
経済統計カレンダー

項番 国・地域 掲載指標 重要度
1 （米） FRB政策金利 ◎
2 （米） ISM製造業景気指数 ◎
3 （米） ISM非製造業景気指数 ○
4 （米） シカゴ購買部協会景気指数（PMI） ○
5 （米） ニューヨーク連銀製造業景気指数 ○
6 （米） フィラデルフィア連銀景況指数 ○
7 （米） ミシガン大学消費者信頼感指数 ○
8 （米） 卸売在庫（前月比）
9 （米） 企業在庫（前月比）
10 （米） 個人支出（前月比）
11 （米） 個人所得（前月比）
12 （米） 個人消費（前期比年率）
13 （米） GDPデフレータ（前期比年率）
14 （米） 実質GDP（前期比年率） ◎
15 （米） 小売売上高（前月比） ◎
16 （米） 小売売上高（自動車除くコア）（前月比） ◎
17 （米） PCEコアデフレータ（前月比）
18 （米） PCEコアデフレータ（前年比） ○
19 （米） PCEデフレータ（前年比）
20 （米） 消費者物価指数（CPI）（前月比） ○
21 （米） 消費者物価指数（CPI）（前年比） ○
22 （米） 消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） ○
23 （米） 消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） ○
24 （米） 生産者物価指数（PPI）（前月比） ○
25 （米） 生産者物価指数（PPI）（前年比） ○
26 （米） 生産者物価指数（食品・エネルギー除くコア）（前月比） ○
27 （米） 生産者物価指数（食品・エネルギー除くコア）（前年比） ○
28 （米） 製造業新規受注（前月比）
29 （米） コンファレンスボード消費者信頼感指数 ○
30 （米） 鉱工業生産指数（前月比）
31 （米） 設備稼働率
32 （米） 耐久財受注（前月比）
33 （米） 耐久財受注（輸送除くコア）（前月比）
34 （米） 新築住宅販売件数 ○
35 （米） 中古住宅販売件数 ○
36 （米） 住宅着工件数 ○
37 （米） 住宅建築許可件数
38 （米） 建設支出（前月比）
39 （米） 非農業部門雇用者数（NFP）（前月比） ◎
40 （米） 失業率 ◎
41 （米） ADP雇用者数（前月比） ○
42 （米） 新規失業保険申請件数
43 （米） 貿易収支 ○
44 （米） 経常収支
45 （米） 景気先行指数（前月比）
46 （米） 対米証券投資
47 （米） 輸入物価指数（前月比）
48 （米） 輸入物価指数（前年比）
49 （米） S&Pケースシラー住宅価格（20都市・前年比）
50 （米） 中古住宅販売成約指数(前月比)
51 （米） MBA住宅ローン申請指数（前週比）
52 （日） 日銀マネタリーベース目標 ◎
53 （日） 機械受注（前月比）
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項番 国・地域 掲載指標 重要度
54 （日） 機械受注（前年比）
55 （日） 景気一致指数
56 （日） 景気先行指数
57 （日） 鉱工業生産（前月比）
58 （日） 鉱工業生産（前年比）
59 （日） 設備稼働率（前月比）
60 （日） 完全失業率
61 （日） 有効求人倍率
62 （日） 実質GDP（前期比） ○
63 （日） 実質GDP（前期比年率）
64 （日） GDPデフレータ（前年比）
65 （日） 全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） ○
66 （日） 全国消費者物価指数（CPI）（前年比） ○
67 （日） 国際収支－経常収支
68 （日） 国際収支－経常収支（季調済）
69 （日） 国際収支－貿易収支
70 （日） 通関ベース貿易収支
71 （日） 通関ベース貿易収支（季調済）
72 （日） 第3次産業活動指数
73 （日） 全産業活動指数
74 （日） 国内企業物価（前月比）
75 （日） 国内企業物価（前年比）
76 （日） マネーストックM2（前年比）
77 （日） 日銀短観（大企業製造業・業況判断） ◎
78 （日） 日銀短観（大企業非製造業・業況判断） ○
79 （日） 日銀短観（大企業製造業・先行き） ○
80 （日） 日銀短観（大企業非製造業・先行き） ○
81 （日） 日銀短観（大企業全産業・設備投資）
82 （欧） ECB政策金利 ◎
83 （欧） ユーロ圏鉱工業生産指数（前月比）
84 （欧） ユーロ圏鉱工業生産指数（前年比）
85 （欧） ユーロ圏失業率
86 （欧） ユーロ圏小売売上高（前月比）
87 （欧） ユーロ圏小売売上高（前年比）
88 （欧） ユーロ圏消費者信頼感
89 （欧） ユーロ圏消費者物価指数（HICP）概算値速報（前年比） 　
90 （欧） ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（前月比） ○
91 （欧） ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（前年比） ○
92 （欧） ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（コア）（前年比） ○
93 （欧） ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（前月比）
94 （欧） ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（前年比）
95 （欧） ユーロ圏貿易収支（季調前）
96 （欧） ユーロ圏貿易収支（季調済）
97 （欧） ユーロ圏経常収支（季調前）
98 （欧） ユーロ圏経常収支（季調済）
99 （欧） ユーロ圏GDP（前期比）
100 （欧） ユーロ圏GDP（前年比）
101 （欧） ユーロ圏業況判断指数
102 （欧） 製造業新規受注（前月比）
103 （欧） 製造業新規受注（前年比）
104 （欧） ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数） ○
105 （欧） ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数） ○
106 （英） 英中銀政策金利 ◎
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項番 国・地域 掲載指標 重要度
107 （英） GDP（前期比） ○
108 （英） GDP（前年比） ○
109 （英） GfK消費者信頼感調査
110 （英） 鉱工業生産（前月比）
111 （英） 鉱工業生産（前年比）
112 （英） 失業率
113 （英） 小売売上高（前月比）
114 （英） 小売売上高（前年比）
115 （英） 消費者物価指数（CPI）（前月比） ○
116 （英） 消費者物価指数（CPI）（前年比） ◎
117 （英） 消費者物価指数（CPI）（コア）（前年比） ○
118 （英） 小売物価指数（RPI）（前月比）
119 （英） 小売物価指数（RPI）（前年比）
120 （英） 小売物価指数（RPIX）（除くモーゲージ利払い）（前年比）
121 （英） 生産者物価指数（PPI）（仕入）（前月比）
122 （英） 生産者物価指数（PPI）（仕入）（前年比）
123 （英） 生産者物価指数（PPI）（出荷）（前月比）
124 （英） 生産者物価指数（PPI）（出荷）（前年比）
125 （英） 生産者物価指数（PPI）（出荷・コア）（前月比）
126 （英） 生産者物価指数（PPI）（出荷・コア）（前年比）
127 （英） 製造業生産高（前月比）
128 （英） 製造業生産高（前年比）
129 （英） 商品貿易収支
130 （英） 経常収支
131 （英） CIPS非製造業PMI（購買担当者指数）
132 （英） CIPS製造業PMI（購買担当者指数）
133 （英） ハリファックス住宅価格（前月比）
134 （英） RICS住宅価格指数
135 （英） ネーションワイド住宅価格（前月比） ○
136 （英） ネーションワイド住宅価格（前年比） ○
137 （英） 公共部門ネット負債
138 （独） GDP（前期比） ○
139 （独） Ifo景況感指数 ◎
140 （独） 貿易収支
141 （独） 経常収支
142 （独） 鉱工業生産（前月比）
143 （独） 鉱工業生産（前年比）
144 （独） 失業率
145 （独） 失業者数
146 （独） 消費者物価指数（CPI）（前月比） ○
147 （独） 消費者物価指数（CPI）（前年比） ○
148 （独） 調和消費者物価指数（HICP）（前月比）
149 （独） 調和消費者物価指数（HICP）（前年比）
150 （独） 生産者物価指数（PPI）（前月比）
151 （独） 生産者物価指数（PPI）（前年比）
152 （独） ZEW景況感指数 ○
153 （独） 卸売物価指数（前月比）
154 （独） 卸売物価指数（前年比）
155 （独） 非製造業PMI(購買担当者指数) ○
156 （独） 製造業PMI（購買担当者指数） ○
157 （独） 小売売上高指数（前月比）
158 （独） 小売売上高指数(前年比)
159 （独） 製造業受注（前月比）
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項番 国・地域 掲載指標 重要度
160 （独） 製造業受注（前年比）
161 （独） GfK消費者信頼感調査
162 （仏） 実質GDP（前期比） ○
163 （ス） スイス中銀政策金利 ◎
164 （ス） GDP（前期比） ○
165 （ス） GDP（前年比） ○
166 （ス） KOFスイス先行指数
167 （ス） 鉱工業生産（前年比）
168 （ス） 失業率（季調前）
169 （ス） 失業率（季調済）
170 （ス） 消費者物価指数（CPI）（前月比） ○
171 （ス） 消費者物価指数（CPI）（前年比） ○
172 （ス） 貿易収支
173 （ス） SVME購買担当者景況指数（PMI）
174 （加） カナダ中銀政策金利 ◎
175 （加） GDP（前月比） ○
176 （加） GDP（前期比） ○
177 （加） Ivey購買担当者景況感指数 ○
178 （加） 卸売売上高（前月比）
179 （加） 雇用者数 ○
180 （加） 失業率
181 （加） 小売売上高（前月比）
182 （加） 小売売上高（自動車除く）（前月比）
183 （加） 消費者物価指数（CPI）（前月比） ○
184 （加） 消費者物価指数（CPI）（前年比） ○
185 （加） 消費者物価指数（CPI）（変動8品目除コア）（前月比） ○
186 （加） 消費者物価指数（CPI）（変動8品目除コア）（前年比） ○
187 （加） 設備稼働率
188 （加） 鉱工業製品価格（前月比）
189 （加） 原材料価格指数（前月比）
190 （加） 国際商品貿易
191 （加） 経常収支
192 （加） 住宅着工件数
193 （加） 住宅建設許可
194 （豪） 豪中銀政策金利 ◎
195 （豪） GDP（前年比） ○
196 （豪） GDP（前期比） ○
197 （豪） 貿易収支
198 （豪） 経常収支
199 （豪） 失業率
200 （豪） 雇用者数（前月比） ○
201 （豪） 小売売上高（前月比）
202 （豪） 小売売上高（インフレ調整済）（前月比）
203 （豪） 生産者物価指数（PPI）（前期比）
204 （豪） 生産者物価指数（PPI）（前年比）
205 （豪） 消費者物価指数（CPI）（前期比） ○
206 （豪） 消費者物価指数（CPI）（前年比） ○
207 （豪） 消費者物価指数（CPI）（刈り込み平均）（前期比） ○
208 （豪） 消費者物価指数（CPI）（刈り込み平均）（前年比） ○
209 （豪） 消費者物価指数（CPI）（加重中央値）（前期比） ○
210 （豪） 消費者物価指数（CPI）（加重中央値）（前年比） ○
211 （豪） Westpac消費者信頼感指数
212 （ＮＺ） NZ中銀政策金利 ◎
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項番 国・地域 掲載指標 重要度
213 （ＮＺ） 貿易収支
214 （ＮＺ） 経常収支
215 （ＮＺ） 失業率
216 （ＮＺ） GDP（前期比） ○
217 （ＮＺ） GDP（前年比） ○
218 （ＮＺ） 小売売上高（前期比）
219 （ＮＺ） 生産者物価指数（PPI）（生産高）（前期比）
220 （ＮＺ） 消費者物価指数（CPI）（前期比） ○
221 （ＮＺ） ANZ企業信頼感
222 （南ア） 南ア中銀政策金利 ◎
223 （南ア） GDP（前期比年率・季調済） ○
224 （南ア） GDP（前年比・季調前）
225 （南ア） 実質小売売上（前年比）
226 （南ア） 消費者物価指数（CPI）（総品目）（前月比） 　
227 （南ア） 消費者物価指数（CPI）（総品目）（前年比） 　
228 （南ア） 消費者物価指数（CPI）（都市部）（前月比） 　
229 （南ア） 消費者物価指数（CPI）（都市部）（前年比） 　
230 （南ア） 生産者物価指数（PPI）（前月比）
231 （南ア） 生産者物価指数（PPI）（前年比）
232 （南ア） SACCI景況感指数
233 （南ア） 貿易収支
234 （南ア） 製造業生産高（前月比･季調済）
235 （香） 失業率
236 （香） 実質GDP（前期比）
237 （香） 実質GDP（前年比）
238 （香） 小売売上高指数-価額ベース（前年比） 
239 （香） 小売売上高指数－数量ベース（前年比）
240 （香） 消費者物価指数（CPI）（前年比）
241 （香） 生産者物価指数（PPI）（前年比）
242 （香） 貿易収支
243 （香） 国際収支－経常収支
244 （香） 国際収支－総額
245 （香） 鉱工業生産指数（前年比）
246 （シンガ） 消費者物価指数（CPI）（前月比） 　
247 （シンガ） 消費者物価指数（CPI）（前年比） 　
248 （シンガ） 鉱工業生産（前月比）
249 （シンガ） 鉱工業生産（前年比）
250 （シンガ） 小売売上高（前月比）
251 （シンガ） 小売売上高（前年比）
252 （シンガ） GDP（前期比） ○
253 （シンガ） GDP（前年比） ○
254 （シンガ） 失業率
255 （中国） 消費者物価指数（前年比） ○
256 （中国） 生産者物価指数(前年比）
257 （中国） 鉱工業生産（前年比）
258 （中国） 鉱工業生産（年初来・前年比）
259 （中国） 小売売上高（前年比） ○
260 （中国） 小売売上高（年初来・前年比） ○
261 （中国） 製造業PMI（購買担当者指数） ○
262 （中国） 実質GDP（前年比） ○
263 (インド) GDP（前年比） ○
264 (インド) 卸売物価指数（前年比）
265 (インド) 鉱工業生産（前年比）
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266 (インド) インド中銀政策金利 ○
267 (韓国) GDP(前期比） 　
268 (韓国) 失業率
269 (韓国) 消費者物価指数（前月比）
270 (韓国) 消費者物価指数（前年比）
271 (韓国) 鉱工業生産（前月比）
272 (韓国) 韓国中銀政策金利 ○
273 （ブラジル） ブラジル中銀政策金利 ○
274 （ブラジル） 小売売上高（前年比）
275 （ブラジル） 鉱工業生産（前年比）
276 （ブラジル） GDP(前期比)
277 （ブラジル） GDP(前年比)
278 （ブラジル） 失業率
279 （トルコ） トルコ中銀政策金利
280 （トルコ） 消費者物価指数（前月比）
281 （トルコ） 消費者物価指数（前年比）
282 （トルコ） GDP(前期比)
283 （トルコ） GDP(前年比)
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