先物カレンダー

６月

国内
1

木 【経済】08:50
【経済】14:00
【経済】14:00
【発会】

2

金 【経済】08:50 マネタリーベース（５月、日銀）

証券売買契約等状況（5/21 – 5/27、財務省）
新車販売台数（５月、自販連）
軽自動車新車販売速報（５月、全軽自協）
東京原油 17 年 11 月限

3 土）／ 4（日）
5 月

6

火

7

水 【商品】12:00 原油・石油製品供給統計週報（石油連盟）
【経済】14:00 景気動向指数速報（４月、内閣府）
【商品】14:00 石油製品給油所小売価格調査（資源エネルギー庁）

8

木 【経済】08:50
【経済】08:50
【経済】08:50
【経済】08:50
【経済】
金 【経済】08:50
【商品】09:30
【経済】13:30

9

国内総生産(GDP)２次速報（1-3 月期、内閣府）
国際収支状況速報（４月、財務省）
証券売買契約等状況（５月、財務省）
証券売買契約等状況（5/28 - 6/3、財務省）
景気ウォッチャー調査（５月、内閣府）
マネーストック（５月、日銀）
ゴム指定倉庫在庫（東商取）
第３次産業活動指数（４月、経産省）

10（土）／ 11（日）
12 月 【経済】08:50 企業物価指数（５月、日銀）
【経済】08:50 機械受注(４月、内閣府)
【商品】09:30 貴金属倉荷証券流通高（５月、東商取）
13 火 【経済】13:30 小売業販売額確報（４月、経産省）

14 水 【商品】12:00 原油・石油製品供給統計週報（石油連盟）
【経済】13:30 鉱工業生産指数確報（４月、経産省）
【商品】14:00 石油製品給油所小売価格調査（資源エネルギー庁）

15 木 【経済】08:50
【経済】09:00
【納会】
【納会】

証券売買契約等状況（6/4 - 6/10、財務省）
金融政策決定会合１日目（日銀）
東京とうもろこし 17 年７月限
東京一般大豆 17 年６月限

16 金 【経済】09:00
【経済】15:30
【経済】
【発会】
【発会】

金融政策決定会合２日目（日銀）
総裁記者会見（日銀）
金融市場調節方針公表（日銀）
東京とうもろこし 18 年７月限
東京一般大豆 18 年６月限

＜ 2017 ＞
海外

【経済】10:45
【経済】17:00
【経済】21:15
【経済】21:30
【経済】23:00
【経済】23:00
【商品】00:00
【経済】
【経済】18:00
【経済】21:30
【経済】21:30
【農産】21:30
【商品】04:30

製造業購買担当者景気指数（５月、中国）
製造業購買担当者景気指数改定値（５月、ユーロ）
米雇用統計（５月、ADP）
米新規失業保険申請件数（労働省）
米建設支出（４月、商務省）
米製造業景況指数（５月、ISM）
EIA(米エネルギー情報局)週間石油統計
米新車販売台数（５月、オートデータ）
卸売物価指数（４月、ユーロ）
米雇用統計（５月、労働省）
米貿易収支（４月、商務省）
USDA 週間輸出成約高
CFTC 建玉明細

【経済】10:45
【経済】23:00
【経済】23:00
【経済】23:00
【農産】00:00
【農産】05:00
【経済】17:00
【経済】18:00
【商品】05:30

サービス業購買担当者景気指数（５月、中国）
米耐久財受注確報値（４月、商務省）
米製造業受注（４月、商務省）
米非製造業景況指数（５月、ISM）
USDA 週間輸出検証高
USDA 週間穀物生育進度・作況状況
サービス業購買担当者景気指数改定値（５月、ユーロ）
小売売上高（４月、ユーロ）
API(米石油協会)週間石油統計

【経済】18:00
【経済】20:00
【商品】23:30
【経済】04:00
【経済】
【経済】20:45
【経済】21:30
【経済】21:30
【農産】21:30
【経済】10:30
【経済】21:30
【農産】01:00
【農産】01:00
【商品】04:30

域内総生産(GDP)確定値（1-3 月期、ユーロ）
米住宅ローン申請指数（MBA）
EIA(米エネルギー情報局)週間石油統計
米消費者信用残高（４月、FRB）
貿易収支（５月、中国）
欧州中央銀行政策金利（ユーロ）
ドラギ欧州中央銀行総裁定例会見（ユーロ）
米新規失業保険申請件数（労働省）
USDA 週間輸出成約高
消費者物価指数（５月、中国）
米卸売在庫（４月、商務省）
USDA 世界穀物需給見通し
USDA 農産物生産高
CFTC 建玉明細

【農産】00:00 USDA 週間輸出検証高
【経済】03:00 米財政収支（５月、財務省）
【農産】05:00 USDA 週間穀物生育進度・作況状況
【経済】18:00
【経済】21:30
【商品】05:30
【経済】
【経済】11:00
【経済】11:00
【経済】18:00
【経済】20:00
【経済】21:30
【経済】21:30
【経済】23:00
【商品】23:30
【経済】03:00
【経済】
【経済】18:00
【経済】21:30
【経済】21:30
【経済】21:30
【経済】21:30
【農産】21:30
【経済】22:15
【経済】05:00
【経済】18:00
【経済】21:30
【経済】23:00
【商品】04:30

ZEW 景況感調査（６月、ユーロ）
米生産者物価指数（５月、労働省）
API(米石油協会)週間石油統計
米連邦公開市場委員会１日目（FRB）
小売売上高（５月、中国）
鉱工業生産（５月、中国）
鉱工業生産（４月、ユーロ）
米住宅ローン申請指数（MBA）
米小売売上高（４月、商務省）
米消費者物価指数（５月、労働省）
米企業在庫（４月、商務省）
EIA(米エネルギー情報局)週間石油統計
FOMC 声明文発表（FRB）
米連邦公開市場委員会２日目（FRB）
貿易収支（４月、ユーロ）
米新規失業保険申請件数（労働省）
米輸出入物価指数（５月、労働省）
米製造業景況指数（６月、ニューヨーク連銀）
米製造業景況指数（６月、フィラデルフィア連銀）
USDA 週間輸出成約高
米鉱工業生産・設備稼働率（５月、FRB）
米対米証券投資（４月、財務省）
消費者物価指数改定値（５月、ユーロ）
米住宅着工・許可件数（５月、商務省）
米消費者信頼感指数速報（６月、ミシガン大）
CFTC 建玉明細

17（土）／ 18（日）
19 月 【経済】08:50 貿易統計速報（５月、財務省）

20 火 【商品】09:30 ゴム指定倉庫在庫（東商取）

21 水 【経済】08:50
【商品】12:00
【経済】13:30
【商品】14:00
22 木 【経済】08:50

金融政策決定会合議事要旨（4 月 26-27 日分、日銀）
原油・石油製品供給統計週報（石油連盟）
全産業活動指数（４月、経産省）
石油製品給油所小売価格調査（資源エネルギー庁）
証券売買契約等状況（6/11 - 6/17、財務省）

23 金 【納会】
【納会】

東京ガソリン 17 年７月限
東京灯油 17 年７月限

24（土）／ 25（日）
26 月 【経済】14:00 景気動向指数改訂状況（４月、内閣府）
【納会】
東京ゴム 17 年６月限
【発会】
東京ガソリン 18 年１月限
【発会】
東京灯油 18 年１月限
27 火 【納会】
東京金 17 年６月限
【納会】
東京銀 17 年６月限
【納会】
東京白金 17 年６月限
【納会】
東京パラジウム 17 年６月限
【納会】
東京小豆 17 年６月限
【発会】
東京ゴム 17 年 12 月限
28 水 【商品】12:00 原油・石油製品供給統計週報（石油連盟）
【商品】14:00 石油製品給油所小売価格調査（資源エネルギー庁）
【発会】
東京金 18 年６月限
【発会】
東京銀 18 年６月限
【発会】
東京白金 18 年６月限
【発会】
東京パラジウム 18 年６月限
【発会】
東京小豆 17 年 12 月限
29 木 【経済】08:50 証券売買契約等状況（6/18 - 6/24、財務省）
【経済】08:50 小売業販売額速報（５月、経産省）
【経済】09:30 貿易収支確報（５月、財務省）
30 金 【経済】08:30 消費者物価指数（５月、総務省）
【経済】08:30 全世帯家計調査（５月、総務省）
【経済】08:30 失業率（５月、総務省）
【経済】08:30 有効求人倍率（５月、厚労省）
【経済】08:50 鉱工業生産指数速報（５月、経産省）
【商品】09:30 ゴム指定倉庫在庫（東商取）
【経済】13:00 自動車生産・輸出実績（５月、JAMA）
【最終】
東京原油 17 年６月限

【農産】00:00 USDA 週間輸出検証高
【農産】05:00 USDA 週間穀物生育進度・作況状況
【経済】17:00
【経済】21:30
【商品】05:30
【納会】
【経済】20:00
【経済】23:00
【商品】23:30

経常収支（４月、ユーロ）
米経常収支（１-３月期、商務省）
API(米石油協会)週間石油統計
NY 原油 17 年７月限
米住宅ローン申請指数（MBA）
米中古住宅販売統計（５月、全米不動産協会）
EIA(米エネルギー情報局)週間石油統計

【経済】21:30
【農産】21:30
【経済】22:00
【経済】23:00
【経済】23:00
【経済】17:00
【経済】17:00
【経済】23:00
【商品】04:30

米新規失業保険申請件数（労働省）
USDA 週間輸出成約高
米住宅価格指数（４月、連邦住宅金融庁）
米景気先行指数（５月、カンファレンスボード）
消費者物価指数速報値（６月、ユーロ）
製造業購買担当者景気指数速報値（６月、ユーロ）
サービス業購買担当者景気指数速報値（６月、ユーロ）
米新築住宅販売（５月、商務省）
CFTC 建玉明細

【経済】21:30 米耐久財受注（５月、商務省）
【農産】00:00 USDA 週間輸出検証高
【農産】05:00 USDA 週間穀物生育進度・作況状況
【経済】22:00 米ケース･シラー住宅価格指数（４月、S＆P）
【経済】23:00 米消費者信頼感指数（６月、カンファレンスボード）
【商品】05:30 API(米石油協会)週間石油統計

【経済】20:00
【経済】23:00
【商品】23:30
【納会】
【納会】
【納会】
【納会】
【経済】21:30
【経済】21:30
【農産】21:30
【経済】10:00
【経済】18:00
【経済】21:30
【経済】23:00
【農産】01:00
【農産】01:00
【商品】04:30
【納会】
【納会】
【納会】
【納会】

米住宅ローン申請指数（MBA）
米中古住宅販売仮契約指数（５月、全米不動産協会）
EIA(米エネルギー情報局)週間石油統計
NY 金 17 年６月限
NY 銀 17 年６月限
NY 白金 17 年６月限
NY パラジウム 17 年６月限
米国内総生産(GDP)確報値（1-3 月期、商務省）
米新規失業保険申請件数（労働省）
USDA 週間輸出成約高
製造業購買担当者景気指数（６月、中国）
消費者物価指数速報値（６月、ユーロ）
米個人所得・支出（５月、商務省）
米消費者信頼感指数確報値（６月、ミシガン大）
USDA 全米穀物四半期在庫
USDA 作付面積
CFTC 建玉明細
ロンドンブレント原油 17 年８月限
ロンドン中東原油 17 年８月限
NY ガソリン 17 年７月限
NY ヒーティングオイル 17 年７月限

