WTI 原油納会（NY） 

豪景気先行指数 

国内貿易収支 

主要コンビニ売上高 

南ア CPI 安倍総理通算

在職 2887 日歴代１位 

FOMC 議事録 

21  
南ア政策金利 

トルコ消費者信頼感 

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 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

22  
重要変化日 11/23 

ミシガン大信頼感確報 

カナダ小売売上高 

ダンロップフェニックス

11/21-24 柔道グランド

スラム大阪 11/22-24 

GSOMIA 失効 11/23 

25  
東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

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 

浦和 vs アルヒラル

11/24（埼ス） 

26 NPB アワード 
NY 貴金属納会 

NZ 小売売上高 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

米新築住宅販売 

天皇皇后奈良京都訪問

11/26-28  

ローマ法王来日

27 新月 

NZ 貿易収支 

中国工業利益 

米 GDP 改定値 

シカゴ購買部景況指数 

米耐久財受注 

ベージュブック 

ロサンゼルスモーター

ショー11/21-12/1 

28 サンクスギビング

デー（米国休場） 

国内貿易収支確報 

南ア PPI 

スイス GDP 

バトミントン全日本

11/26～12/1    

LPGA ツアーチャンピオ

ンシップ 11/28-12/1 

29 
東京原油⑪取引最終日 
NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

トルコ貿易収支 

仏 GDP、カナダ GDP 

南ア貿易収支 

中国 PMI（NBS）11/30 

秋篠宮 54 才誕生日 11/30 


