
週間ベースでまだプラス
だが？騰落激しい2016年

型！

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/

2022年2月11日（金）現地2月10日(木）
チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！



2

「永遠の青年」などいない！





メールマガジン配信中！
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米国株式投資の真実を伝える
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追加 除外

１ セールスフォース・ド
ット・コム＜CRM＞
顧客管理ソフトウエ
ア大手

エクソンモービル
＜XOM＞
総合石油

２ アムジェン＜AMGN
＞
バイオ医薬品大手

ファイザー＜PFE
＞
製薬大手

３ ハネウェル・インター
ナショナル＜HON＞
総合テクノロジー企
業

レイセオン・テクノ
ロジーズ＜RTX
＞
航空機関連機器
メーカー

2020年8月に3銘柄入れ替え



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？



サロンの会員の皆さんへ

【お知らせ】「日経新聞読み合わせ」企画
【日時】 2022年2月12日（土）10:00～10:30（予定）

【要領】当日の朝刊をご購読の上、ご参加ください 電子版にご登録いただく他、コンビニで購入可能で
す。

●川田からひとこと
米国株式投資の知識を高めるには日経の読み込みが効果的です。逆にこの経済紙が読めなければメディア
やネットの評論家の話しもあまり理解できていないことになります。

日経新聞が読めるようになることは米国株式投資に限らず広く社会・経済全般への知識と興味が高まり一
生もののスキルになると思います。ここは自信があります。

そこで時間はかかるかもしれませんが、毎日コツコツ読めるところから読んでいけば時間の経過と共に理
解できる記事が増えるし読むスピードも速くなります。

ただし現実は日経を購読していない人が多いことも理解しています。読まずに私の話の聞き流しだけでは
その効用は限定的と思います。

今まで日経を購読されてない方もこの機会に是非一緒に学びましょう
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連続登場



【予約受付中】川田との個別相談会（15min）
川田重信との個別相談会を開催いています！
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。

【個別相談会】



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



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



本日のトピックス
朝会

ストボ（水曜日11時）3月＝2日
16日、
4月＝6日、20日 5月＝11日、18日 6月＝1日、15日

日経CNBC
2月22日（火）午前8時15分前後（電話で）

1月25日（火）ゲストトーク（10時15分からスタジオで露口さ
ん）

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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ナスダック100（1か月）
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マーケット概況
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大幅安、積極的な米利上げ懸念で

米労働省が１０日に発表した１月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比７．５％上昇し、伸び率は１９８
２年２月以来、約４０年ぶりの大きさ。上昇率は４カ月連続で６％を超えた。２１年１２月は７．０％。

セントルイス地区連銀のブラード総裁は１０日、自身のタカ派姿勢を「劇的に」強め、７月１日までに１００ベーシスポイン
ト（ｂｐ）の利上げが実施されることを望むと述べた。

ブラード総裁の発言を受け、米金利先物市場はＦＲＢが政策金利の誘導目標レンジを６月会合までに１─１．２５％に引き上
げるとの見方を完全に織り込んだ。

テスラやエヌビディア、マイクロソフトなど時価総額が大きいグロース株が約３％安。

セクター：情報技術が２．７５％安、不動産が２．８６％安

娯楽大手のウォルト・ディズニーは３．４％高。９日発表した第１・四半期（１月１日まで）決算は、売上高が予想を上回っ
た。ホリデーシーズン中に国内テーマパーク事業が安定的に回復したことに加え、動画配信サービスの契約件数が堅調に伸び
たことが追い風になった。

米玩具大手マテルと米食品大手ケロッグはそれぞれ７．６５％、３．１１％上昇。市場予想を上回る通期利益見通しを発表し
た。
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「市場はより積極的な利上げを織り込み始め
ており、いずれかの会合で５０ベーシスポイ
ント（ｂｐ）の利上げが行われる確率が高ま
り始めている」
ＣＭＥグループによると、３月の米連邦公開
市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ｂｐの利上げ
が実施されるという見方が完全に織り込まれ
た。
５０ｂｐの利上げ確率は９９．５％、７５ｂ
ｐの利上げ確率は０．５％

１０年債利回り<US10YT=RR>は一時２．０５
６％と１９年８月１日以来の高水準

２・１０年債の利回り差<US2US10=RR>は一時
４３．７３ｂｐと２０２０年８月１１日以来
の水準に縮小。



米国10年国債金利（過去5年）
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２％は通過点か
10年物利回りは２％を超えて上昇?
シティグループ:近く２％超。
ＪＰモルガンAM年内に３％を試す。
みずほ銀行2.5％を試す。
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S&P500と10年債利回り2015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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S&P500と10年債利回り2016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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変動性指数（VIX）が「沈黙」し、市場に戸惑い

テーパリング開始直後の2021年11月下旬以降、「Eミニ・ナスダック100株価指数先物」で
は買い手と売り手が提示する価格差（ビッド・アスク・スプレッド）が拡大。

流動性が低下し、株価が急落すると投資家はVIXが急騰すると直感しがち。
But 1月のVIXの高値（終値ベース）は26日に付けた31.96。
S&P500の月間下落率（5.3%）が20年3月以来の大きさだったにもかかわらず、21年12月の高
値（31.12）をわずかに上回ったにすぎない。

S&P500の値幅から割り出した「月間変動率」とVIXの月間高値の各15年ほどのデータから
VIXの高値時の理論値を統計的に割り出したところ1月は35。
実際の高値はこれより3ポイント以上、低かった。

実際の高値が理論値を下回る場面が目立った時期がある。14年以降のFRBの金融正常化局面
だ。

今後、株式の流動性が低下する場面は増えるのでは?
その時、たとえVIXが沈黙しても楽観は禁物。

ゼロ金利脱出後の市場では流動性の低下とVIXの低迷は表裏一体。そうであれば、中長期投
資家や上場投資信託（ETF）の現物株売り主導でVIXの過熱なき株価急落が普通になる可能
性がある。



http://fred.stlouisfed.org/graph/?g=EAEz
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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



31

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



34

過去1年



35

過去5日間



36

過去1カ月



37

年初来
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■ 今週の予定
2月7日（月）
・バイオ医薬品大手アムジェン＜AMGN＞、玩具メーカーのハズブロ＜HAS＞、金融サービス会社プリンシパル・ファイナンシャル・グループ＜PFG＞、
商業用不動産の自社管理型不動産信託（REIT）サイモン・プロパティ・グループ＜SPG＞、ゲームソフト大手テイクツー・インタラクティブ・ソフト
ウエア＜TTWO＞、食品メーカー大手タイソン・フーズ＜TSN＞、医療器具持ち株会社ジンマー・バイオメット・ホールディングス＜ZBH＞が決算発表。
・米連邦準備制度理事会（FRB）が12月の消費者信用残高を発表。同残高は、季節調整済み年率換算で前月比4.3％増の予想（11月は同11％増）。
2020年には新型コロナウイルスのパンデミック（世界的流行）で若干減少したものの、2021年は長期上昇トレンドに回帰している。現在、4兆4100億
ドルの水準にある。

2月8日（火）
・英国の石油大手BP＜BP＞、空調設備メーカーのキヤリア・グローバル・コーポレーション＜CARR＞、複合マネージドケア組織を運営するセンティ
ン＜CNC＞、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＞、化学品メーカー大手デュポン・ド・ヌムール＜DD＞、太陽光発電
のエンフェーズ・エナジー＜ENPH＞、金融情報処理システムのプロバイダーであるファイサーブ＜FISV＞、ITサービス関連企業ガートナー＜IT＞、
バイオ医薬品企業インサイト＜INCY＞、プライベート・エクイティ・ファンド大手KKR＜KKR＞、ライドシェアサービス大手のリフト＜LYFT＞、製薬
大手ファイザー＜PFE＞、金融サービス会社のS&Pグローバル＜SPGI＞、食品流通大手シスコ＜SYY＞、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＞が四半期決算発表。
・全米独立事業者協会（NFIB）が1月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は98と、12月をわずかに下回る。

2月9日（水）
・娯楽・メディア大手のウォルト・ディズニー<DIS>が2022年度第1四半期の決算発表。株価は年初来8％下落し、ボブ・チャペック最高経営責任者
（CEO）がディズニープラスの成長減速について発言した昨年9月以降では20％の下落となっている。
・先物取引所グループの持ち株会社CMEグループ＜CME＞、ドラッグストアチェーン大手のCVSヘルス＜CVS＞、信用調査会社大手エクイファクス＜EFX
＞、製薬大手グラクソ・スミスクライン＜GSK＞、ホンダ＜7267＞、統合型リゾート運営会社MGMリゾーツ・インターナショナル＜MGM＞、通信機器メ
ーカーのモトローラ・ソリューションズ＜MSI＞自動車用品販売大手のオライリー・オートモーティブ＜ORLY＞、トヨタ自動車＜7203＞、ファストフ
ードチェーン運営ヤム・ブランズ＜YUM＞が四半期決算発表。
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2月10日（木）
・製薬大手のアストラゼネカ＜AZN＞、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＞、コカ・コーラ＜KO＞、
医療サービス企業ダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズ＜DVA＞、電力大手デューク・エナジー＜DUK＞、オンライン旅行サービ
ス会社のエクスペディア・グループ＜EXPE＞、決済サービスのグローバル・ペイメンツ＜GPN＞、ゲノムシーケンス技術のリーダー
であるイルミナ＜ILMN＞、広告代理店のインターパブリック・グループ＜IPG＞、食品会社ケロッグ＜K＞、医薬品開発サービスを
提供するラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス＜LH＞、産業ガスメーカーのリンデ＜LIN＞、建設
用骨材メーカーのマーチン・マリエッタ・マテリアルズ＜MLM＞、格付け会社ムーディーズ＜MCO＞、飲料・スナック菓子大手のペ
プシコ＜PEP＞、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＞、ツイッター＜TWTR＞が決算コンファレンス
コールを開催。
・1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7.3％上昇（12月は同7％）、食品とエネルギーを除くコアCPI
は同5.9％上昇（同5.5％）。両指標ともに最近の最高値を超えており、1982年以来の最高値となる。

2月11日（金）
・カナダの石油・ガス輸送企業エンブリッジ＜ENB＞、大手電力会社ドミニオン・エナジー＜D＞、消費財大手のニューウェル・ブ
ランズ＜NWL＞、スポーツブランドのアンダーアーマー＜UA＞が決算発表。
・2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67.5で1月からほぼ横ばい。消費者は今後インフレと住宅価格上
昇を予想していることから、1月の指数は2011年11月以来最低となった。

2月10日（木） ゼブラ（ZBRA）



2022年2月15日（火）収録予定











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 2月10日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 2月10日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 2月10日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 2月10日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
2月10日(木)
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1 Ticker Company 推奨者 概要 業種

2 DE Deere トッド・アールステン 農機メーカー 資本財

3 FISV Fiserv トッド・アールステン 旧来型決済サービス テクノロジー

4 MA Mastercard トッド・アールステン クレジットカード決済サービス テクノロジー

5 ADBE Adobe トッド・アールステン 文書・画像処理ソフト大手 テクノロジー

6 AMAT Applied materials トッド・アールステン 半導体製造装置メーカー テクノロジー

7 DHR Danaher トッド・アールステン 計測装置および医療機器メーカー ヘルスケア

8 MSCI MSCI ヘンリー・エレンボーゲン株価指数の作成 金融

9 JBHT J.B. Hunt Transport Servicesヘンリー・エレンボーゲン物流 資本財

10 WRBY Warby Parker ヘンリー・エレンボーゲンアイケア製品を販売するオムニチャネルの小売業者一般消費財

11 MTN Vail Resorts ヘンリー・エレンボーゲンリゾート施設運営 一般消費財

12 SHOP Shopify ヘンリー・エレンボーゲンネットショップ設立プラットフォーム提供 テクノロジー

13 MSGS Madison Square Garden Sports マリオ・ガベリ スポーツエンターテイメント持株会社 コミュニケーション・サービス

14 CNHI Cnh Industrial マリオ・ガベリ 特殊車両メーカー 資本財

15 DAN Dana マリオ・ガベリ 自動車部品メーカー 一般消費財

16 GPC Genuine Parts マリオ・ガベリ 自動車交換部品流通・販売 一般消費財

17 DRQ Dril-Quip マリオ・ガベリ 海洋堀削・生産機器メーカー エネルギー

18 HAL Halliburton マリオ・ガベリ 油田開発サービス エネルギー

19 DLTR Dollar Tree メリル・ウィットマー ディスカウントストア・チェーン 一般消費財

20 BAP Credicorp ルパール・バンサリ ペルーの金融持株会社 金融

21 BIDU Baidu ルパール・バンサリ インターネット検索エンジン コミュニケーション・サービス
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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


