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プルーデントジャパングル
ープ

投信・債券・株式等活用した
資産運用のコンサルティング

プルーデント・ジャパン
ファイナンシャル・サービス

保険サービス

プルーデント・
ファイナンシャル・パートナーズ

ＩＦＡ

2000年2月設立
従業員様向け

継続教育セミナー
ＦＰ派遣個別相談

プルーデント・ジャパン
確定拠出年金

金融全般のお客様窓口
ファイナンシャルプランニング

マネーセミナー



略歴

保有資格

好きな事 プロレス観戦、読書、魚釣り、サウナ、ジム通い

座右の銘 成功の反対は失敗ではなくやらないこと

生年月日
昭和５８年３月

３８歳
Ａ型 おひつじ座

大手不動産会社在籍時に大手保険会社からスカウトを受け転
職。保険会社在籍時に自社の商品しか販売できないことに疑
問を感じ、独立系のファイナンシャルプランナーとしてお客
様の立場に立って総合的にお客様の資産運用、リスクヘッジ
のご提案が出来るプルーデント・ジャパン・グループへ入社。
現在は広島オフィスの支社長として資産運用や保険のコンサ
ルティング活動を行っており年間200件以上の相談を受け、
多くの方にアドバイスを行っています。
また、企業向けに確定拠出年金の講師としても活動しており、
多くの企業で従業員向けのセミナーや相談業務を行っていま
す。

かぎやま たかし

➢ ２級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）

➢ 二種外務員資格（日本証券業協会）

➢ ＤＣコンシェルジュ（NPO法人確定拠出年金総合研究所）

➢ 生命保険募集人資格（生命保険協会）

➢ 損害保険募集資格（日本損害保険協会）

➢ 2021年度MDRT成績資格会員 Court of the Table

（MDRT日本会・米国本部）

プロフィール

鍵山 崇司



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？



サロン「夢がかなう資産形成塾」概要

概要

皆様が資産形成で成功するために一緒に学び啓発し合うオンラ
インサロンです。 大好評のメルマガ「メディアで鍛える米国株
式講座」だけでは伝えきれない内容や、 米国株式投資の魅力を
体感できる会員向けのセミナーを提供します。

ターゲット

・資産形成で成功したい

・投資を始めたいけど、やり方が分からない

・投資をしているが今のやり方で正しいのかが不安

媒体

「川田重信 オンラインサロン」で検索！

または、下記リンクよりご登録ください。

URL：https://lounge.dmm.com/detail/2385/#

月額料金 月額3,300円（税込）

https://kawata-magazine.com/


◆その１ 川田重信とのオンライントークへの参加（原則水曜20時）
大好評のメールマガジン「川田重信のメディアで鍛える米国株式講座」
で紹介した記事を題材に、メールマガジンでは伝えきれない内容まで解
説します。

◆その２ 各種イベントへの参加
現役プライベートバンカーやファンドマネージャーをゲストに招いたセ
ミナーや、読書会など、資産形成をより実践的に学ぶことができます。
そのほか、メンバー同士の交流会、川田重信のポートフォリオ公開も予
定しています。

◆その３ 質問会
資産形成に関する悩みを川田がすべてお答えします。

◆その４ 資産形成に役立つ情報の発信
マーケット情報に加え、川田重信が日頃情報収集しているサイトや書籍
から気になるトピックについて日々発信します。

サロンでできること



20:05:20私は先日メール購読始めました。あとは無料Youtube。
20:05:20メール購読してます
20:05:38プレミアム会員です！
20:05:55有料会員で朝会はほぼ視聴してます。読書会にも参加してました。 今香港在住で、ごめんなさい今仕事中で聞いてます
20:38:05ニーサしてまーす
20:38:24家族三人分。1人だけ積み立てニーサです
20:43:15積み立てニーサのナスダックってありましたっけ？
20:43:42なかったと思います。VTI系になりますね。
20:51:11債券価格と株との関連
20:56:32 債券が短期と長期の価格が上がるときなどの債券投資家の買いや売りのやり方などから債券価格をある程度予測したいで
す。月末や月初などのポジション取りなど。
21:00:54米株投資をする際に知っておくべき情報や基礎知識などありますか？
21:00:58他のYouTubeに振り回されがちですが川田さんのYouTubeは俯瞰の見方を示してくれてホッとしてます。おはぎゃーの日にこ
んな日もありますよと穏やかにおっしゃられてるのを聞くのが精神安定剤になってます。メルマガも教養レベルの切り口で、長期視
点投資マインドを育てるのに大人の教養にも役立ちそうでたのしみです。
21:01:55すみません。わからないことがわからないのです。
21:03:37穏やかな語りの割には、2000万円問題なんて軽く乗り越えましょうよ。寄付できるするぐらい。このお話も心に響きました。
21:04:29長期投資の期間はどのくらいですか？10年以上ですか？
21:05:35先生すごいですね！
21:06:11そのコツを是非！！
21:06:29年２０％にする方法！！
21:07:29アメリカの何を勉強するのでしょう？？
21:07:54はい！！！
21:08:04 開始 ムームー : 長期で保有するには、信念が必要ですよね。そこの信念がメルマガなどの教養部分なんだなーと。それ
は川田さんにお願いしないとと思っているところです。
21:10:51 開始 ムームー : お疲れ様でした。お休みなさい



クレジットカードの情報を入力し、決済く
ださい、決済と同時に利用可能です

「川田重信 オンラインサロン」で検索！

ここをクリック

DMMオンラインサロンに未登録
の方は新規登録ください登録の流れ



メールマガジン配信中！



予告
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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10月11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.投資のヒント
5.活動情報
6.質問コーナー

【運用形成】

正しい手法で「盆栽」ではなく「巨木」を育てよう
頻繁な売買はパフォーマンスを傷める！



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



本日のトピックス
概況、

主要指数、セクターチェック、
ポートフォリオ銘柄
弊社の関連企画その他

ストボ（水曜日11時）10月20日
11月10日、17日、12月1日、15日

日経CNBC 9月7日（火）午前8時15分前後済（改野さん）

川田重信のありがとうアメリカ株式



主要指数
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S&P500チャート
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マーケット概況



米国10年国債金利（過去1年）
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米債務上限問題。12月上旬までの支出を賄うための短期的な措置
連邦債務の法定上限を4800億ドル（約53兆5000億円）引き上げる内容。この額であれば、財務省は12月
３日まで支払い義務を遂行できる。

米国の中古車価格が９月に過去最高を記録。新型コロナウイルス禍によるサプライチェーンの混乱が続
いたことが背景。中古車の価格動向を示す「マンハイム米中古車価格指数」は９月に前月比5.3％上昇
し、４月以来の大幅な伸びとなった。前年同月比では27.1％の上昇。

クリーブランド地区連銀のメスター総裁：現行の米国内のインフレは需給両面の要因が寄与しているが、
足元の価格変動の大半は新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に関連しているため、時
間が経てば弱まる
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米国株式市場は大幅続伸。ハイテク大手が主導し、幅広い銘柄が上昇。
米上院で与野党が債務上限の一時拡大で合意し、債務不履行が回避される見通しとなったことを受け、
安心感が広がった。

アップルは０．９％、アマゾン・ドット・コムは１．２％、それぞれ値上がりし、Ｓ＆Ｐ総合５００種
とナスダック総合を押し上げた。テスラとグーグル親会社アルファベットも１％超上昇した。

米上院民主党トップのシューマー院内総務は７日、与野党の上院指導部が連邦債務上限を１２月上旬ま
で一時的に拡大する方針で合意したと発表した。これによって、政府資金が１８日に枯渇し、米国が債
務不履行に陥る可能性は回避された。

この日発表された新規失業保険週間申請件数は前週比３万８０００件減の３２万６０００件となり、減
少幅が６月下旬以降で最大を記録。新型コロナウイルス感染拡大ペースが鈍化つつある中、労働市場の
回復が勢いを増している。

８日には市場が注目する米雇用統計が発表される。

Ｓ＆Ｐの主要１１セクターでは素材が１．３５％高、一般消費財が１．５０％高と上げを主導した。

中国の電子商取引大手、アリババ・グループとインターネットサービス大手、騰訊控股（テンセント・
ホールディングス）の米上場株はともに約８％値上がりした。米中通商関係や中国恒大集団の債務危機
を巡る懸念が、緩和しているとみられることが背景。
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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



22

主要指数＋半導体 年初来



23

過去1年
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過去5日間



25

過去1カ月
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年初来



今年の相場を考える
S&P500、過去20年の平均リターン

Source: Prepared by ExeTrust based on data from Equity Clock.



2007年以降の下落局面

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



S&P500と10年債利回り2020年
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S&P500指数

10年債利回り

●ジャクソンホール
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S&P500指数、ナスダック100日時株価9月1日～12月21日

Ｓ＆Ｐ総合５００種は４営業日連続で騰落率が１％を超えた。
同指数のボラティリティーがこれほど高まったのは２０２０年１１月以来で、その際は１％超の騰落率が７営
業日続いた。
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■ 今週の予定
10月4日（月）
・バイオ医薬品大手アムジェン＜AMGN＞がコンファレンスコールを開催し、抗炎症薬ポートフォリオに関する新たな臨床試験デー
タについて説明を行う。

10月5日（火）
・飲料大手ペプシコ＜PEP＞が2021年第3四半期の決算発表を行う。
・米商務省経済分析局が9月の自動車販売台数を発表。予想は季節調整済み年率換算で1210万台と、8月より100万台減少。予想通り
であれば、2020年5月以来最低となり、前年同月比26％減となる。自動車販売は、新車在庫不足の影響を受けて伸び悩んでいる。
・サプライ管理協会（ISM）が9月の非製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は59と、8月から2ポイント以上
の低下。

10月6日（水）
・給与計算代行のオートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞が9月の非農業部門の米民間雇用者数を発表。コンセンサス
予想は前月比47万5000人増（8月は同37万4000人増）。
・酒類大手コンステレーション・ブランズ＜STZ＞、衣料品メーカーのリーバイ・ストラウス＜LEVI＞が決算発表。
・会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜COST＞が9月の売り上げを発表。
・半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞がバーチャルで投資家向け説明会を開催。
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今週の予定

10月7日（木）
・食品メーカーのコナグラ・ブランズ＜CAG＞、 冷凍食品メーカー持ち株会社のラム・ウェストン・ホールディングス＜LW＞決算
コンファレンスコールを開催。
・ITコンサルティングのレイドス・ホールディングス＜LDOS＞が投資家向け説明会を開催。
・仮想化ソフトウエアを開発・販売するVMウエア＜VMW＞がアナリスト向け説明会を開催。ラグー・ラグラム最高経営責任者
（CEO）をはじめとする経営陣が、戦略や製品について説明を行う。
・テスラが年次株主総会を開催。大手議決権行使助言会社のインスティチューショナル・シェアホルダーサービシーズ（ISS）は先
日、ジェームズ・マードック氏と、キンバル・マスク氏の取締役再任を阻止するように株主に勧告している。ISSは、この2名およ
び非業務執行取締役の報酬が高すぎるとして懸念を表明している。マードック氏は、本誌親会社であるニューズ・コーポレーショ
ン会長のルパート・マードック氏の息子、キンバル・マスク氏はイーロン・マスクCEOの実弟。
・10月2日までの週の新規失業保険申請件数発表。9月の週間平均申請件数は34万件と、新型コロナウイルスのパンデミック（世界
的大流行）以降では最低だが、パンデミック以前と比べると未だ高水準にある。

10月8日（金）
・9月の雇用統計発表。非農業部門就業者数の予想は42万5000人増（8月は23万5000人増）。失業率の予想は5.1％と、8月の5.2％か
ら低下。パンデミックが始まった時点と比べると、就業者数は約530万減少したままとなっている。



月曜日午後8時～
ただし10月18日
（月）は休み、マケ
コメも



マーケットコメント 2021年 8月 2日

【Sp500】8月は高値波乱含みだが、秋になるとラリーの様相へ

7 月の雇用統計発表の 8月 6 日は注視。自動車生産再開、給付金上乗せ廃止の動きで、雇用の動きに注視。しばし POISSON下落傾向

続き、期 待上昇確率変動期に入り乱調相場か？ 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、雇用統計発表日特に 8 月 6 日前後、9月 3 日に向けて乱調相場、引き続き月初は警戒か。潮目

9 月 21 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。ダウと同様に 9月から堅調に推移しても、9月 29 日、 10 月 8 日の値動きに注意。10月 21 日の反

落の動き示唆に 注意。

FOMC:8 月 26 日－28 日、9 月 21 日－22 日、11 月 2－3 日、12 月 14 日－15 日

p.34

来週から決算発表
潮目の示唆？



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 10月7日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 10月7日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 10月7日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 10月7日(木)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
10月7日(木)
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インベスコ・ゴールデン・ドラゴン・チャイナETF（ インベスコ・ゴール
デン・ドラゴン・チャイナETF）。NASDAQ Golden Dragon China Indexに
連動する。同指数は、本社所在地、法人登録地または主要事業拠点が中国
にある米国上場企業から、異なる時価総額の株式を保有
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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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BLK · Valuation at IPO 
$895.8M 
Money Raised at IPO $126M 

IPO Share Price $14.00
IPO Date Oct 1, 1999.
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