
S&P500：潮目ではここ
からもう少し強い 

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27日（水）現地10月26日(水） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 



Miki Kumagai 
Independent Financial Advisor 



3 



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？ 
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川田との『個別相談』を企画します！ 



アジェンダ オンライントーク 
2021年10月27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】 



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！ 



配信済み 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
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。 

 

富山県立富山中部高等学校 
国立大学法人 神戸大学 (Kobe University) 
Simon Business School | Simon Business School 
St. Paul's School | Home 
Dartmouth 

http://www.chubu-h.tym.ed.jp/
https://www.kobe-u.ac.jp/
https://www.kobe-u.ac.jp/
https://www.kobe-u.ac.jp/
https://www.kobe-u.ac.jp/
https://www.kobe-u.ac.jp/
https://simon.rochester.edu/
https://www.sps.edu/
https://home.dartmouth.edu/


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 

15 



S&P500チャート 

16 
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前日に決算を発表したフェイスブックは第４・四半期について、アップルのプライバシー規約変更の影
響がデジタル部門の業績を圧迫するとの見通しを表明。株価は３．９２％下落 
同社株は３月８日以降初めて終値で２００日移動平均線を下回り 
 
エヌビディアなど時価総額の大きい銘柄の上昇に支援されて最高値を更新。エヌビディアは６．７０％
上昇し、最高値で終了。アマゾン・ドット・コムは１．６８％高、アップルは０．４６％高。 
 
決算発表後にユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）が６．９５％、ゼネラル・エレクトリック
（ＧＥ）が２．０３％上昇。 
 
Ｓ＆Ｐ５００採用企業の第３・四半期決算は前年同期比３５．６％の増益が予想 
 
引け後に決算を発表したマイクロソフトは時間外取引で１．２９％上昇、グーグル親会社アルファベッ
トは０．２４％下落した。 
 
玩具メーカーのハスブロは通常取引を３．２３％高で引けた。年末商戦期の売上高についてサプライチ
ェーン問題が影響すると警告したものの、第３・四半期の利益が市場予想を上回った。 
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S&P500とダウは本日、ともに過去最高水準を更新。 
 
NASDAQ総合：前回9月7日以来の史上最高値更新に最も近い水準。 
「ラッセル2,000」は、過去数ヶ月間のレンジの最高値に位置。3月15日につけた高値からはまだ2％以
上下。 
 
S&P500 
年初来57回の史上最高値を更新。  
年間を通してより多くの史上最高値を記録した年は、過去に3回。 
2017年（62回）、1964年（67回）、1995年（78回） 
 
ダウは2021年に38回の新高値、これは過去の平均値の3倍以上。 
今年は、史上最高値で71回の終値を記録した1991年に並んだ2017年以来、同指数の史上最高値の数が最
も多いペース 
 
ナスダック総合株価指数も36回と堅調な高値を記録しており、これは過去の平均である年間19回を大き
く上回っています。 
 
ラッセル2,000指数は、1年を通じてレンジ相場であったため、史上最高値を記録したのは13回 



マーケット概況 



米国10年国債金利（過去1年） 
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米民主党の「ビリオネア税」、超富裕層の資産５兆ドルを狙い撃ち 
 
米民主党が温めている最新の税制案は、米国の「ビリオネア」と、課税されずに拡大を続ける彼らの投資利益を
狙い撃ちにしている。 
ブルームバーグ・ビリオネア指数：米国では資産10億ドル（約1140億円）以上のビリオネアら800人超が合わせ
て保有する資産総額は５兆ドルを超える。この額は過去５年間に２倍余りとなった。 
ビリオネアらの資産は急増したが、彼らが支払う税金はそうではない。現行の規制に基づくと、投資利益が課税
されるのは資産売却時にのみで、富裕層は与えられた柔軟性を享受し、極めてまれにしか売却しない。 
 
民主党がこの問題を解決するには独創的で、奇抜とも言われるような構想が求められる。具体的には「ビリオネ
ア税」という最も富裕な層を対象とした、前例のない投資利益への課税だ。 
 
このアイデアに憤りを隠さないビリオネアもいる。ヘッジファンドを運用するレオン・クーパーマン氏は、「富
裕層を攻撃するべきではない」と批判。「米国は資本主義国家ではないのか、それとも社会主義国家になったの
か」と問いかけた。 
 
世界一の富豪である米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は、「ゆくゆくは税収を使い果たし、
あなたたちの資産を狙いに来るだろう」と25日夕にツイートした。マスク氏の資産は年初以降に1190億ドル拡大
した。 
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米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）が２６日に
発表した第４・四半期の売上高見通しは市場予想を上回った。サプライチ
ェーン（供給網）の問題を克服し、パソコンやゲーム機、データセンター
などに使用される半導体への旺盛な需要に対応する。 
第４・四半期の売上高見通しは約４５億ドルプラスマイナス１億ドル。リ
フィニティブのデータによると、アナリスト予想平均は４２億５０００万
ドルだった。 
第３・四半期決算は売上高が４３億１０００万ドルとなり、予想の４１億
２０００万ドルを上回った。 
引け後 122ドル マイナス0.76％ 
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マイクロソフト、７－９月期は増収増益－クラ
ウド事業が好調 
アジュールやオフィス365の需要好調が業績押
し上げ 
利益と売上高は11四半期連続でアナリスト予想
を上回る 
７－９月期売上高は22％増の453億ドル（約５
兆1700億円）。１株利益は税務上の利益を除い
たベースで2.27ドルに増加。市場予想平均は
2.07ドル。 
マイクロソフトの株価は決算発表後の時間外取
引で約１％上昇。 
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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 
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VIX指数と相場見通し 
木曜日に18カ月ぶりの低水準の15.01まで下落。9月に28.79まで上昇した
後に低下、金曜日の上昇もほんのわずかで15.43の引け。 
今週のS&P500指数の動きは難しくなりそう→VIX指数が18カ月ぶりの低水
準となった翌週に通常起きること、その6カ月後のパフォーマンスの中央
値は4%の上昇。 



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.33 
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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. 
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■ 今週の予定 
10月25日（月） 
・今週は巨大ハイテク企業が相次いで決算発表を行う。フェイスブック＜FB＞が取引終了後に決算発表。26日にはアルファベット
＜GOOGL＞とIT大手マイクロソフト＜MSFT＞、28日にはアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞とアップル＜AAPL＞が続く。 
・半導体開発用ソフトウエアのケイデンス・デザイン・システムズ＜CDNS＞、日用品メーカーのキンバリー・クラーク＜KMB＞、エ
レベーター・メーカのオーチス・ワールドワイド＜OTIS＞が四半期決算発表。 
 
10月26日（火） 
・化学・電気素材メーカー大手3M＜MMM＞、半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞、金融サービスのアメリプラ
イズ・ファイナンシャル＜AMP＞、金融サービス持ち株会社キャピタル・ワン・ファイナンシャル＜COF＞、損害保険会社のチャブ
＜CB＞、衛生技術を提供するエコラボ＜ECL＞、製薬大手イーライリリー＜LLY＞、複合企業ゼネラル・エレクトリック＜GE＞、玩
具メーカーのハズブロ＜HAS＞、独立系資産運用会社のインベスコ＜IVZ＞、軍事用航空機・宇宙関連機器大手のロッキード・マー
チン＜LMT＞、金融サービス企業MSCI＜MSCI＞、スイスの大手医薬品・バイオテクノロジー企業ノバルティス＜NVS＞、航空機関連
機器メーカーのレイセオン・テクノロジーズ＜RTX＞、金融サービス会社のS&Pグローバル＜SPGI＞、塗料販売店のシャーウィン・
ウィリアムズ＜SHW＞、半導体大手テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞、ツイッター＜TWTR＞、貨物運送大手ユナイテッド・パー
セル・サービス＜UPS＞、クレジットカード大手ビザ＜V＞が決算発表。 
・米国勢調査局が9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77万5000戸と、8月から3万5000戸増。 
・10月のコンファレンス・ボード消費者信頼感指数発表。エコノミスト予想は110で、9月とほぼ変わらず。今年6月に記録した直近
のピークから15％低い水準であり、新型コロナウイルスのデルタ変異株の流行とインフレーションにより、消費者の楽観的見方に
陰りが出たとみられる。 
・8月のS&Pケース・シラー住宅価格指数発表。エコノミスト予想は、前年同月比20％の上昇で、7月の同19.7％を若干上回る。5カ
月連続で統計開始以来最大の上昇率を記録することになる。 
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今週の予定 
10月27日（水） 
・給与計算代行大手オートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞、航空機大手ボーイング＜BA＞、製薬大手ブリストル・マイヤーズ・スクイ
ブ＜BMY＞、先物取引所グループの持ち株会社CMEグループ＜CME＞、飲料大手コカ・コーラ＜KO＞、オークションサイト運営のイーベイ＜EBAY＞、自
動車大手フォード・モーター＜F＞、防衛大手ゼネラル・ダイナミクス＜GD＞、自動車大手ゼネラル・モーターズ＜GM＞、ホテルチェーン大手ヒルト
ン・ワールドワイド・ホールディングス＜HLT＞、紙・包装材メーカーのインターナショナル・ペーパー＜IP＞、加工食品メーカー大手クラフト・ハ
インツ＜KHC＞、ファストフードチェーン大手マクドナルド＜MCD＞、大手鉄道持ち株会社ノーフォーク・サザン＜NSC＞、小口トラック輸送のオール
ド・ドミニオン・フレート・ライン＜ODFL＞、企業向け業務管理ソフトウエアのサービスナウ＜NOW＞、音楽ストリーミング会社スポティファイ・テ
クノロジー＜SPOT＞、科学関連サービス企業サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック＜TMO＞が四半期決算発表。 
・9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、前月比0.5％減の2620億ドル（8月は同1.8％増）。輸送用機器を除く予想は同0.8％増
（8月は同0.3％増）。 
 
10月28日（木） 
・たばこ・ワイン製造持ち株会社アルトリア・グループ＜MO＞、基地局（タワー事業）運営の不動産投資信託（REIT）のアメリカン・タワー＜AMT＞、
建設機械メーカー大手キャタピラー＜CAT＞、ケーブルテレビ大手コムキャスト＜CMCSA＞、バイオ製薬会社ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞、証券取
引所運営会社インターコンチネンタル・エクスチェンジ＜ICE＞、クレジットカード大手マスターカード＜MA＞、医薬品大手メルク＜MRK＞、格付け会
社ムーディーズ＜MCO＞、鉱山会社のニューモント＜NEM＞、防衛大手のノースロップ・グラマン＜NOC＞、仏製薬会社サノフィ＜SNY＞、カナダのEコ
マース・プラットフォーム企業ショッピファイ＜SHOP＞、コーヒーチェーン大手スターバックス＜SBUX＞、ファストフードチェーン運営ヤム・ブラン
ズ＜YUM＞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3四半期の国内総生産（GDP）速報値を発表。コンセンサス予想は季節調整済み年率換算で4％増（2021年第2四半期
は6.7％増）。 
 
10月29日（金） 
・バイオ医薬品企業アッヴィ＜ABBV＞、シカゴ・オプション取引所を運営するCBOEグローバル・マーケッツ＜CBOE＞、ケーブルテレビ・携帯電話サー
ビスのチャーター・コミュニケーションズ＜CHTR＞、石油大手シェブロン＜CVX＞、消費財メーカーのコルゲート・パルモリブ＜CL＞、石油大手エク
ソンモービル＜XOM＞、航空宇宙および防衛に関連する技術開発を行うL3ハリス・テクノロジーズ＜LHX＞、総合林産企業ウェアハウザー＜WY＞が四半
期決算発表。 





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.39 



チェック：株価と
ポートフォリオ 

40 



ダウ工業株30銘柄   10月26日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   10月26日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 10月26日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 10月26日(火) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
10月26日(火) 
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*最近中国、欧州にてLNG価格の急騰に伴う電力危機が見聞。同じ事が近々米国でも発生する可能性。 
 
2021年米国の冬季の寒波を踏まえGNRCが紹介され、私自身は今後のGNRCの高業績、株価上昇を推測して
います。GNRCが本格採用前に留まっている理由をご説明頂ければ幸甚です。尚、この銘柄の決算書、営
業cash flow/revenue、CAGRを確認済みです。 
 
→GNRCが本格採用前に留まっている理由→この銘柄は元々は本格ポートに入っていました。それが値上
がりしすぎてスピード調整するだろうと思って、予備軍に落としました。しかし気が付けばもう新値近
辺なんですね。バリュエーションは高い（PER58倍）、時代が求めている銘柄ですねこれは。ところで
決算発表では人手不足に言及するでしょうか？ 決算発表は11月2日なんですね。まあこの間、他の主
力銘柄も似たような上昇率でした。パフォーマンスの良し悪しはエクイティポジションの比率（アセッ
トアロケーション）で決まった自分に言い聞かせています。 
 
→EPSの実績及び今後のEPS予測も順調に伸びていますので関心はあります。併しながら、人件費の高騰
が業績に及ぼす影響は少なくないものと考えていますし、高いPERも気になります。一方、米国の労働
市場に於ける労働力の戻り率、賃金の伸びはさほど大きくない模様です。どのデータをどの様に解釈す
べきか？悩ましい処です。先ずは、決算を確認する事とします。 
最近は流行りのハイパーグロスに手を出さずに、2000~2020（コロナ前）, 2010~2020（コロナ前）迄の
CAGR, 営業cash flow/revenue、今後のEPSの伸率を調べる等地道な作業に徹しています。 
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 ビットコインを買う10の方法 
1.プロシェアーズ・ビットコイン・ストラテジーETF 手数料：年率0.95％。(BITO) 
メリット：ETFは親しみやすく、すべての投資対象を同じ場所で保有することができる。 
デメリット：このETFはビットコインの現物ではなく先物相場に追随する。税金や乗り換え商いのための「ロールコスト」がリターンに影響する可
能性がある。 
 
2.コインベース・グローバル (COIN) 
手数料：最大4％。支払い方法によって異なる。 
メリット：暗号資産の交換業者であるコインベース・グローバル＜COIN＞は多くの暗号資産を取り扱い、専門知識を持っている。急成長するノン
ファンジブル・トークン（NFT）などの分野にも進出している。「プロ」と呼ばれるプラットフォームでは手数料を低く設定できる。 
デメリット：手数料が高い。 
 
3.ビットコインATM 
手数料：平均約7％。 
メリット：ビットコインATMは現金またはデビットカードを使用してビットコインを購入できるキオスクで、デジタルに詳しくない人でも利用でき
る。またビットコインを直接所有できる。 
デメリット：手数料が高い。ウオレットアプリをダウンロードする必要がある。 
 
4.ロビンフッド 
手数料：なし。 
メリット：早くて簡単。 
デメリット：株取引アプリのロビンフッド・マーケッツ＜HOOD＞は、マーケットメーカーからペイメント・フォー・オーダー・フロー（PFOF）を
暗号で受け取っており、取引実行に支障をきたす可能性がある。まだデジタルウオレットのサービスがない。 
 
5.スクエア 
手数料：取引のサイズで異なり、大量に取引すれば手数料は下がる。現在は100ドルなら2.26ドル。 
メリット：決済サービス大手のスクエア＜SQ＞のアプリを使えば、ビットコインの売買ができる。 
デメリット：手数料は他に比べればやや高いかもしれない。ビットコイン以外の暗号資産は扱っていない。 
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6.マイクロストラテジー(MSTR) 
手数料：ソフトウエア企業であるマイクロストラテジー＜MSTR＞の株式を購入する。株式なので、手数料無料のブローカーを利
用すれば手数料はかからない。 
メリット：マイクロストラテジーは時価総額と同レベルの約70億ドルのビットコインを保有しており、株価はビットコインの価
格に連動する。メリットは投資家にとって馴染みのある株式として課税されることだ。 
デメリット：マイクロストラテジーの株式はビットコインに比べて割高になる傾向がある。経営陣が戦略を変え、ビットコイン
を売却する可能性がある。 
 
7.ペイパル 
手数料：取引のサイズで異なり、25～100ドルなら2.3％。 
メリット：決済大手ペイパル・ホールディングス＜PYPL＞のアプリで取引でき、ショッピングなどのサービスもある。 
デメリット：手数料が高く、アプリから外部のデジタルウオレットに暗号資産を移すことができない。ペイパルはウオレットを
開発中。 
 
8.グレイスケール・ビットコイン・トラスト＜GBTC＞ 
手数料：年率2％。 
メリット：このファンドは証券会社の口座で取引でき、長い歴史がある。 
デメリット：手数料が高い。ビットコインに対してプレミアムやディスカウントが生じる。現在はディスカウントで、お買い得
との見方もある。 
 
9.ビットコインを直接採掘する 
手数料：掘削装置は800～1万ドル。 
メリット：電気代以外の料金がかからない。 
デメリット：電気使用量が非常に多く、初期費用が高額で、他の採掘業者と激しい競争がある。 
 
10.インタラクティブ・ブローカーズ・グループ＜IBKR＞ 
手数料：0.12～0.18％。 
メリット：手数料が安く、暗号資産は株式や債券などと同じように商品として並んでいる。 
デメリット：他の商品と同様に、投資家は使い勝手を確認する必要がある。 
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過去5日間  



56 

過去1カ月 



57 

年初来  



58 

過去1年 
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過去1年 
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過去3カ月 


