
潮目は見てた！
11月10日の転換点！

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11月12日（金）現地11月10日(水）
チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！
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毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？



◆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



11月17日（水）プライベートバ
ンカーに聞く資産運用のツボ



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！



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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11月8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

「パラサイト・シングル」「婚活」「希望格差社会」



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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11月15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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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17日、12月1日、15日

日経CNBC
11月26日（金）午前8時15分前後（改野さんと電話で）
11月2日（火）午前10時15分前後（済！有地さんとスタジオで）

川田重信のありがとうアメリカ株式



主要指数
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米国株式市場は薄商いの中、Ｓ＆Ｐ総合５００種がほぼ横ばいで終了。ナスダック総
合は半導体株の上昇に支援され、プラス圏で引けた。

さえない決算を受けて売られた娯楽大手ウォルト・ディズニー株に圧迫された。

米債券市場はベテランズデーのため休場。主要経済指標の発表もなく、第３・四半期
決算シーズンも終わりを迎えており、市場を動かす材料はほとんどなかった。

フィラデルフィア半導体指数は前日、約６週間ぶりの大幅な下げとなっていたが反発。

市場参加者は、３１年ぶりの大幅な伸びになった１０月の米消費者物価指数（ＣＰ
Ｉ）統計を消化しつつある。前日発表された同統計では、世界的なサプライチェーン
の制約を背景にインフレが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）などの予想よりも長い期間、
高止まりする兆候が示された。

あすには消費者信頼感指数が発表されるほか、今後数週間には一連の小売企業が決算
発表を予定しており、年末商戦期が近づく中、市場の焦点は消費支出にシフトしてい
る。
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永遠の“青年”？

投資家の哲学
投資とはミッキーマウスに稼いでもらうこと？
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永遠の“青年”
などいない！
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S&P500チャート
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米国10年国債金利（過去1年）
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マーケット概況
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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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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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■ 今週の予定
11月8日（月）
・映画館運営会社のAMCエンターテインメント・ホールディングス＜AMC＞、オンライン決済サービス会社ペイパル・ホールディン
グス＜PYPL＞、オンラインゲームプラットフォームのロブロックス＜RBLX＞が四半期決算を発表。

11月9日（火）
・ドイツのバイオ医薬品メーカー、バイオンテック＜BNTX＞、医薬品流通会社カーディナル・ヘルス＜CAH＞、コインベース・グロ
ーバル、料理宅配会社ドアダッシュ＜DASH＞、住宅建設会社DRホートン＜DHI＞、ソフトウエア開発会社パランティア・テクノロジ
ーズ＜PLTR＞、食品流通大手シスコ＜SYY＞が決算発表。
・ブロードコム＜AVGO＞がニューヨークで投資家向け説明会を開催。
・10月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.6％上昇（9月は0.5％上昇）。食品とエネルギーを除くコア指数
は同0.4％上昇（9月は0.2％上昇）。
・全米独立企業連盟（NFIB）が、10月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は98.5と、9月をわずかに下回る。

11月10日（水）
・娯楽・メディア大手のウォルト・ディズニー＜DIS＞が2021年度第4四半期の決算発表。9月21日にボブ・チェペック最高経営責任
者（CEO）がストリーミングサービスの成長に懸念を示して以来、S&P500指数が7％上昇する一方で、1％の上昇にとどまっている。
・決済処理会社のアファーム・ホールディングス＜AFRM＞、ソーファイ・テクノロジーズ＜SOFI＞が四半期決算発表。
・EVトラックメーカーのリビアン・オートモーティブがナスダックで取引開始。ティッカーは＜RIVN＞。アマゾン・ドット・コム
＜AMZN＞が出資する同社は、1株あたり57ドルから62ドルで1億3500万株を公開する予定。時価総額は約530億ドルとなると見られる。
・信用調査会社大手エクイファクス＜EFX＞、クレジットカード大手マスターカード＜MA＞、スマートファクトリー機器を製造する
ロックウェル・オートメーション＜ROK＞が投資家向け説明会を開催。
・10月の消費者物価指数（CPI）発表。エコノミスト予想は前年同月比6％上昇（9月は同5.4％）、食品とエネルギーを除くコアCPI
は同4.4％上昇（9月は同4％）。



32

今週の予定

11月11日（木）
・ベテランズ・デー（復員軍人の日）で米債券市場は休場。
・資産運用会社ブルックフィールド・アセット・マネジメント＜BAM＞、医薬品のオルガノン＜OGN＞、皮革製品メーカーのタペストリー＜TPR＞が決
算コンファレンスコールを開催。
・半導体メーカーのNXPセミコンダクターズ＜NXPI＞がニューヨークで投資家向け説明会を開催。

11月12日（金）
・製薬大手アストラゼネカ＜AZN＞が四半期決算発表。
・医療機器大手ベクトン・ディッキンソン＜BDX＞がバーチャルで投資家向け説明会を開催。
・11月のミシガン大学消費者景況感指数発表。コンセンサス予想は72.5で10月を若干上回る。
・求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、9月末時点の求人件数は1000万件と、8月末よりも40万件減少するも、過去最高水準を維持。





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





今週の０潮目はドンピシャで少しオカルト的なほど末恐ろしいものを感じた次第です。
こういう思考になっているということは、どっぷり潮目チャートフリーク？になった
証拠かもしれません。

この潮目チャート（相場の長期予報）無しでは、最近の相場を渡り切るのは難しいよ
うに思う今日この頃です。

今月は潮目チャートの無料体験セミナー：この潮目チャートが普及して欲しいような、
はたまた普及して欲しくないような？

それでも使う人によっては恐ろしいほど万能な潮目チャートが、もう少し陽の目をみ
てもいいような気もするのですが。

私はここの会員になってちょうど丸一年、ここの会費はコストパフォーマンスが高す
ぎて（私はタダ同然だと思っています）陽の目を見るようになれば会費の値上げがあ
るのではないかとヒヤヒヤ。

プレミア会員 XX XXX



過去の株価の動きを分析して
将来の動きを予測する仕組み

潮目チャートとは

■過去の価格データをインプット

■株価のリズムを抽出し､今後の動きを予測

■将来の予測をアウトプット



2指標で価格変化の波動を捉える

①POISSON（ポアソン） ：株価水準の趨勢
②SEA CHANGE SCORE（SCS） ：株価の底値や天井

2つの指標



株価の趨勢･水準を示唆

●1〜36の値をとり、通常は26〜34のレンジで推移

●26を下回ると底値圏、 22で大底となることが多い

●34を超えると過熱圏入りし警戒ゾーンへ
●緩やかに右肩上がりの場合は 順調な上昇 を示唆

●長期間横這いの時は外部要因の影響を受けやすい

ポアソン



●SCSは0〜36で変化する
●0となった期間の最終日は底値潮目（買い場）

●36となった期間の最終日は天井潮目（売り場）

●中立は9だが、普段は10の水準を意識して考える

株価の転換点を示唆

SEA CHANGE SCORE（SCS）

底値潮目

底値潮目

天井潮目



■予期せぬ株価下落による損失を避ける＝ 株
価下落を 予期して 先手を打つ

■ポアソン急落と同時のSCS急低下 は崩落危険

調整の可能性を事前に察知できる

主な機能① 調整の示唆

底値潮目

天井潮目



上昇前の押し目（買い場）を示唆
買い場かも

買い場かも

■ 強い底値潮目（SCS0が複数日）の後
■ SCSが強含み水準（10以上）で推移している場合

■ ポアソンが過熱圏になく、上昇傾向にある場合

主な機能② 買い場の示唆

SCS＞10：強含み



①

■潮目チャートだけで考えてはいけない
（あくまでも判断を行うための補完的な材料）

■苦手な銘柄もある
（小型株・不安定な銘柄・成長著しい銘柄･･･）

■騰落率を予測するものではない
（潮目はエネルギーの向きと大きさを示す）

■日にちをピンポイントで当てるものではない
（相場の流れを掴むものなので日にちにズレが生じる）

7 潮目チャートも万能ではない



チェック：株価と
ポートフォリオ

44



ダウ工業株30銘柄 11月11日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 11月11日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 11月11日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 11月11日(木)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
11月11日(木)
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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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水曜日の大機小機 「等しく貧しくなることを選んだ」
「まさしくその通りと実感します。ちなみにいまの中国も日本の“いつかきた道”を歩もうとしている
気がしています。今日の川田節、刺さるわぁ〜」

今日の大機小機 日本初の女子留学と人材育成 2021/11/12付
150年前、旧暦のきょう、日本初の女子留学生5人は、岩倉遣外使節団の一行に加わって「アメリカ丸」
に乗船、横浜港からサンフランシスコへ向かった。

留学期間10年を全うしたのは年少の山川捨松（11歳）、永井繁子（9歳）、津田梅子（6歳）の3人。中
でも会津藩最後の家老の妹である山川捨松（1860～1919年）は行動的で多方面にわたり活躍し、明治日
本の女性像を一変させた。


