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概要 ＆ で資産形成するには

配信日時 年 月 日（金）午後 ： ～ （予定）

ゲスト 株式会社 フィナンシャル 茂木氏、阿部氏

定員 無制限（ ）

視聴
朝会の概要欄でも告知いたします。

すべての方が対象

https://youtu.be/0APwtRpBBL8


株式会社Mapフィナンシャル

独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして独立した立場でクライアン
トにとって最適な資産形成や財務コンサルティングの助言を行う金融の専
門家です。
ファイナンシャル・アドバイザーとして特定の金融機関からの営業政策上
の影響を受けたり、自身の利益を優先することなく、独立した立場でクラ
イアントの利益を優先に考えたアドバイスを提供する事、付加価値あるフ
ァイナンシャルサービスを通して、社会に貢献する事を理念とします。



茂木禄人 プロフィール

1980年7月17日生まれ 東京都目黒区出身
大学卒業後、資産運用会社に就職。
26歳時に為替業務でニューヨークに転勤。
2009年のリーマンショックで勤務先の倒産を経験。
29歳で外資系保険会社にスカウトされ、保険の世
界へ。
33歳で総合乗合代理店の立ち上げに参画。
現在は、株式会社Mapフィナンシャルにおいて、
独立系フィナンシャルアドバイザーとして活動中。



阿部峻也 プロフィール

1988年11月10日生まれ 岩手県盛岡市出身
大学卒業後、住宅設備機器メーカーに就職。
24歳で外資系保険会社にスカウトされ、保険の世
界へ。
3度の社内表彰、営業管理職を経て、
30歳で総合乗合代理店に移籍、別会社の役員も兼
任。
個人及び法人向けに個別コンサルティング、
資産形成セミナーを多数開催、
独立系ファイナンシャルプランナーとして活動中。



メールマガジン配信中！



概要

目的
米国株式投資を通じて資産形成をする方に、マーケットに 一喜一
憂しないためのマインドセット養成のヒントを伝える

ゴール 一喜一憂しないマインドセットを持つ

ターゲット 正しい投資知識を学びたい方

媒体
朝会右上のリンク or QRコードよりご購読ください

URL：https://kawata-magazine.com/

購読料金 月額1,100円（税込）

配信頻度 月4回

https://kawata-magazine.com/


サンプル
2000万円達成ペースメーカー

出所：金融庁 資産運用シミュレーションを基にエグゼトラスト株式会社作成

※上記数字はあくまでシミュレーションであり、将来の運用成果を保証するものではございません。ま
た手数料、税金は考慮しておりません。

読み方：想定利回りと達成年限
3～4％なら30年以上：ラップファンドやバランス型の投信がこれ
5～7％でも25年はかかるよ：米国以外の株式投信だとこうかな
8～10％なら20年ほど：控えめにみたS&P500の上昇率だとこうだ

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
米国株式投資の真実を伝える
川田重信の「メディアで鍛える米国株式講座」
［Vol.12］2021年8月23日配信
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

＊＊＊目次＊＊＊
1.マーケット振り返り
2.今週のズバリ！
3.今週のピックアップ記事
4.最近の中国株関係の記事をいくつかピックアップ。米国
人は中国株が好き！一方で日本人の中国株投資は少な
い
4.投資のヒント
私が通っている床屋は万年1800円。過去60年で日米
の床屋と株価の上昇倍率から見えるもの
5.川田のお散歩
会社の近くのタコしゃぶ料理に飛び込んだが昼も夜もガ
ラガラだ
6.活動情報
7.質問コーナー
秋は必ず相場が下がるんですか？だとしたらなぜ売ら
ないのですか？



ご購読の流れ
朝会のここをクリック

QRを読み取り

or

ここをクリック クレジットカードの情報を記入



主要指数

11



S&P500チャート
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ATH=All Time Highs
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米国株式市場＝Ｓ＆Ｐとナスダック最高値、リスク選好継続

ワイオミング州ジャクソンホールで今週開かれる年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）を控える中、特段の売り材料は見当たらず、米食
品医薬品局（ＦＤＡ）による新型コロナウイルスワクチン正式承認を受けたリスク選好の動きが続いた。

Ｓ＆Ｐ５００が終値で最高値を付けるのは今年に入り５０回目となった。

テクノロジー関連の大型株が市場を押し上げたほか、景気動向に敏感なシクリカル（景気循環）銘柄や小型株がアウトパフォームした。

ＦＤＡは２３日、米ファイザーと独ビオンテックが共同開発した新型コロナワクチンを正式承認。これを受けて高まった景気回復を巡る楽観ムード
が２４日も続いた。

景気回復に関連する旅行・娯楽セクターが市場全体をアウトパフォームし、Ｓ＆Ｐ１５００航空指数とホテル・レストラン・レジャー指数はそれぞ
れ３．７％、１．６％値上がりした。

ＦＲＢのパウエル議長は、今週のジャクソンホール会議で講演する。議長の発言はテーパリング（量的緩和の縮小）や利上げに関して手掛かりを探
る上で注目される。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターではエネルギーの上昇率が最大となった。原油価格の上昇に支援された。

家電量販大手ベスト・バイは８．３％上昇。四半期決算が予想を上回ったほか、通期の既存店売上高予想を上方修正した。

中国の電子商取引企業、拼多多（ピンドゥオドゥオ）は２２．２％高。四半期で初めて利益を計上した。

中国の同業、京東商城（ＪＤドットコム）は１４．４％高。今後の業績について、中国当局による規制強化で大きな影響は受けないとの見通しを示
したことが好感された。

サイバーセキュリティー関連サービスのパロアルトネットワークスは１８．６％高。通期見通しが予想を上回ったことを受け、証券会社が目標株価
を引き上げた。



マーケット概況
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米株、熱気欠く最高値 上昇銘柄は3割止まり 巨大テックに資金集中

四半期ごとの上昇銘柄の割合
ナスダック総合 7～9月（8月23日時点）は約3割。
巨大テック企業など大型株への資金集中が顕著。売買高も縮小し、熱気を欠く最高値

今四半期の上昇率（6月末比）は3%。同期間に上昇した銘柄の割合は33%

S&P500種:今四半期の上昇銘柄の割合は約6割とコロナショック後で最も低い。

ナスダック取引所の売買高は23日に37億株強と、今年平均の55億株に比べ3割強低い。

上昇銘柄が減少すると相場はピークアウトする傾向がある。



米国10年国債金利（過去1年）
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主要指数＋半導体過去5日間
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過去1カ月
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主要指数＋半導体 年初来
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過去1年
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来



24

■ 今週の予定
8月23日（月）
・中国最大の小売企業JDドットコム＜JD＞、エンターテインメント持ち株会社のマディソン・スクエア・ガーデン・エンタテイン
メント＜MSGE＞、ネットワーク・セキュリティー対策ソフト大手のパロアルト・ネットワークス＜PANW＞が四半期決算発表。
・全米不動産協会（NAR）が7月の中古住宅販売件数を発表。エコノミストは、季節調整済み年率換算で6月とほぼ同水準の583万戸
を予想。中古住宅販売は、住宅価格が高騰を続けていることから、年初から減速している。6月の販売価格の中央値は36万3300ドル
と、前年同月比23.4％の上昇。
・IHSマークイットが8月の購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は、製造業PMIで63.1、サービス業PMIは59.8と、
どちらも7月からほぼ横ばい。

8月24日（火）
・自動車部品小売り大手アドバンス・オート・パーツ＜AAP＞、カナダの大手銀行のモントリオール銀行＜BMO＞、カナダのノバス
コシア銀行＜BNS＞、家電量販大手ベスト・バイ＜BBY＞、ソフトウエア関連企業イントゥイット＜INTU＞、医療機器大手メドトロ
ニック＜MDT＞、高級住宅建設のトール・ブラザーズ＜TOL＞が決算発表。
・米国勢調査局が7月の新築住宅販売件数を発表。コンセンサス予想は季節調整済み年率換算で70万戸と、6月から3.6％増。中古住
宅販売件数と同様、新築住宅販売件数も年初から急激に減速している。

8月25日（水）
・設計用ソフトウエア開発会社オートデスク＜ADSK＞、ITソリューション会社ネットアップ＜NTAP＞、カナダの金融サービス大手
ロイヤル・バンク・オブ・カナダ＜RY＞、顧客管理ソフトウエア大手のセールスフォース・ドット・コム＜CRM＞、ビッグデータの
保管・分析を手掛けるスノーフレーク＜SNOW＞、ビッグデータ分析会社スプランク＜SPLK＞、化粧品小売りチェーンのアルタ・ビ
ューティー＜ULTA＞が決算発表。
・7月の耐久財受注発表。耐久財受注額のコンセンサス予想は、季節調整済み前月比0.8％増の2600億ドル。輸送用機器を除く予想
は同0.9％増（6月は同0.5％増）。
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今週の予定

8月26日（木）
・カンザスシティ連銀が、ワイオミング州ジャクソン・ホールで年次経済シンポジウム（ジャクソンホール会合）を28日まで開催。
今年のテーマは「変化の多い経済下でのマクロ経済政策」。
・衣料小売り会社バーリントン・ストアーズ＜BURL＞、カナダの銀行大手カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース
＜CM＞、ITサービス持ち株会社デル・テクノロジーズ＜DELL＞、ディスカウント・ストアのダラー・ゼネラル＜DG＞、同業のダラ
ー・ツリー＜DLTR＞、衣料小売り大手ギャップ＜GPS＞、食品会社JMスマッカー＜SJM＞、コンピューター機器大手HPインク＜HPQ＞、
半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、動画配信のペロトン・インタラクティブ＜PTON＞、カナダの銀行
大手のトロント・ドミニオン銀行＜TD＞、仮想化ソフトウエアを開発・販売するVMウエア＜VMW＞が決算コンファレンスコールを開
催。
・米商務省経済分析局が、2021年第2四半期の国内総生産（GDP）改定値を発表。エコノミスト予想は季節調整済み年率換算で前期
比6.5％増と、7月に発表された速報値と変わらず。

8月27日（金）
・米商務省経済分析局が7月の個人所得・消費支出を公表。コンセンサス予想は、個人所得は、前月比0.5％増（6月は0.1％増）、
個人消費支出（PCE）も同0.5％増（6月は同1％増）。FRBは、インフレを判断する指標としてPCEに注目しているが、7月は前年同月
比で4.2％増になると見られる（6月は4.0％増）。



収録 2021年8月23日（火）済
表題「今秋の波乱相場、参考になるのはどの下落局面？」
今年の秋口の調整はデカいの？下がると分かっていても持ち続けるの？気になる
よね？今年は潮目とファンダメの見極めのコラボが特に大事。



出所：Advisor Perspectives の資料を基にエグゼトラスト株式会社作成

2007年以降の下降局面



主要４指数パフォーマンス
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マーケットコメント

NASDAQ100

2021年 6月 14日

X 月XX 日に注意。XXに波乱の示唆。

p.32



マーケットコメント 2021年 6月 21日

【Sp500】6月 25日-7月 20日ころまでサマーラリーも視野。

自動車生産再開の動きが活発化してくれば、マクロ指標に加え、個別企業にも影響を与える。しばし POISSON 上昇継続じり高、株

価加速傾向を示 唆する可能性も。ただ、SCS 低下の 22 日、24 日は突込み買いか？その後、SCS の波状的な往来（16-25）＆

POISSON 上昇などの動きから、7 月 X日を経て、13 日に注意し、20 日ころまでのサマーラリー発生か？ 7 月 28 日頃から連騰が続

いていれば 8 月初旬は高値疲れとなりいったん一休 み。お盆より反転の動きでも、8 月下旬にはよく調査し、相場のチェックを。や

はり、雇用統計発表日 7 月 2 日、8 月 6 日、9 月 3 日に向けて、やや乱調

相場を示唆、引き続き月初は警戒か。潮目 9 月 20 日以降は上げ下げを繰り返しながらも強含みで推移する可能性がある。

p.33



マーケットコメント 2021年 6月 21日

SOXX ：NASDAQ 総合とはやや動きが異なりそう 中期的には、2021 年 10 月から 11 月頃に高値か？

6 月 21 日―24 日に調整後に数日で反転、POISSON が横ばいで SCS の低下がみられる 7 月初旬に失速。7 月 26 日以降持ち直しの
動きでも、8

月初旬に失速し 8 月ｘｘ日、X 日に潮目を形成し、反発するも 8 月 26 日高値をつけるか。9 月に入ると底値潮目が複数発生＆

POISSON 横ばい のため外部環境の影響を受けやすくなり底値探しとなり、9 月 9 日、21 日は候補日となる。半導体の不足も充足し

始め、秋口には業績修正の可能性 も。ただ 9 月 24 日過ぎには株価の値動きに注意し、崩落の可能性を吟味する期間であり注意が必

要である。

p.34



マーケットコメント 2021年 7月 12日
米実質金利は、ゾーンで推移し

ている 米 10 年債

目先は保合、そして 7 月月末にかけて上昇に転じる。POISSON の水準が低いので、10 月 19 日前後は大きな崩落はな

いと思われる。 基本押し目買いと推察される。

p.35



チェック：株価と
ポートフォリオ
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ダウ工業株30銘柄 左8月19日（木）、右8月20日（金）



ナスダック100上位銘柄株価 左8月19日（木）、右8月20日（金）



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%）左8月19日（木）、右8月20日（金）



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 左8月19日（木）、右8月20日（金）



ポートフォリオ銘柄 週間変化率（%）



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
左8月19日（木）、右8月20日（金）
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来
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過去1年
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過去1年
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過去3カ月
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