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2020 年 11 月  

月 火 水 木 金 

2 米国冬時間入り 11/1 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

中国財新 PMI ユーロ PMI 

ISM 製造業景況指数 

米建設支出 

WBA・IBF 世界バンタム

級 井上 vs.マロニー

11/1 10：30 

天皇賞（秋）11/1 

3 水星逆行終了 
米大統領選開票 

秋の叙勲 

文化勲章親授式 

RBA キャシュレート 

トルコ CPI,PPI 

米新車販売台数 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

中山寺明治天皇菊祭り 

4 
豪小売売上高 

NZ 雇用統計 

日銀金融政策決定会合

議事要旨 9/16-17 分 

中国サービス業 PMI 

ADP 雇用統計 

米貿易収支 

ISM 非製造業景況指数

FOMC～11/5 

5 

BOE 政策金利 

BOE 議事録 

豪貿易収支 

新規失業保険申請件数 

FOMC 声明６日 4：00 

なか卯漬マグロ鉄火丼

カレー坦々饂飩販売 

丸の内イルミネーショ

ン 11/5～2/14 

6   
豪サービス業景況指数 

米雇用統計 

米卸売在庫 

米消費者信用残高 

カナダ雇用統計 

中国貿易収支 11/7 

GPIF 運用状況 

自衛隊殉職隊員追悼式

11/7 

9  

景気動向指数速報 

日銀「主な意見」 

独貿易収支 

嵐山もみじ祭り 11/8 

立皇嗣の礼 11/8 

中国杯 11/6-8 

大相撲 11/8-22 

10   

EIA 月例報告 
USDA 需給報告 

景気ウォチャー調査 

中国 PPI,CPI トルコ雇

用統計 ZEW 景況感 

南ア製造業生産 

出光シェル決算 

11 ベテランズデー

（株、商品あり） 

OPEC 月例報告 

NZ 政策金利 

トルコ国際収支 

中国独身の日バーゲン 

豊商事、エネオス決算 

 

12  
IEA 月例報告 

メキシコ政策金利 

英 GDP 英貿易収支 

新規失業保険申請件数 

米財政収支、米 CPI 

マスターズ 11/12～15 

コスモエネ決算 

13 火星逆行終了   
シカゴ大豆納会 

トルコ鉱工業生産 

ユーロ GDP 

ミシガン大信頼感速報 

米 PPI 

第一商品、岡藤日産決算 

11/15 神戸マラソン中止 

16 新月 15 日 

上海ゴム納会 

国内 GDP１次速報 

中国小売売上高 

中国鉱工業生産 

NY 連銀製造業景況指数 

カナダ製造業出荷 

横田めぐみさん拉致から

43 年 11/15 

17  

商務省小売売上高 

鉱工業生産設備稼働率 

米企業在庫 

カナダ卸売売上高 

恵比寿ガーデンプレイ

スバカラシャンデリア

ライトアップ 11/14～ 

18 

NZPPI 

豪景気先行指数 

国内貿易収支速報 

訪日外国人数 

ユーロ CPI 

英 CPI,PPI、南ア CPI 

南ア小売売上高 

米住宅着工許可件数 

19  

トルコ政策金利 

南ア政策金利 

豪雇用統計 

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況指数 

新規失業保険申請件数 

米景気先行指数 

中古住宅販売統計 

 

20  

WTI 原油納会（NY） 

全国 CPI 

主要コンビニ売上高 

トルコ消費者信頼感 

カナダ小売売上高 

APEC 首脳会議 

G20 首脳会議 11/21-22 

ロシア杯 11/20-22 

23 勤労感謝の日 

NZ 小売売上高 

ダンロップフェニック

ス 11/19-22 

日本シリーズ 11/21-29 

地主神社もみじ祭り 

広隆寺聖徳太子火焚祭

11/22 

24  

ゴム RSS3 納会 

トルコ設備稼働率 

IFO 景況感、独 GDP 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

 

25 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

NY 貴金属納会 

米 GDP 改定値  

米耐久財受注 

個人所得個人支出 

ミシガン大信頼感確報 

米新築住宅販売 

FOMC 議事録 

26 サンクスギビン

グデー（株、商品休場） 
NZ 貿易収支 

景気動向指数改定値 

南ア PPI 

LPGA ツアーチャンピ

オンシップ 11/26-29 

27 海王星逆行終了 

国内貿易収確報 

中国工業利益 

仏 CPI 

自衛隊観閲式 11/28 

朝ドラ「エール」最終回 

NHK 杯 11/27-29 

関西学生アメフト決勝

11/28 万博 

30 満月 
NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

東京原油⑪取引最終日 

OPEC 総会 

中国 PMI（NBS） 

トルコ GDP、貿易収支  

南ア貿易収支 

シカゴ購買部景況指数 

大阪都構想の是非を問

う住民投票投開票 11/1

大阪マラソン中止 11/29 

秋篠宮誕生日 11/30  

国際親善試合 

11/13 日本 vs パナマ 

11/18 日本 vs メキシコ 

Ｊリーグルバンカップ

決勝 11/7 

WBO 世界フライ級決定

戦中谷 vs マグラモ 11/6

西宮、堺×PayPay キャ

ンペーン 11 月中  

青少年のための３自衛

隊合同コンサート

11/28-29 昭和女子大 

宝塚大劇場宙組公演 

11/7～12/14 

東京ミッドタウン ウイ

ンター ライツ 11/19～ 

丸亀製麺創業感謝セット

11/30 まで 

清水寺夜間特別拝観 

11/18～  

鹿王院夜間特別拝観 

11/14～  

宝厳院ライトアップ 

11/9～ 


