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現在の営業スタイル

•富裕層 資産形成層

• 証券マン時代の顧客層だけでは必要な
人にアドバイスが届かない

•お客様は100％紹介

•積立をおすすめ（米国株）

•債券等もニーズに合わせて運用



営業時に言われる？ワードTOP５

①「儲かる株を教えてくれるの？いい銘柄何？」

②「ドル建ての保険に入ってるから運用は大丈夫！」

③「老後にそんなにお金いらないよ・・」

④「損するでしょ！」

⑤「資産運用なんて自分に関係ないなあ」

日本の金融、
大丈夫かな？



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～



【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25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

「国民のすべてがどこかの会社の株主であるというようなところまでもっ
てゆければ……」。パナソニックの創業者である松下幸之助は1967年、
「国民総株主化」を求める論文を公表した。



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）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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マーケット概況



米国10年国債金利（過去1年）
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政策と倫理：米金融当局は政策当局者を含む高官が個別の株式と債券を購入することを禁止するほか、
積極的な金融取引を制限する新たな規定を発表した。地区連銀総裁と連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）理
事を含む高官が購入できるのは、ミューチュアルファンドなど分散投資商品に限定。

米国債市場で５年債利回りが1.20％を超えた。市場はフェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標が2022
年末までに0.5ポイント近く引き上げられるとの見方を織り込もうとしている。５年債利回りは金融政
策の中期的な軌道を反映すると多くが認識している。同利回り1.22％。

メリークリスマス：ウォール街のボーナスは増加する見通し。2021年のバンカーのボーナスは前年比
6.5％増と、３年連続で増える見込み。ボーナスを含む平均報酬は昨年に43万8450ドルに達し、ニュー
ヨーク市の業界別で最高。
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第３・四半期売上高が市場予想を下回ったＩＢＭは９．６％値下がりした。マネージド・インフラストラクチャー・サービス
事業での受注が来月の事業分離を控え、減少した。
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大手インテルが２１日に発表した第３・四半期決算は、売上高が市場予想を
下回った。処理速度が速い半導体で競合社に遅れを取っていることが響いた。
決算発表を受け、インテルの株価は時間外取引で４％下落している。
調整後の売上高は１８１億ドルと、予想の１８２億４０００万ドルに届かなか
った。インテルは第４・四半期の売上高は約１８３億ドルになると予想。リフ
ィニティブがまとめたアナリスト平均予想の１８２億５０００万ドルをやや上
回った。
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スナップ、四半期売上高は予想割れ アップル規約変更で 株価25％急落
写真・動画共有アプリ「スナップチャット」を展開する米スナップが２１
日発表した第３・四半期決算は売上高が市場予想を下回った。米アップル
によるプライバシー規約変更によって、デジタル広告の的を絞ったり、広
告の有効性を図る能力が制限されたことが響いた。
引け後の時間外取引で、スナップの株価は２５％急落した。
売上高は１０億７０００万ドル。
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日経から
バージニア州、中間選挙前哨戦 バイデン政権 試金石に
「私が勝てなかったら（24年の大統領選に）トランプが戻ってくるだろ
う」。民主党候補のテリー・マコーリフ前知事はトランプ時代の再来に
も言及して結束を訴える。

中国の投信、430兆円に膨張 不動産失速、代替商品に注目 個人マネー
の受け皿に

デジタルの奔流(3) AI運用、想像力で輝く 上位勢はコロナで一変 人と
の協業、好成績のカギ
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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



27

過去1年
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過去5日間
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過去1カ月



30

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.
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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
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マーケットコメント 2021年 10月 18日
Daily Treasury Yield Curve Rates

Daily Treasury Real Yield Curve Rates

p.36



マーケットコメント 2021年 10月 18日

FTR 新システム説明スライドより引用

p.37



マーケットコメント 2021年 10月 18日

p.38



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21日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 10月21日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 10月21日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 10月21日(木)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
10月21日(木)
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アテア（AVIR）に死んだ猫を拾いに昨日入りました。AVIRに600株(100万弱)14.08で
イン、23：35からのリスクオンになり指値をして就寝。＋10～15%の場面もあります
が強欲な私は見事にふるい落とされてますね。AVIRとGRTXが相関係数(CC)の高い動き
でした。朝会での個別株等の紹介を引き続きお願います。
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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


