
反転は今週後半と
思っていたが？ 

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16日（水）現地2月15日(火） 
チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 
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「永遠の青年」などいない！ 

二月に入ってから、いろんな方が発信している資産運用に関する様々な動
画から【SP５００の下降が始まった】とか【アメリカ中心の投資から新興
国投資に切り替えなければこれまでのような運用リターンは見込めない】
といった声が聞こえてきますが、私はSP５００の、BUY&FORGETを続けるつ
もりです。 
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ご質問は下記まで 

ifa@exetrust.co.jp 

mailto:ifa@exetrust.co.jp


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］2022年2月21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  

2020年8月に3銘柄入れ替え 

 

5. 市川宏 の 超富裕層が

実践する「プライベート投
資戦略」とは  

今回から2回にわたり、アメリカ株式市場の季節性 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 



今、石油産業の株式を購入
するならば？ 
 
~加熱するマーケットを理解
の上での投資~ 
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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17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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【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】 



 「教員のための資
産形成の考え方」 

 
“教員のあなたを応援している人がいる” 
2022年2月19日（土曜日）午後1時半～ 

エグゼトラスト株式会社  
川田重信 
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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 



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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米国10年国債金利（過去5年） 
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マーケット概況 
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米国株式市場＝上昇、ウクライナ情勢巡る懸念緩和で 
 
主要株価３指数がいずれも堅調に推移したが、ハイテク株やその関連銘柄が上げを主導し、ナスダック総合の上昇率が最大となった。 
 
ロシア国防省は１５日、ウクライナとの国境付近での軍事演習を終えた軍の一部部隊が基地に帰還しつつあると明らかにした。これを受けて
地政学的緊張が和らぎ、株式に対する強気ムードが広がった。供給懸念の緩和を受けて原油価格は下落した。 
 
取引終盤には、ウクライナ情勢を巡るバイデン米大統領の演説中に株価が一時上げ幅をやや縮小する場面もあった。 
 
投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は３週間ぶり高水
準から低下した。 
 
米労働省が１５日に発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は前月比１．０％上昇と、昨年５月以来８カ月ぶりの大幅な伸びを記録。市場予
想（０．５％上昇）の２倍の上昇率となり、ＦＲＢが積極的な利上げでインフレに対応するとの見方が強まった。 
前年同月比では9.7％上昇、市場予想9.1％上昇  
 
「市場はより積極的なＦＲＢの政策を既に織り込み済みだ。地政学リスクを除けば、不透明感は後退している」。 
 
フィラデルフィア半導体指数は５．５％高と、昨年３月以来の大幅上昇を記録。半導体大手のインテルは、イスラエルのタワーセミコンダク
ターを５４億ドルで買収することで合意したと発表。 
 
外食大手のレストラン・ブランズ・インターナショナルは３．６％高。四半期の利益と売上高が市場予想を上回った。 
 
ホテルチェーン大手のマリオット・インターナショナルも５．８％高。ホテルの稼働率改善を受けて決算が市場予想を上回った。 
 
他の旅行関連株も買われ、Ｓ＆Ｐ１５００航空指数は５．９％、ホテル・外食・娯楽指数は２．４％、それぞれ上昇した。 
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ボラティリティー・インデックス
（恐怖指数、ＶＩＸ）続伸で１月
末以来の高水準。 



ナスダック100（1か月） 
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S&P500 1月に5％超下落したそのあと 
  年   1月   2月   2～4月  ２月～12月 



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 



36 

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 



39 

過去1カ月 



40 

年初来 
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■ 今週の予定 
2月14日（月） 
・自動車部品小売り大手アドバンス・オート・パーツ＜AAP＞、ネットワーク機器メーカーのアリスタ・ネットワークス＜ANET＞、レンタカー会社エ
イビス・バジェット・グループ＜CAR＞、不動産投資信託（REIT）のボルネード・リアルティ・トラスト＜VNO＞が四半期決算発表。 
 
2月15日（火） 
・S&P500指数構成銘柄で2021年の上昇率トップとなったシェールガス生産を手掛けるデボン・エナジー＜DVN＞が、取引終了後に業績発表を行う。エ
ネルギーセクターは年初来すでに26％上昇しており、S&P500を33％ポイント以上アウトパフォームしている。 
・民泊サービスのエアビーアンドビー＜ABNB＞、自動車部品大手のボルグワーナー＜BWA＞、肥料メーカーCFインダストリーズ・ホールディングス＜
CF＞、衛生技術を提供するエコラボ＜ECL＞、決済企業のフィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ＜FIS＞、ホテルチェーン大
手マリオット・インターナショナル＜MAR＞、オンラインゲームプラットフォームのロブロックス＜RBLX＞、ソーラー産業用インバータ・メーカーの
ソーラーエッジ・テクノロジーズ＜SEDG＞、メディア大手バイアコムCBS＜VIAC＞、動物用医薬品メーカーのゾエティス＜ZTS＞が業績発表。 
・1月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前年同月比9.3％上昇（12月は9.7％上昇）。食料品とエネルギーを除くコア指数は同8％上昇
（12月は8.3％上昇）。 
 
2月16日（水） 
・保険大手アメリカン・インターナショナル・グループ＜AIG＞、半導体メーカーのアナログ・デバイセズ＜ADI＞、ネットワーク機器大手のシスコ
システムズ＜CSCO＞、世界各国でデータセンターを展開するエクイニクス＜EQIX＞、発電機メーカーのジェネラック・ホールディングス＜GNRC＞、
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＞、加工食品メーカー大手クラフト・ハインツ＜KHC＞、エネルギー探査・
開発のマラソン・オイル＜MRO＞、画像処理半導体（GPU）大手のエヌビディア＜NVDA＞、石油・ガス開発企業のパイオニア・ナチュラル・リソーシ
ズ＜PXD＞、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＞、半導体設計用ソフトウエア開発会社シノプシス＜SNPS＞、コンク
リートやアスファルトを製造するバルカン・マテリアルズ＜VMC＞が四半期決算発表。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が2月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は83と、1月とほぼ同じ。住宅ローンの金利上昇や供給の制約にもか
かわらず、住宅建設業者は短期的な住宅市場に強気の見方を崩していない。 
・1月の小売売上高発表。コンセンサス予想は季節調整済みで前月比1.9％増（12月は同1.9％減）、自動車を除いた数値は同1％増の予想（12月は同
2.3％減）。12月の結果が期待を下回ったのは、供給不足が周知されたことで年末商戦が前倒しになったと見るエコノミストもいる。 
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2月17日（木） 
・エネルギー事業持ち株会社のコンソリデーテッド・エジソン＜ED＞、ITサービス企業EPAMシステムズ＜EPAM＞、大手測定器企業
キーサイト・テクノロジー＜KEYS＞、特殊包装材メーカーのシールド・エア＜SEE＞、電力・ガス持株会社サザン・カンパニー、大
手小売りチェーンのウォルマート＜WMT＞が四半期決算発表。 
・低迷する半導体大手インテル＜INTC＞がコンファレンスコールで事業戦略について説明を行う。パット・ゲルシンガー最高経営
責任者（CEO）が投資家からの質問や懸念を取り上げる。 
・1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170万戸と先月からほぼ横ばい。 
 
2月18日（金） 
・先日、株価が過去最高値を更新した農機大手のディア＜DE＞が2022年度第1四半期の決算コンファレンスコールを開催。 
・コンファレンス・ボードが1月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は1。 



2022年2月15日（火）収録済 
 潮目チャート、今回も凄い

ですね。 
地政学リスクも的確に反映
しているような気がします。 



今後の予定 
【無料潮目】 
2月23日（水）収録動画リリース 
 
【プレミアム会員向け潮目対談】 
2月22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15日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価  2月15日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 2月15日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 2月15日(火) 
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キャシー・ウッド氏は、シンガポールのオンラインゲーム会社シーの米国預託証券（ＡＤＲ）急落を好機
と捉え、同銘柄を買い増している。インドが同社製品の１つを禁止したことを受け、シーＡＤＲは上場来
で最大の下げを記録した。 
ウッド氏率いるアーク・インベストメント・マネジメントは14日に14万5000余り（＠150ドル＝20数億円）
のシーＡＤＲを購入し、その大部分を上場投資信託（ＥＴＦ）「アーク次世代インターネットＥＴＦ」が
取得した。ブルームバーグがまとめた同社取引の最新情報で明らかになった。 
インドがシーの人気ゲーム「フリーファイア」を禁止したことを受け、ニューヨーク市場でシーＡＤＲは
18％安で取引を終了。昨年10月19日のピークからの下落率は65％に達した。 
アークは年初からシーＡＤＲを買い増しており、今月は購入回数が増えている。ブルームバーグ集計のデ
ータによると、アークの複数のＥＴＦは２月に入りほぼ毎営業日シーＡＤＲを購入している。 



55 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
2月15日(火) 
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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 


