
アテア（AVIR）暴落！でも
かすり傷！ 

それより相場強いよ！ 

エグゼトラスト株式会社 川田重信 
『バロンズ・ダイジェスト』編集人 

ブログ：「川田重信のありがとうアメリカ株式」 
https://www.kawataamekabu.com/ 

2021年10月20日（水）現地10月19日(火） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 



川田との『個別相談』を企画します！ 



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 



アジェンダ オンライントーク 
2021年10月20日（水）20時～21時 

20:00～20:10 皆様より簡単な自己紹介 
20:10～20:20 メルマガから  
20:20～20:45 メルマガを題材にディスカッション 
20:45～21:00 質問コーナー＆フリーディスカッション＆頂いたご意見も交えて 

※自己紹介については、お名前（サロン上の名前でも可）と投資遍歴についてお話し
ください。 
※皆様の活発なご意見をいただければ幸いです。簡単な質問や素朴な質問でも結構で
すので、川田と一緒にディスカッションしましょう！ 
 
※次回のオンライントークは、2021年10月20日（水）20時～ 



◆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。 
 
◆その５ 個別相談 
平日昼間、一人1回15分 

サロンでできること 



【予約受付中】川田との個別相談会（15min） 
10月18日（月）より川田重信との個別相談会を開催いたします！ 
日頃の資産形成に関する悩みやご相談などなんでも結構です。 
 
下記のリンクより、下記注意事項を必ずご確認の上、ご予約を宜しく 
 
弊社からメール（Zoom URLを含む）にて返信いたしますので、お手数
ですがメールに添付の質問表の記入を宜しくお願い致します。 
 
【予約ページ】 
https://calendly.com/kawata-1on1/15min 
 
【注意事項】 
※本ミーティングは、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販
売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決
定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。   
 
※関係法令等の規制により、個別銘柄や個別の投資信託の売買タイミン
グのご相談や銘柄の推奨にはお答えできません。また、潮目チャートに
関するご質問についてもお答えしておりません。あらかじめご了承くだ
さい。 
 
※本ミーティングの内容に基づいて行われる判断について、弊社は一切
の責任を負いません。 

【新企画告知】 



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18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  
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■目次 
プロローグ：米国株式を勧める３つの理由 
第1章:マクドナルドは日本株ではなく米国株で 
第2章：「松本流」投資の極意 
第3章：円安リスクから資産を守る 
第4章：米国株投資５つのシナリオ 
第5章：米国株投資の基礎知識 
第6章：ネット証券で始める米国株投資 
第7章：米国株投資お役立ちツール 
第8章：米国株投資の税金とNISA 
 
■５つのシナリオ（p108） 
シナリオ１：バイデン大統領にインフラ投資 
シナリオ2：クルーンエネルギー 
シナリオ３：EV（電気自動車） 
シナリオ４：米国内の製造拠点の増加 
シナリオ5：GAFAM系 
 
最後の”シナリオ５ GAFAM系”（p116）でGAFAMはまだ将来が期待できる。ただしこれら中国に対する競争力を維持するためにも
プラットフォーマーにだけに規制をかけて、体力を弱めることはしないと言い切っている、これは私が日ごろ訴えているのと同
じ理屈だ。このあたり頭の中がアメリカン！ 
 
■結論 
この1冊で米国株式投資にデビューできる。 
表現が分かりやすい。 
日本人が陥りやすい米国株式への誤解を解くにはいい。 
とにかく米国株式投資を始めたいひとにはうってつけだ 



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(今日！) 
11月10日、17日、12月1日、15日  
 
日経CNBC  
11月2日（火）午前10時15分前後（露口さんとスタジオで） 
11月26日（金）午前8時15分前後（改野さんと電話で） 
 
  

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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S&P 500の時価総額は今年に入って6兆ドル以上増加し、時価総額は40兆ドル超。 
＊テクノロジー・セクター：S&P 500の時価総額の4分の1以上を占める11兆ドル近く。 
次に近いセクターは、いずれも5兆ドルの大台—一般消費財サービス、ヘルスケア、通
信サービス、および金融。 
 
4つのセクターの合計額は4兆ドル：エネルギー、不動産、素材、公益事業。  
 
S&P500の4大銘柄（アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット
（GOOGL）、アマゾン（AMZN））の時価総額の合計は8.3兆ドルで、4つの最小セクタ
ーの2倍以上の規模です。 



マーケット概況 
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米国株式市場＝上昇、堅調な企業決算に期待 
 
ハイテク株やヘルスケア株への買いが指数を押し上げた。投資家は堅調な四半期決算に期待を寄せてい
るもようだ。 
 
Ｓ＆Ｐ総合５００種は５営業日続伸、９月初旬に付けた終値での最高値までわずか０．４％の水準。 
ダウ工業株３０種は８月半ばに付けた最高値を約０．５％下回る水準。 
 
２０２１年の調整後１株利益予想を上方修正したジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）が２．
３％値上がりし、Ｓ＆Ｐを押し上げた。 
 
保険のトラベラーズも四半期利益が予想を上回り、１．６％高となった。 
 
 
ＶＩＸ指数が短期間に神経質な状態から満足した状態へとシフト。 
「Ｓ＆Ｐが最高値をあと１回更新した後、企業決算次第では押し戻されるというのが最も可能性の高い
シナリオだ」。 
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バイデン米大統領と民主党議員がインフラ投資法案と気候・社会保障関連歳出法案の規模や項目などを巡り合意に近づいてい
ると関係筋が１９日明らかにした。 
 
協議が順調に進めば、週内に妥協点を見いだし、今週半ばごろに発表される可能性がある。ホワイトハウスも数日中の発表を
目指しているという。 
 
下院民主党の進歩派議員連盟「プログレッシブ・コーカス」の会長を務めるジャヤパル議員は、当初３兆５０００億ドルとな
ることが見込まれた歳出法案の規模が１兆９０００億─２兆２０００億ドル程度になる可能性があると語った。 
 
米ネットフリックス契約、予想上回る伸び 「イカゲーム」効果 
米動画配信サービス大手ネットフリックスが１９日に発表した第３・四半期（７─９月期）の契約件数は、韓国のホラー番組
「イカゲーム」人気が呼び水となり、４３８万件増の２億１３６０万件と、予想を超えて増加した。 
 
ネットフリックスの契約件数は２０２０年は新型コロナウイルス感染拡大を受けた「巣ごもり消費」需要で増加したが、２１
年上半期に入ってから伸びは鈍化。ただ、９月１７日に配信を開始したイカゲームが大ヒットしたことで、伸びが再び上向い
た。第４・四半期もイカゲーム効果は続くと見られている。 
 
ネットフリックスは、新作品をリリースするペースが加速することから、新規契約件数は年末までに８５０万件増加すると予
想している。 
 
第３・四半期決算は、希薄化後の１株当たり利益が３．１９ドル。売上高は１６％増の７５億ドル。 
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S&P500指数  時価総額上位25銘柄 

                       時価総額 年初来増加額 



米国10年国債金利（過去1年） 
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ニュース：米政治専門メディアのアメリカン・プロスペクト誌は10月18日
に、パウエル議長が昨年10月の株価下落前に株式投信を最大500万ドル売
却したことで、来年2月の再任に影響する可能性があると報じました。9月
にはボストン連銀のローゼングレン総裁とダラス連銀のカプラン総裁が株
式取引で批判を受けて辞任を表明しました。 
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債券への配分が過去最低、米株は増やす－ＢｏｆＡマネジャー調査 
 
世界の成長と企業利益の見通しが悪化、ネガティブに 
 
成長への楽観の度合いと株式への配分との断絶が広がっている 
 
世界の経済成長と企業利益へのファンドマネジャーらの期待は急速にしぼみつつあるかもしれ
ないが、ポジションは依然としてリスク志向。 
 
債券の保有を過去最低に減らすとともに、米国株を積み増している。バンク・オブ・アメリカ
（ＢｏｆＡ）の10月のファンドマネジャー調査で分かった。 
 
インフレ加速を背景とした金利上昇の見通しから債券への配分は過去最低となった。 
 
米国株へのエクスポージャーは16％のオーバーウエートと、20年11月以来の高さ。株式全体へ
の配分は引き続き「非常に高い」状態だった。 
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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 



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. 



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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■ 今週の予定 
10月18日（月） 
米連邦準備制度理事会（FRB）が9月の鉱工業生産を発表。季節調整済み前月比0.2％上昇となる見込み（8月は同0.4％上昇）。設備
稼働率の予想は76.5％と、8月の76.4％からほぼ変わらず 
食品小売りのアルバートソンズ・カンパニーズ ＜ACI＞、オランダの医療機器・ヘルスケア機器大手のコーニンクレッカ・フィリ
ップス＜PHG＞、鉄鋼メーカーのスチール・ダイナミクス＜STLD＞、大手金融サービス会社ステート・ストリート＜STT＞などが四
半期決算発表。 
 
10月19日（火） 
9月の住宅着工件数発表。エコノミスト予想は季節調整済み年率換算で162万3000戸（8月は161万5000戸）。 
油田開発サービス会社ハリバートン＜HAL＞、日用品大手プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）＜PG＞、医薬品・ヘルスケア製
品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞、金融持ち株会社シンクロニー・ファイナンシャル＜SYF＞、損害保険持ち株会
社トラベラーズ＜TRV＞、たばこ製造・販売のフィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞、大手鉄道持ち株会社カンザス・シ
ティ・サザン鉄道＜KSU＞、工業品メーカーのWD-40＜WDFC＞、大手オンライン証券会社のインタラクティブ・ブローカーズ・グル
ープ＜IBKR＞、動画配信大手のネットフリックス＜NFLX＞、就職支援会社マンパワーグループ＜MAN＞、総合工業品メーカーのドー
バー＜DOV＞、カナダの鉄道会社カナディアン・ナショナル鉄道＜CNR＞が決算コンファレンスコールを開催。 
 
10月20日（水） 
米連邦準備制度理事会（FRB）がベージュブック（地区連銀景況報告）を発表。ベージュブックとは、12の地区連銀が各地区の経済
状況をまとめて出す報告書。 
製薬大手アボット・ラボラトリーズ＜ABT＞、バイオ医薬品のバイオジェン＜BIIB＞、再生可能エネルギー大手のネクステラ・エナ
ジー＜NEE＞、オランダの半導体製造装置メーカーASMLホールディング＜ASML＞、証券取引所運営会社ナスダック＜NDAQ＞、カナダ
の貨物鉄道大手カナディアン・パシフィック鉄道＜CP＞、通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞、大手鉄道貨物輸送
会社のCSX＜CSX＞、半導体製造装置大手ラム・リサーチ＜LRCX＞、電気自動車（EV）メーカーのテスラ＜TSLA＞、IT大手IBM＜IBM
＞、大手医療保険会社アンセム＜ANTM＞が四半期決算発表。 
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今週の予定 
 
10月21日（木） 
全米不動産業者協会（NAR）が9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610万戸（8月は588万戸）
を予想。 
化学品大手のダウ＜DOW＞、天然資源企業のフリーポート・マクモラン＜FCX＞、自動車交換部品流通・販売のジェニュイン・パー
ツ＜GPC＞、サウスウエスト航空＜LUV＞、石油精製会社バレロ・エナジー＜VLO＞、投資会社ブラックストーン・グループ＜BX＞、
医療検査サービス企業のクエスト・ダイアグノスティクス＜DGX＞、業務用工具製造・販売のスナップオン＜SNA＞、工具、農業機
器、園芸用品等販売のトラクター・サプライ＜TSCO＞、国際金融グループのバークレイズ＜BCS＞、計測装置および医療機器メーカ
ーのダナハー＜DHR＞、通信大手AT&T＜T＞、鉄鋼メーカーのニューコア＜NUE＞、航空大手アメリカン航空グループ＜AAL＞、自動
車ディーラーのオートネーション＜AN＞、石油精製会社バレロ・エナジー＜VLO＞、不動産投資信託（REIT）大手のSLグリーン・リ
アルティ＜SLG＞、半導体大手インテル＜INTC＞、モバイル向け画像・動画サイトのスナップ＜SNAP＞、アルコール飲料メーカー大
手ボストン・ビール＜SAM＞、玩具大手のマテル＜MAT＞、ファストフードチェーンのチポトレ・メキシカン・グリル＜CMG＞が決算
コンファレンスコールを開催。 
10月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数発表。コンセンサス予想は、9月の30.7から低下して24。 
コンファレンス・ボードが9月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は前月比0.5％上昇（9月は同0.9％上昇）。 
 
10月22日（金） 
IHSマークイットが10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60.3（9月は60.7）、サービス業
PMIは54.7（9月は54.9）。 
家電メーカー大手ワールプール＜WHR＞、総合テクノロジー企業ハネウェル・インターナショナル＜HON＞、鉄鋼のクリーブラン
ド・クリフス＜CLF＞、ポリマー・アセチル製品のセラニーズ＜CE＞、病院運営持ち株会社HCAヘルスケア＜HCA＞、油田サービス開
発会社シュルンベルジェ＜SLB＞、ハード・ディスク・ドライブ大手のシーゲイト・テクノロジー＜STX＞、ノースフェイスなどの
ブランドを有する国際的アパレル企業VFコーポレーション＜VFC＞、金融総合サービス大手アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が決
算発表。 





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.36 



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19日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   10月19日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 10月19日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 10月19日(火) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
10月19日(火) 
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今回はさすがに底値で仕込ませてはくれませんでしたねw 今回は潮目と50日線ブレ
イクが重なってるところが面白い。昨夜はサテライト買い出動のみでコア買い増しし
損ねたのが近視眼的には下手くそですが、まぁ半年たてば誤差。 
ということで、ぼくはコアを今晩買い増します。今夜は上がってよし、下がってよし
w 
→私も似たようなことやっています。サテライトの買い増し、MSCIとZBRAを寄り付き
です。 今の時点ではOKです。こうなると 大波は来年2月でしょうか？そこで10％
調整があってもいいようにしておきたいです。 
 
zbra川田さんがこの前仰ってたのを聞いて少額入ってみました。急に上がりだして驚
いてます。 
 
最近宣伝の時間が多いです。 
→どうしても活動を続けたいので、こういう形態になります。途中飛ばして必要箇所
にいっきにいってください。  
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アテアのコロナ経口薬、有効性確認できず 株価65％安 
 
バイオ医薬品のアテア・ファーマシューティカルズは１９日、スイスの製
薬大手ロシュと共同開発している新型コロナウイルスの経口薬 
軽度から中程度の症状を示す低リスク患者を対象とした小規模な治験で有
効性を確認できなかった。「モルヌピラビル」を有するメルクに遅れ 
 
同社は後期治験の対象患者層を変更することを検討している。このため治
験データの獲得は当初予定より少なくとも６カ月遅れ、２０２２年下半期
になるとしている。 
 



手術ロボ「ダビンチ」新型 23年にも国内発売     2021/10/18 
「ダビンチSPサージカルシステム」はすでに米国と韓国で販売 
4本あった手術用アームを1本に減らしたのが特徴。患者への負担を軽くし、
体の奥や狭い場所でも治療できる。例えば口や肛門から挿入してがんを切
除する。幅広い手術に対応できるよう承認取得の準備を進めて、日本国内
での利用拡大を目指す。 
 



EPS、売上高ともにOK 
 ・第3四半期決算 
 ・EPS 予想1.17ドルに対し結果1.19ドル 
 ・売上高 予想13.9億ドルに対し結果14.0億ドル 
  売上高成長率 前年同期比+30.2% 
 ・ガイダンス：具体的な数字なし 



47 



48 

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 



52 

過去1年 
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過去3カ月 


