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Global Economic Indicators 

海外海外海外海外    経済指標経済指標経済指標経済指標予測予測予測予測ととととイベントイベントイベントイベント予定予定予定予定（（（（2222000011114444年年年年6666月月月月33330000日日日日～～～～7777月月月月4444日日日日））））    

    

発表日：発表日：発表日：発表日：2020202014141414年年年年６月６月６月６月26262626日日日日((((木木木木))))    

    第一生命経済研究所第一生命経済研究所第一生命経済研究所第一生命経済研究所    経済調査部経済調査部経済調査部経済調査部    

(03(03(03(03----5221522152215221----5001)5001)5001)5001)    

発表日発表日発表日発表日 

((((日本時間）日本時間）日本時間）日本時間）    

イベント（経済指標、講演、等）イベント（経済指標、講演、等）イベント（経済指標、講演、等）イベント（経済指標、講演、等）    

当社当社当社当社    

予想予想予想予想    

コンセンサス、コンセンサス、コンセンサス、コンセンサス、    

市場予想レンジ市場予想レンジ市場予想レンジ市場予想レンジ    

前月値前月値前月値前月値    

((((前回値前回値前回値前回値))))    

6.29  (ｲｽﾗﾑ諸国)ラマダン(断食月)開始   

(日)     

6.30 17:00 (ﾕｰﾛ)5 月Ｍ３(前年比) ＋1.0％ - - ＋0.8％

(月) 17:30 (英)5 月マネーサプライＭ４(前年比) ▲0.5％ - - ▲0.6％

 18:00 ((((ﾕｰﾛﾕｰﾛﾕｰﾛﾕｰﾛ)6)6)6)6 月消費者物価月消費者物価月消費者物価月消費者物価((((前年比、速報値前年比、速報値前年比、速報値前年比、速報値))))    ＋0.6％ - - ＋0.5％

     

 22:00 (米)6 月ＮＡＰＭミルウォーキー 60.4 - - 63.5

 22:45 (米)6 月シカゴＰＭＩ 61.0 62.0(＋59.9～＋65.4) 65.5

 23:00 (米)5 月中古住宅販売保留(前月比) ＋0.7％ ＋1.0％(＋0.7～＋2.0％) ＋0.4％

 

2:10 

(米)ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀

総裁が講演（サンバレー） 

  

7.1  (ﾊﾟﾅﾏ)大統領就任式   

(火)  (香港)特別行政区成立記念日   

  (ﾀｲ)休場：Mid Year Closing Day   

 ※ (米)6 月自動車販売台数(百万台) 16.5 16.4(15.8～17.0) 16.7

 10:00 (中国)6 月ＰＭＩ製造業 51.0 51.1(50.8～52.0) 50.8

 10:45 (中国)6 月ＨＳＢＣＰＭＩ製造業(確報値) 50.6 50.8(50.6～51.0) 50.8

 13:30 (豪州)金融政策委員会 2.50％ 2.50％(2.50～2.50％) 2.50％

     

 16:45 (伊)6 月ＰＭＩ製造業 53.4 - - 53.2

 16:50 (仏)6 月ＰＭＩ製造業(確定値) 47.8 - - 47.8

 16:55 (独)6 月ＰＭＩ製造業(確定値) 52.4 - - 52.4

 16:55 (独)7 月失業率 6.7％ - - 6.7％

 17:00 (ﾕｰﾛ)6 月ＰＭＩ製造業(確定値) 51.9 - - 51.9

 17:30 (英)6 月ＰＭＩ製造業 56.8 - - 57.0

 17:30 ((((英英英英))))ＢＯＥ・ＦＰＣ会合議事録ＢＯＥ・ＦＰＣ会合議事録ＢＯＥ・ＦＰＣ会合議事録ＢＯＥ・ＦＰＣ会合議事録((((６月６月６月６月 17171717 日分日分日分日分))))      

 18:00 (ﾕｰﾛ)6 月失業率 11.7％ - - 11.7％

     

 23:00 ((((米米米米)6)6)6)6 月ＩＳＭ製造業月ＩＳＭ製造業月ＩＳＭ製造業月ＩＳＭ製造業景気指数景気指数景気指数景気指数    56.0 55.4(54.5～56.5) 55.4

 23:00 (米)5 月建設支出(前月比) ＋0.6％ ＋0.5％(＋0.2～＋1.0％) ＋0.2％
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発表日発表日発表日発表日 

((((日本時間）日本時間）日本時間）日本時間）    

イベント（経済指標、講演、等）イベント（経済指標、講演、等）イベント（経済指標、講演、等）イベント（経済指標、講演、等）    

当社当社当社当社    

予想予想予想予想    

ココココンセンサス、ンセンサス、ンセンサス、ンセンサス、    

市場予想レンジ市場予想レンジ市場予想レンジ市場予想レンジ    

前月値前月値前月値前月値    

((((前回値前回値前回値前回値))))    

7.2 15:00 (英)6 月ネーションワイド住宅価格(前年比) ＋10.8％ ＋11.2％(＋10.4～＋11.4％) ＋11.1％

(水) 17:30 (英)6 月建設業ＰＭＩ 59.8 - - 60.0

     

 20:30 (米)6 月チャレンジャー人員削減数(前年比) ＋35.9％ - - ＋45.5％

 21:15 (米)6 月ＡＤＰ雇用統計(前月差) ＋195 ＋207.5(＋190～＋225) +180

 23:00 (米)5 月製造業受注(前月比) ▲0.3％ 0.0％(▲0.6～＋1.0％) ＋0.7％

 

0:00 

(米)イエレンＦＲＢ議長がＩＭＦ主催のイベ

ントで講演(ワシントン) 

  

     

7.3 16:45 (伊)6 月ＰＭＩサービス業 51.8 - - 51.6

(木) 16:50 (仏)6 月ＰＭＩサービス業(確定値) 48.2 - - 48.2

 16:55 (独)6 月ＰＭＩサービス業(確定値) 54.8 - - 54.8

 17:00 (ﾕｰﾛ)6 月ＰＭＩ合成(確定値) 52.8 - - 52.8

 17:00 (ﾕｰﾛ)6 月ＰＭＩサービス業(確定値) 52.8 - - 52.8

 17:30 (英)6 月ＰＭＩサービス業 58.4 - - 58.6

 18:00 (ﾕｰﾛ)5 月小売売上高(前月比) ＋0.1％ - - ＋0.4％

 20:45 ((((ﾕｰﾛﾕｰﾛﾕｰﾛﾕｰﾛ))))ＥＣＢＥＣＢＥＣＢＥＣＢ主要政策金利主要政策金利主要政策金利主要政策金利    0.15％ 0.15％(0.15％～0.15％) 0.15％

 21:30 ((((ﾕｰﾛﾕｰﾛﾕｰﾛﾕｰﾛ))))ＥＣＢドラギ総裁記者会見ＥＣＢドラギ総裁記者会見ＥＣＢドラギ総裁記者会見ＥＣＢドラギ総裁記者会見      

     

 21:30 ((((米米米米)6)6)6)6 月非農業部門雇用者数月非農業部門雇用者数月非農業部門雇用者数月非農業部門雇用者数((((前月差、千人前月差、千人前月差、千人前月差、千人))))    ＋196.3 ＋208.5(＋145～＋250) ＋217

 21:30 ((((米米米米)6)6)6)6 月失業率月失業率月失業率月失業率    6.3％ 6.3％(＋6.2～＋6.3％) 6.3％

 21:30 (米)6 月製造業雇用者数(前月差、千人) ＋5 ＋7(＋5～＋10) ＋10

 21:30 (米)6 月平均時給(前期比) ＋0.2％ ＋0.2％(＋0.1～＋0.2％) ＋0.2％

 21:30 (米)6 月週平均労働時間 34.5 34.5(＋34.5～＋34.6) 34.5

 21:30 ((((米米米米)5)5)5)5 月貿易収支月貿易収支月貿易収支月貿易収支(10(10(10(10 億ドル）億ドル）億ドル）億ドル）    ▲45.5 ▲45(▲47.2～▲42.5) ▲47.2

 21:30 ((((米米米米))))新規失業保険申請件数新規失業保険申請件数新規失業保険申請件数新規失業保険申請件数((((千件千件千件千件))))    310  

 23:00 ((((米米米米)6)6)6)6 月ＩＳＭ非製造業月ＩＳＭ非製造業月ＩＳＭ非製造業月ＩＳＭ非製造業景気景気景気景気指数指数指数指数    55.8 56(55～56.7) 56.3

     

        

7.4  (米)休場：独立記念日   

(金)     

 15:00 (独)5 月製造業受注(前月比) ▲0.7％ - - ＋3.1％

     

上記以外に、毎週火曜日に上記以外に、毎週火曜日に上記以外に、毎週火曜日に上記以外に、毎週火曜日に週間小売統計週間小売統計週間小売統計週間小売統計が発表される。が発表される。が発表される。が発表される。        

（注 1）網掛けは注目されるイベント・経済指標、太字は重要指標  

（注 2）市場予想は Bloomberg 

（注 3）※は発表時期未定  
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＜＜＜＜日本・海外経済＞月間スケジュール（日本・海外経済＞月間スケジュール（日本・海外経済＞月間スケジュール（日本・海外経済＞月間スケジュール（6666 月～月～月～月～8888 月）月）月）月）    

6666 月月月月    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

6/2 3 4 5 6

1-3月期法人企業統計(8:50)

5月自動車販売(14:00)

5月軽自動車販売(14:00)

(米)5月ISM製造業景気指数

(米)4月建設支出

(米)5月自動車販売台数

(欧・独・仏)5月製造業ＰＭＩ(確)

(英)5月製造業ＰＭＩ

5月マネタリーベース(8:50)

4月毎月勤労統計(10:30)

(米)4月製造業受注

(英)5月ﾈｰｼｮﾝﾜｲﾄﾞ住宅価格

(豪州)金融政策決定会合

(米)4月貿易収支

(米)ベージュブック

(米)5月ISM非製造業指数

(欧・独・仏)5月サービス業ＰＭＩ

(確)

(欧)1-3月期GDP(改)

(豪州)1-3月期GDP

(欧)4月小売売上高

(欧)ECB理事会

(独)4月製造業受注

(英)BOE金融政策決定会合

(韓国)1-3月期GDP(改)

4月景気動向指数(14:00)

4月家計消費状況調査(14:00)

(米)5月雇用統計

(米)4月消費者信用残高

(独)4月貿易収支

(独)4月鉱工業生産

(仏)4月貿易収支

9 10 11 12 13

1-3月期GDP2次速報(8:50)

4月国際収支(8:50)

5月貸出・預金動向(8:50)

4月特定サービス産業動態統計

調査(13:30)

5月消費動向調査(14:00)

5月景気ウォッチャー調査

（15:00）

5月マネーストック(8:50)

4月第3次産業活動指数(8:50)

(米)4月卸売在庫

(仏)4月鉱工業生産

(英)4月鉱工業生産

(ﾄﾙｺ)1-3月期GDP

5月企業物価(8:50)

4-6月期法人企業景気予測調査

(8:50)

(米)5月財政収支

(英)5月失業率

4月機械受注統計(8:50)

金融政策決定会合(～13日)

(米)5月小売売上高

(米)5月輸入物価

(米)4月企業在庫

(欧)4月鉱工業生産

(欧)ECB月報

(仏)5月消費者物価

(ﾆｭｰｼﾞｰ)金融政策決定会合

(韓国)金融政策決定会合

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)金融政策決定会合

4月鉱工業指数・確(13:30)

4月商業販売統計・確(13:30)

日銀総裁定例記者会見

(米)5月生産者物価

(米)6月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(速)

(欧)4月貿易収支

(独)5月消費者物価(確)

16 17 18 19 20

6月金融経済月報(14:00)

(米)5月鉱工業生産

(米)6月ＮＹ連銀指数

(米)6月NAHB住宅市場指数

(欧)5月消費者物価(確)

4月建設総合統計(14:00)

(米)5月消費者物価

(米)5月住宅着工件数

(独)6月ZEW景況指数

(英)5月消費者物価

金融政策決定会合議事要旨(5月

20,21日分)(8:50)

5月貿易統計(8:50)

1-3月期資金循環(8:50)

4月毎月勤労統計・確(10:30)

5月全国百貨店売上高(14:30)

(米)ＦＯＭＣ

(欧)4月建設支出

(英)金融政策会合議事録

6月ロイター短観(8:30)

4月全産業活動指数(13:30)

4月景気動向指数改訂(14:00)

(米)6月フィラ連銀指数

(米)5月景気先行指数

(英)5月小売売上高

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)金融政策委員会

5月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

6月月例経済報告

23 24 25 26 27

5月チェーンストア販売統計

(14:00)

(米)5月中古住宅販売件数

(欧・独・仏)6月製造業PMI(速)

(欧・独・仏)6月サービス業

PMI(速)

(米)6月CB消費者信頼感指数

(米)4月S&Pケース・シラー住宅

価格

(米)4月FHFA住宅価格指数

(米)5月新築住宅販売件数

(独)6月Ifo景況指数

(ﾄﾙｺ)金融政策決定会合

5月企業向けサービス価格指数

(8:50)

(米)5月耐久財受注

(米)1-3月期GDP(確)

(仏)6月INSEE企業景況感

(台湾)金融政策決定会合

(米)5月個人所得・消費 5月消費者物価・全(8:30)

6月消費者物価・都(8:30)

5月家計調査(8:30)

5月労働力調査(8:30)

5月一般職業紹介状況(8:30)

5月商業販売統計(8:50)

5月投入・産出物価指数(8:50)

(米)6月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(確)

(欧)6月経済信頼感

(独)6月消費者物価(速)

(仏)1-3月期GDP(確)

(仏)5月消費支出

(英)1-3月期GDP(確)

(ﾍﾞﾄﾅﾑ)4-6月期GDP

30 7/1 2 3 4

5月鉱工業指数(8:50)

5月住宅着工統計(14:00)

(米)6月シカゴPMI

(欧)6月消費者物価（速）

(欧)5月M3

6月日銀短観(8:50)

5月毎月勤労統計(10:30)

6月自動車販売(14:00)

6月軽自動車販売(14:00)

平成26年路線価

(米)ISM製造業景気指数

(米)6月自動車販売台数

(欧・独・仏)6月製造業PMI(確)

(独)6月失業率

(英)6月製造業ＰＭＩ

(豪州)金融政策委員会

6月マネタリーベース(8:50)

6月短観業種別計数及び調査全

容(8:50)

(米)5月製造業受注

(英)6月ﾈｰｼｮﾝﾜｲﾄﾞ住宅価格

(米)ISM非製造業景気指数

(米)5月貿易収支

(欧)ECB理事会

(欧・独・仏)6月サービス業

PMI(確)

(欧)5月小売売上高

5月家計消費状況調査(14:00)

(米)6月雇用統計

(独)5月製造業受注

(※)印は期日が未定のもの
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

6/30 7/1 2 3 4

5月鉱工業指数(8:50)

5月住宅着工統計(14:00)

(米)6月シカゴPMI

(欧)6月消費者物価（速）

(欧)5月M3

6月日銀短観(8:50)

5月毎月勤労統計(10:30)

6月自動車販売(14:00)

6月軽自動車販売(14:00)

平成26年路線価

(米)ISM製造業景気指数

(米)6月自動車販売台数

(欧・独・仏)6月製造業PMI(確)

(独)6月失業率

(英)6月製造業ＰＭＩ

(豪州)金融政策委員会

6月マネタリーベース(8:50)

6月短観業種別計数及び調査全

容(8:50)

(米)5月製造業受注

(英)6月ﾈｰｼｮﾝﾜｲﾄﾞ住宅価格

(米)ISM非製造業景気指数

(米)5月貿易収支

(欧)ECB理事会

(欧・独・仏)6月サービス業

PMI(確)

(欧)5月小売売上高

5月家計消費状況調査(14:00)

(米)6月雇用統計

(独)5月製造業受注

7 8 9 10 11

5月景気動向指数(14:00)

(独)5月鉱工業生産

※(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)4-6月期GDP(速)

6月貸出・預金動向(8:50)

5月国際収支(8:50)

6月景気ウォッチャー調査(14:00)

(米)5月消費者信用残高

(独)5月貿易収支

(英)5月鉱工業生産

6月マネーストック(8:50)

5月特定サービス産業動態統計

調査(13:30)

(米)FOMC議事録

6月企業物価(8:50)

6月消費動向調査(14:00)

5月機械受注統計(8:50)

5月第3次産業活動指数(8:50)

(米)5月卸売在庫

(英)BOE金融政策決定会合

(仏)5月鉱工業生産

(仏)6月消費者物価

(欧)ECB月報

(韓国)金融政策決定会合

(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)金融政策決定会合

(ﾏﾚｰｼｱ)金融政策委員会

(米)6月財政収支

(独)6月消費者物価(確)

(ﾒｷｼｺ)金融政策委員会

14 15 16 17 18

5月鉱工業指数・確(13:30)

5月商業販売統計・確(13:30)

金融政策決定会合(～15日)

(欧)5月鉱工業生産

日銀総裁定例記者会見

(米)6月小売売上高

(米)6月輸入物価

(米)5月企業在庫

(米)7月ＮＹ連銀指数

(独)7月ZEW景況指数

(英)6月消費者物価

7月金融経済月報(14:00)

(米)6月生産者物価

(米)6月鉱工業生産

(米)7月NAHB住宅市場指数

(米)ベージュブック

(欧)5月貿易収支

(英)6月失業率

※(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)金融政策委員会

(中国)4-6月期GDP

7月ロイター短観(8:30)

※7月主要銀行貸出アンケート調

査(8:50)

5月建設総合統計(14:00)

※6月全国百貨店売上高(14:30)

(米)6月住宅着工件数

(米)7月フィラ連銀指数

(欧)6月消費者物価(確)

(欧)5月建設支出

(南ｱ)金融政策委員会

(ﾄﾙｺ)金融政策委員会

金融政策決定会合議事要旨(6月

12,13日分)(8:50)

5月毎月勤労統計・確(10:30)

※6月チェーンストア販売統計

(14:00)

(米)7月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(速)

(米)6月景気先行指数

21 22 23 24 25

5月全産業活動指数(13:30)

5月景気動向指数改訂(14:00)

6月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

※7月月例経済報告

(米)6月消費者物価

(米)5月FHFA住宅価格指数

(米)6月中古住宅販売件数

(英)金融政策会合議事録

(仏)7月INSEE企業景況感

6月貿易統計(8:50)

(米)6月新築住宅販売件数

(欧・独・仏)7月製造業PMI(速)

(欧・独・仏)7月サービス業

PMI(速)

(英)6月小売売上高

(ﾆｭｰｼﾞｰ)金融政策委員会

(韓国)4-6月期GDP(速)

6月消費者物価・全(8:30)

7月消費者物価・都(8:30)

6月企業向けサービス価格指数

(8:50)

(米)6月耐久財受注

(欧)6月M3

(独)7月Ifo景況指数

(英)4-6月期GDP(速)

28 29 30 31 8/1

※(英)7月ﾈｰｼｮﾝﾜｲﾄﾞ住宅価格 6月家計調査(8:30)

6月労働力調査(8:30)

6月一般職業紹介状況(8:30)

6月投入・産出物価指数(8:50)

6月商業販売統計(8:50)

(米)7月CB消費者信頼感指数

(米)5月S&Pケースシラー住宅価

格指数

※(ｲﾝﾄﾞ)金融政策委員会

6月鉱工業指数(8:50)

(米)4-6月期GDP(速)

(米)FOMC

(独)7月消費者物価(速)

(欧)7月経済信頼感

(欧)7月消費者物価(速)

6月毎月勤労統計(10:30)

6月住宅着工統計(14:00)

(米)7月シカゴPMI

(米)6月建設支出

(米)7月自動車販売台数

(欧)6月失業率

(独)7月失業率

(仏)6月消費支出

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)金融政策委員会

6月家計消費状況調査(14:00)

7月自動車販売(14:00)

7月軽自動車販売(14:00)

(米)7月雇用統計

(米)ISM製造業景気指数

(米)6月個人所得・消費

(米)7月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(確)

(欧・独・仏)7月製造業PMI(確)

(英)7月製造業PMI

(※)印は期日が未定のもの
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以上    

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

28 29 30 31 8/1

※(英)7月ﾈｰｼｮﾝﾜｲﾄﾞ住宅価格 6月家計調査(8:30)

6月労働力調査(8:30)

6月一般職業紹介状況(8:30)

6月投入・産出物価指数(8:50)

6月商業販売統計(8:50)

(米)7月CB消費者信頼感指数

(米)5月S&Pケースシラー住宅価

格指数

※(ｲﾝﾄﾞ)金融政策委員会

6月鉱工業指数(8:50)

(米)4-6月期GDP(速)

(米)FOMC

(独)7月消費者物価(速)

(欧)7月経済信頼感

(欧)7月消費者物価(速)

6月毎月勤労統計(10:30)

6月住宅着工統計(14:00)

(米)7月シカゴPMI

(米)6月建設支出

(米)7月自動車販売台数

(欧)6月失業率

(独)7月失業率

(仏)6月消費支出

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)金融政策委員会

(台湾)4-6月期GDP

6月家計消費状況調査(14:00)

7月自動車販売(14:00)

7月軽自動車販売(14:00)

(米)7月雇用統計

(米)ISM製造業景気指数

(米)6月個人所得・消費

(米)7月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(確)

(欧・独・仏)7月製造業PMI(確)

(英)7月製造業PMI

4 5 6 7 8

7月マネタリーベース(8:50) (米)7月ISM非製造業景気指数

(欧・独・仏)7月サービス業

PMI(確)

(欧)6月小売売上高

6月景気動向指数(14:00)

(米)6月貿易収支

(独)6月製造業受注

(英)6月鉱工業生産

(英)BOE・MPC

(ﾏﾚｰｼｱ)4-6月期GDP

金融政策決定会合(～8日)

(米)6月消費者信用残高

(独)6月鉱工業生産

(仏)6月貿易収支

6月国際収支(8:50)

7月貸出・預金動向(8:50)

6月特定サービス産業動態統計

調査(13:30)

7月景気ウォッチャー調査

日銀総裁定例記者会見

(米)6月卸売在庫

(独)6月貿易収支

(仏)6月鉱工業生産

(英)6月貿易収支

11 12 13 14 15

7月マネーストック(8:50)

6月第3次産業活動指数(8:50)

6月商業販売統計・確(13:30)

8月金融経済月報(14:00)

7月消費動向調査(14:00)

※(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)4-6月期GDP(確)

7月企業物価(8:50)

6月鉱工業指数・確(13:30)

(米)7月財政収支

(独)8月ZEW景況指数

4-6月期GDP1次速報(8:50)

金融政策決定会合議事要旨(7月

14,15日分)(8:50)

(米)7月小売売上高

(米)6月企業在庫

(欧)6月鉱工業生産

(独)7月消費者物価(確)

(仏)7月消費者物価

(英)BOE物価レポート

(英)7月失業率

6月機械受注統計(8:50)

※8月月例経済報告

(米)7月輸入物価

(欧・独・仏)4‐6月期GDP(速)

(欧)ECB月報

(欧)7月消費者物価(確)

(韓)金融政策委員会

(米)8月NY連銀指数

(米)7月生産者物価

(米)7月鉱工業生産

(米)8月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(速)

(英)4-6月期GDP(速)

(香港)4-6月期GDP

18 19 20 21 22

6月毎月勤労統計・確(10:30)

6月建設総合統計(14:00)

(米)NAHB住宅市場指数

(ﾀｲ)4-6月期GDP

6月景気動向指数改訂(14:00)

※7月全国百貨店売上高(14:30)

(米)7月消費者物価

(米)7月住宅着工件数

(欧)6月貿易収支

(英)7月消費者物価

7月貿易統計(8:50)

6月全産業活動指数(13:30)

※7月チェーンストア販売統計

(14:00)

7月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

(米)FOMC議事録

(欧)6月建設支出

(英)金融政策委員会議事録

8月ロイター短観(8:30)

(米)8月フィラ連銀指数

(米)7月中古住宅販売件数

(米)7月景気先行指数

(欧・独・仏)8月製造業PMI(速)

(欧・独・仏)8月サービス業

PMI(速)

(英)7月小売売上高

(ﾒｷｼｺ)4-6月期GDP

25 26 27 28 29

(米)7月新築住宅販売件数

(独)8月Ifo景況感指数

※(英)8月ﾈｰｼｮﾝﾜｲﾄﾞ住宅価格

7月企業向けサービス価格指数

(8:50)

(米)6月FHFA住宅価格指数

(米)7月耐久財受注

(米)6月S&Pケースシラー住宅価

格指数

(米)8月CB消費者信頼感指数

(仏)8月INSEE企業景況感

(ﾄﾙｺ)金融政策委員会

7月投入・産出物価指数(8:50)

(米)4-6月期GDP(改)

(欧)7月M3

(欧)8月経済信頼感

(独)8月失業率

(独)8月消費者物価(速)

(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)4-6月期GDP

7月消費者物価・全(8:30)

8月消費者物価・都(8:30)

7月家計調査(8:30)

7月労働力調査(8:30)

7月一般職業紹介状況(8:30)

7月鉱工業指数(8:50)

7月商業販売統計(8:50)

7月住宅着工統計(14:00)

(米)7月個人消費・所得

(米)8月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ(確)

(米)8月シカゴPMI

(欧)8月消費者物価(速)

(欧)7月失業率

(ｲﾝﾄﾞ)4-6月期GDP

(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)4-6月期GDP

(※)印は期日が未定のもの


