
 

 

手打ちなので、間違いがあった場合はご容赦下さい。発表予定は諸般の事情で変わることがあります。  
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2021 年 3 月  

月 火 水 木 金 

1 
大相撲春場所番付発表 

豪製造業景況指数 

国内新車登録台数 

中国財新 PMI 

トルコ GDP 

ISM 製造業景況指数 

ZHD と LINE が経営統合 

2 
RBA キャシュレート 

ユーロ CPI 

米建設支出 

米新車販売台数 

カナダ GDP 

嵐山トロッコ列車運転

開始 3/1～12/30 

 

3 
豪 GDP、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 

ベージュブック 

小池知事、橋本聖子、バ

ッハ会長、丸川大臣 5 者

会談予定 

4 
OPEC プラス会議 

豪貿易収支 

豪小売売上高 

新規失業保険申請件数 

耐久財受注確報 

製造業新規受注 

マイナンバーカード健

康保険証試行運用開始 

5 
全人代開幕 

豪サービス業景況指数 

米雇用統計 

米貿易収支 

米消費者信用残高 

カナダ貿易収支 

緊急事態宣言の期限 3/7 

8  

景気ウォチャー調査 

景気動向指数速報 

米卸売在庫 

中国貿易収支 3/7 

国公大 2 次試験中期 

中山寺梅まつり 3/7 

9   

EIA 月例報告 
USDA 需給報告 

日本 GDP2 次速報 

独貿易収支 

ユーロ GDP、南ア GDP 

貴船神社雨乞祭 

10 
中国 PPI,CPI 

トルコ雇用統計 

米財政収支、米 CPI 

カナダ政策金利 

嵐山保津川川開き 

東京大空襲から 76 年 

11 

OPEC 月例報告 

ECB 理事会 

南ア国際収支 

新規失業保険申請件数 

東日本大震災から 10 年 

 

12 魚座新月 13 日 
シカゴコーン大豆納会 

トルコ鉱工業生産 

英貿易収支 

ミシガン大信頼感速報 

米 PP1、カナダ雇用統計 

国公大 2 次試験後期 

15 米国夏時間入り 

上海ゴム納会 

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 

ユーロ財務相会議 

グラミー賞授賞式 3/14 

アカデミー賞ノミネー

ト発表 

16  

ZEW 景況感 

商務省小売売上高 

鉱工業生産設備稼働率 

企業在庫 

FOMC～3/17 

大相撲春場所 3/14-28 

いのしし猟 3/15 まで 

東京桜開花予定 3/16？  

 

17  

IEA 月例報告 

豪景気先行指数 

国内貿易収支速報 

ユーロ CPI 

米住宅着工許可件数 

カナダ CPI 

FOMC 声明 3/18 3：00

バトミントン全英オー

プン 3/17～22 

18  

シカゴ大豆納会 

日銀金融政策決定会合 

BOE、トルコ政策金利 

三毛全銀協会長お別れ

会見 

NZGDP、豪雇用統計 

新規失業保険申請件数 

ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況指数 

米景気先行指数 

19  

新潟コシ納会 

日銀総裁会見 

全国 CPI 

独 PPI 

カナダ小売売上高 

選抜高校野球 3/19～3/31 

「にしきたショパン」

3/20 公開 

22 

WTI 原油納会（NYMEX） 

中古住宅販売統計 

地下鉄サリン事件から

26 年 3/20 

カーリング女子世界選

手権 3/20-28 

妙見の森 3/20 オープン 

23  

英雇用統計 

米経常収支 

米新築住宅販売 

大阪、京都桜開花予定 

世界フィギュアスケー

ト 3/22-28 

公示地価公表 

24 

NZ 貿易収支 

金融政策決定会合議事 

英 CPI,PPI 

南ア CPI 

米耐久財受注 

バンコク国際モーター

ショー～4/4 

25 

聖火リレー開始（福島） 

ゴム RSS3 納会 

東京ｶﾞｿﾘﾝ･灯油納会 

南ア、スイス政策金利  

メキシコ政策金利 

南ア PPI 

米 GDP 確報値 

新規失業保険申請件数 

日本 vs ミャンマー？ 

26  

IFO 景況感 

トルコ設備稼働率 

個人所得個人支出 

ミシガン大信頼感確報 

中国工業利益 3/27 

EU 首脳会議 3/25-26 

プロ野球開幕 

ヤクルト vs 阪神（神宮） 

競馬ドバイ W 杯 3/27 

29 天秤座満月 

NY 貴金属納会 

日銀「主な異見」 

宝塚星組公演 

3/29 まで宝塚大劇場 

河井克行氏公判 3/4～31 

30 

国内貿易収支確報 

独 CPI 

ケースシラー住宅価格 

消費者信頼感（CB） 

FIFA W 杯 2 次予選 

モンゴル vs 日本 

31 

東京原油③取引最終日 

NY 改質ｶﾞｿﾘﾝ納会 

USDA 作付意向面積 

USDA 四半期在庫報告 

トルコ貿易収支 

英 GDP 確報 

南ア貿易収支 

31 日続き 

中国 PMI(NBS) 

ADP 雇用統計 

シカゴ購買部景況指数 

国内女子ゴルフ開幕 

3/4-6（琉球 GC） 

柔道グランドスラム 3/5-7 

名古屋ウィメンズマラソン

3/14 

新月の願い事は有効 

今月全惑星順行 4/27まで 

貴船神社桃花神事 3/3 

上賀茂神社桃花神事 3/3 

東山花灯路 3/5～中止 

高台寺、園徳院ライトア

ップ 3/5 から 

清水寺夜の特別拝観 

3/27～4/4 


