
シー（SE）発表直後
高くて結局売られた 

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17日（水）現地11月16日(火） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 



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 
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 今回ゲストのプライベートバンカー殿への質問 
杉山智一著「プライベートバンカー 驚異の資産運用砲。（2018年3月発行） 
 
https://www.amazon.co.jp/プライベートバンカー-驚異の資産運用砲-講談社現代新
書-杉山-智一/dp/4062884674/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=カタカナ&keywords=杉山智一
&qid=1636861283&sr=8-1 
 
オフショアでの法人設立、海外の生命保険加入、自己資金に基づきプライベートバ
ンクからの融資に基づくレバレッジを効かせた、、, 
 
質問事項は下記の通りです。 
今でもこの手法は通用？ 
相続・贈与の一体化が検討。この状況に対してどの様な提案？ 



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！ 



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 
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川村社長！北海道から全国展開？ 
→いやあ、 
→まずは北海道を刈り取ってから？ 
→北海道中に「巨木を育ててから」にしま
す！ 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
株式会社クレストコンサルティング 代表取締役 川村 忠 
金融商品仲介業 北海道財務局長（金仲）第26号 
CFP®・経営学修士 
札幌市北区北8条西6丁目2-20 新和ビル3Ｆ TEL：011-758-5515    
FAX：011-758-5516 URL：http://www.crest-cc.co.jp 
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楽天証券IFA ファン
ドラップ ？？ 



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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S&P500チャート 
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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. 



米国10年国債金利（過去1年） 
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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 



20 

過去5日間 



21 

過去1カ月 



22 

年初来 
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■ 今週の予定 
11月15日（月） 
・自動車部品小売り大手アドバンス・オート・パーツ＜AAP＞、電気自動車（EV）のルーシッド・グループ＜LCID＞、食品メーカー
大手タイソン・フーズ＜TSN＞、音楽出版・レコード大手のワーナー・ミュージック・グループ＜WMG＞が四半期決算発表。 
・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2021年度投資家向け説明会をニュージャージー州ローズラ
ンドで開催。 
 
11月16日（火） 
・小売大手ウォルマート＜WMT＞が、取引開始前に2022年度第3四半期の決算発表。同社は通年のガイダンスを上方修正したが、年
初来株価はS&P500指数のパフォーマンスを25％ポイント下回る。 
・ホームセンターチェーン大手のホーム・デポ＜HD＞、航空部品の持ち株会社であるトランスダイム・グループ＜TDG＞が決算発表。 
・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＞、太陽光発電のエンフェーズ・エナジー＜ENPH＞、
保険会社ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ＜HIG＞、半導体大手のクアルコム＜QCOM＞が年次株主総会を開催。 
・製薬大手ブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞が投資家向け説明会を開催。ジョバンニ・カフォリオ最高経営責任者
（CEO）がパイプラインと戦略的機会について説明する。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が11月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は80と10月から変わらず。昨年暮れに記録したピ
ークから約10％低い水準だが、住宅建設業者は住宅市場に強気の見方を崩していない。 
・10月の小売売上高発表。コンセンサス予想は前月比0.8％増（9月は0.7%増）。自動車を除いた数値は同0.9％増の予想（9月は
0.8％の増）。 
 
11月17日（水） 
・ネットワーク機器大手シスコシステムズ＜CSCO＞、大手ホームセンターチェーンのロウズ＜LOW＞、画像処理半導体（GPU）大手
エヌビディア＜NVDA＞、小売大手ターゲット＜TGT＞、ディスカウント小売りチェーンのTJX＜TJX＞が四半期決算発表。 
・10月の住宅着工件数発表。エコノミスト予想は前月比2.2％増、季節調整済み年率換算で159万戸。 
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今週の予定 
 
11月18日（木） 
・電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング（阿里巴巴集団）＜BABA＞、半導体製造装置メーカーのアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞、
ソフトウエア関連企業イントゥイット＜INTU＞、中国小売企業最大手のJDドットコム（京東集団）＜JD＞、ディスカウント小売り大手ロス・ストアー
ズ＜ROST＞、企業向け人事・財務ソフトウエア会社ワークデイ＜WDAY＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・ITコンサルティング、アウトソーシングサービスのコグニザント・テクノロジー・ソリューションズ＜CTSH＞、産業機器メーカーのインガーソル・
ランド＜IR＞、医療技術会社のストライカー・コーポレーション＜SYK＞が投資家向け説明会を開催。 
・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＞が投資家向け説明会を開催し、製薬事業について説明を行う。 
・メディア関連企業リバティ・メディア＜FWONA＞が年次投資家向け説明会をニューヨークで開催。リバティ傘下の企業および、プロ野球チームのア
トランタ・ブレーブス（トラッキングストックはリバティ・ブレーブス・グループ＜BATRA＞）、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＞、イベントプロモーターのライブ・ネーション・エンターテイメント＜LYV＞、旅行アプリを手掛けるトリップアドバ
イザー＜TRIP＞など、リバティが株主を務める企業が参加予定。 
・コンファレンス・ボードが10月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は前月比0.8％上昇の118.4。コンファレンス・ボードは、2021年の国内総
生産（GDP）成長率を5.7％と予想している。 
 
11月19日（金） 
・靴を中心としたアパレル小売大手のフットロッカー＜FL＞が第3四半期決算を発表。 





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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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、
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 
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ダウ工業株30銘柄   11月16日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   11月16日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 11月16日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 11月16日(火) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
11月16日(火) 
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クラウドとAIの活用で進化するコールセンターソフトウェア 
 
■クラウドとコールセンターの融合が相乗効果を生む 
コールセンターはクラウドベースの人工知能（AI）を応用したシステムに徐々に移行しつつある。クラウドベースの電話、ビデ
オ、メッセージングサービスを活用したコールセンターサービスは「サービスとしてのコールセンター」（CCaaS）と呼ばれて
いる。コールセンターの人件費削減効果が期待できる 
 
イスラエルのナイス・システムズ＜NICE＞ 
先週発表した第3四半期の売上高は前年同期比20％増の4億9000万ドル、ウォール街の予想を上回った。 
同社は2021年通期の売上高を前年比15％増の20億ドル弱。 
同社の株価は過去18カ月間で80％上昇、現在の時価総額は約200億ドル。 
ナイスの最高経営責任者（CEO）バラク・アイラム氏 
世界のコールセンター関連支出の87％が労働コスト。 
同氏の推計では、全世界のカスタマーサービススタッフの数は1500万人に上り、一人当たり人件費は年間５万ドルだ。 
スタッフの数を10％削減するだけでも大きな節約効果。 
同氏はナイスのクラウド事業が少なくとも今後3～4年にわたり25％以上のペースで成長可能。 
 
■バリュエーションは割高だが成長が加速 
コールセンターソフトウェア会社ファイブ9＜FIVN＞ 
ファイブ９の株価は、11月9日の決算発表を受けて14％高と急騰。 
第3四半期の増収率は38％、ウォール街の予想を上回った。 
業績をけん引したのは51％の増収率を記録した法人事業。 
 
2022年予想株価売上高倍率はナイスが10倍、ファイブ9が14倍 



久しぶりの個別銘柄ご紹介、有難うございます。これからの社会では営業
マンは減少してもコンタクトセンターの需要は増す一方ですで、検討させ
て頂きます。 
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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 
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おかげさまで 一年で 資産が随分増えました。 
QQQをサクソでCFD で買うか 大和の投信 Nasdaq 3 倍ブルどちらが良い
でしょうか？ 
サクソのQQQ のCFD は5倍レバレッジ見たいです。でも仕組みよう分かりま
せん。 
→5倍はデカい、なので 短期勝負でしょうが、大和投信の3倍ブルでもか
なりのリスクです。 
ポジション管理ができるなら5倍もありでしょう。でもボリュームだけはし
っかり管理せんといかんですよね。 
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川田さんのお陰でぐっすり眠れます、ありがとうございます。 
→ありがとうございます。私はどうしても5時間ぐらいで一度目が覚めます。加齢で
しょう、、 
 
川田さんの盆栽vs巨木理論はとても面白いのですが、ツッコミどころがあります。
盆栽ってそもそも大きくしたいものなのでしょうか？元々大きくするつもりがない
ものを、巨木と比べてディスられてもちょっと…（笑） 
→そうなんです。多くの盆栽育成職人はそもそも巨木を望んでいません。私は巨木
を育てて若い人やチャンスが必要な人を応援するのがいいと思っています。しかし
ここは個人の選択の自由ですね。 
 
否定的な意味を持たせる英語の接頭辞「dis-」を動詞化、「ディスリスペクト」
（disrespect）を略したもの 



①盆栽ではなく巨木を育てよ 
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頻繁な売買はパフォーマンスを傷める！ 
 

資産形成において短期売買はメリットよりデメリットが 大きいと感ずる。その理由はいくつもあ
るが、今回検 証する「税金」もその１つだ。 

 

先日来、マネックス証券の開示情報を基に、短期売買している人の投資パフォーマンスがベンチ
マークの  S&P500指数に比べて劣っていることが多いと、お伝えしている。パフォーマンス毀損
の原因はいくつも考えられるが、売買ごとに源泉徴収で税金分を差し引 かれる分も大きい。 

 

今回は「利確」に伴う納税に加え、証券会社に支払う手数料の影響も併せて調べてみた。 

 

■「盆栽」ポートフォリオってなに？ 個人投資家は「利確」すると売却益に対して原則20.315％の税金がかか
る。頻 繁な売買を重ねると、その都度投資資金は現金化される。売却直後に反対売買 すれば、そのお金は休
まず働いていることになる。しかし、ある期間現金で待機 させておくならそのお金はリスクを負って働いて
ない。 

 

つまり「利確」すると 
①税金分だけ投資資金が減額される 
②「利確」後に間を置くと、その期間はおカネが市場で 働いておらずリスクを負わないので儲けの
チャンスを 逃す。もちろん損をする確率も減るが投資効率が減退 するのだ。 


