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2020 年 2 月  

月 火 水 木 金 

3 節分  

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

中国 PMI（財新） 

中国工業利益 

トルコ CPI,PPI 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

米新車販売台数 

4   

RBA キャシュレート 

ユーロ PPI 

米製造業新規受注 

トランプ一般教書演説 

MUFG 決算 

札幌雪祭り 2/4～11 

四大陸選手権～2/9 

5   

天赦日 

NZ 雇用統計 

中国サービス業 PMI 

ユーロ PMI 

ADP 雇用統計 

米貿易収支 

ISM 非製造業景況指数 

カナダ貿易収支 

6 

豪貿易収支 

南ア SACCI 企業景況感 

新規失業保険申請件数 

トヨタ決算 

横浜ストロベリー祭り

2/6～16 

7   

豪サービス業景況指数 

景気動向指数速報 

中国貿易収支 

米雇用統計 

米消費者信用残高 

カナダ雇用統計 

ゼロックススーパーカッ

プ 2/8V 神戸 vs 横浜 

10 満月 2/9 

景気ウォチャー調査 

中国 CPI,PPI 

トルコ雇用統計 

スイス CPI 

テコンドー五輪代表最

終決定戦 2/9  

11  建国記念日 

EIA 月例報告 
USDA 需給報告 

英貿易収支、英 GDP 

南ア雇用統計 

南ア製造業生産 

 

12  
OPEC 月例報告 

NZ 政策金利 

米財政収支 

スピードスケート世界距離

別選手権 2/13-16 

13  
IEA 月例報告 

トルコ鉱工業生産指数 

独 CPI 

新規失業保険申請件数 

米 CPI   

JXTG、コスモエネ決算 

 

14 バレンタインデー 
東京コーン・大豆納会 

ユーロ GDP 独 GDP 

商務省小売売上高 

鉱工業生産設備稼働率 

ミシガン大信頼感速報 

出光シェル決算 

ミュンヘン安全保障会議 

17 水星逆行開始 

プレジデンツデー 

（米国全て休場） 

上海ゴム納会 

日本 GDP１次速報 

プロ野球オープン戦 

2/16～3/15 

金正日生誕 78 周年 2/16 

18  

ZEW 景況感 

英雇用統計 

NY 連銀製造業景況指数 

日産臨時株主総会 

19  

米貿易収支速報 

トルコ政策金利 

英 CPI、PPI 南ア CPI 

FOMC 議事録  

米 PPI、カナダ CPI 

米住宅着工許可件数 

民主党大統領候補者討

論会ネバタ  

20  

WTI 原油納会（NY） 

NZPPI 豪雇用統計 

新規失業保険申請件数 

フィラデルフィア連銀

景況指数 

米景気先行指数 

ベルリン映画祭～3/1 

21  

東京ゴム納会 

USDA アウトルックフォー

ラム 2/20-21  

全国 CPI 

中古住宅販売統計 

カナダ小売売上高 

「スキャンダル」公開 

竹島の日 2/22 

24 新月 

天皇陛下誕生 2/23 

NZ 小売売上高 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感 

大相撲春場所番付発表 

国連人権理事会 2/24～

3/20 ジュネーブ 

25  

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 
東京貴金属納会 

景気動向指数確報 

香港 GDP,独 GDP 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

民主党大統領候補者討

論会サウスカロライナ 

26 

NY 貴金属納会 

米新築住宅販売 

 

27  
NZ 貿易収支 

国内貿易収支確報 

米 GDP 改定値 

耐久財受注 

新規失業保険申請件数 

スピードスケート世界

スプリント 2/28-3/1 

28  

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油②取引最終日 
トルコ GDP 

南ア貿易収支 

仏 GDP カナダ GDP 

シカゴ購買部景況指数 

ミシガン消費者信頼感 

個人所得個人支出 

タカラジェンヌの豆ま

き星祭節分祭中山寺、 

舞妓さんの豆まき奉納

舞踏八坂神社 2/3 

大原三千院初午大根焚

2/8～11 

白雪蔵祭り 2/9 

法輪寺針供養 2/8 

北 野 天 満 宮 梅 花 祭 り

2/25 

プロ野球キュンプ 2/1

別府大分マラソン 2/2

スーパーボウル 2/2 

カーリング日本選手権 

2/9～16 

NBA オールスター2/16 

J1 開幕 2/21 

王将戦渡辺王将 vs 広瀬 

第３戦 2/8-9 

第４戦 2/20-21 

柔道グランドスラム 

パリ 2/8～9 

大相撲トーナメント 2/9 

柔道グランドスラムデ

ユセルドルフ 2/21～23

水泳コナミオープン 

2/15-16（辰巳） 

カーリング日本選手権

2/9 ～ 16 女 子 ゴ ル フ

HSBC 世界選手権 2/27～

世界遺産姫路城冬の特

別公開 2/1～29 

名古屋ラーメン祭り 

2/1～17 

マクドごはんバーガー

３種販売 2/5～  

熱汁祭 2/8-9 高円寺 

超絶品グルメ鍋＆日本

酒祭り 2/15－16 神田 

お台場パン祭り 2/21-23 

自衛隊護衛艦たかなみ中

東派遣 2/1～ 

朝鮮人民軍創建日 2/8 

アカデミー賞授賞式 2/9

金正男殺害から３年 2/13 

ロードバイクで逃げまくった

樋田淳也被告初公判 2/13 

訪日外国人数 2/19 

国公立学大前期 2 次試験

2/25 


