
安値は6/16だった！
と言い切れるか？ 
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新企画、無料！ 



保険募集人とIFAのため
の実践教育プログラム 

2022 年 7 月 

エグゼトラスト株式会社 川田重信 
3 



保険募集人とIFAのための「日経新聞実践読み方講座」企画の意図 
私は保険募集人がIFAとして活躍することが国策ともいえる「貯蓄から投資」推進の
鍵になると思っています。そこでこの流れを本格化するには保険募集人の証券営業力
の強化が欠かせません。 
 
営業の基礎体力のうちマーケット知識の習得に一番手っ取り早いのは日経の精読と
我々、ベテランの読み方解説です。 
 
この間、毎週土曜日に9時及び10時に日経の読み合わせ企画を私のサロンと公開企画
で実施してみました。私なりの理解では参加者の皆さんの日経の活用方法に改善の余
地があると感じています。 
 
そこでIFAとして稼ぎたい人だけを対象に真剣にやってみたいと思った次第です。  
目的：日経新聞の読み方を身に付けることで、保険募集人＆IFAに必要な金融・マー
ケット・経済・社会・歴史そして文化の基礎知識の習得、強化 
 
ゴール：稼げるIFA（金融商品仲介業者） 



（私が希望の）受講対象者： 
①保険募集人でIFAを目指している 
②保険募集人＆IFAだがIFAで稼ぎたい人 
③証券出身のIFA 
④対面証券の営業員でIFAを考えている 
↓ 

希望者はifa@exetrust.co.jp 
までご連絡ください。 

mailto:希望者はifa@exetrust.co.jp


お申込みメール記載内容： 
件名：「IFA向け日経読み合わせ」 
 氏名 
 所属法人名 
 メールアドレス（ズームリンク送付先） 
 連絡先 
 参加条件：ズームで顔出し、名前出し 
 簡単なプロフィール 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 

→7/20 野林さん 過去３年間の振り返り 
→7/27 熊倉さん 投資書籍研究「ウォール街のランダムウォー
ク」 
→8/3 お休み 
→8/10 小手森 元ファンドマネージャー回顧談 
→8/17 藤井さん 未定 
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#17 2022/7/23 



メールマガジン配信中！ 



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】 毎週土曜日10:00～10:45 
 
【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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リーダー 
→7/23 大倉 
→7/30 藤井 
→8/6 お休み 
→8/13 未定 
→8/20 野林 



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 



メディア出演予定 
 
朝会 
 
ストボ（水曜日11時） 
7月20日 
8月3日、17日 9月7日、21日10月5日、19日11月2日、16日 
12月7日、21日  
 
  
日経CNBC 
7月26日（火）スタジオ「ゲストトーク」 
7月27日（水）大倉さん 電話インタビュー 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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マーケット概況 
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動画配信サービスの米ネットフリックスが19日発表し
た４－６月（第２四半期）会員数は97万人落ち込んだ
ものの、減少幅は市場予想の半分未満にとどまった。 
 
同社の英語版シリーズで最も人気の高いＳＦドラマ
「ストレンジャー・シングス」の新シーズンが大きく
寄与した。株価は時間外取引で一時12％上昇した。 
 
同社は７－９月（第３四半期）の会員数について、100
万人増を見込んでいる。これはアナリスト予想（183万
人）を下回った。 
％を上回る。 
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米商務省が１９日に発表した６月の住宅着工件数（季節調整済み）は年率換算で前月
比２．０％減の１５５万９０００戸と、２０２１年９月以来、９カ月ぶりの低水準と
なった。住宅ローン金利の上昇で手が届きにくくなり、住宅市場の冷え込みが進んで
いることを示している。 
 
５月の着工件数は１５９万１０００戸に上方改定された。前回発表は１５４万９００
０戸だった。 
 
エコノミスト予想は着工件数が１５８万戸だった。 
 
６月の建設許可件数は０．６％減の１６８万５０００戸と、昨年９月以来の低水準。
予想は１６５万戸だった。 
 
一戸建て住宅の着工件数は８．１％減の９８万２０００戸と、２年ぶりに１００万戸
の大台を割り込んだ。地域別では中西部で増加したが、北東部、南部、西部で減少し
た。 
 
前年同月比では１５．７％減少した。 
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＊降伏 
投資家はリスク資産へのエクスポージャーを世界金融危機時よりもさらに引き下げた
ことが、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）の月次ファンドマネジャー調査で分か
った。世界の経済成長と企業利益への期待は史上最低に落ち込み、リセッション（景
気後退）予想は新型コロナウイルス禍にあった2020年５月以来の水準に達している。
通常より低いリスクを取っていると回答したファンドマネジャーは差し引きで58％に
上り、世界金融危機時を上回る記録的水準に達した。 
 
＊感心します 
米金融当局は高進するインフレを抑制するため正しい措置を講じていると、ゴールド
マン・サックス・グループのジョン・ウォルドロン社長が指摘した。同氏はブルーム
バーグテレビジョンのインタビューで「金融当局は米経済の中で強まる顕著なインフ
レを抑制するため非常に積極的かつ適切に動いている」とした上で、ゴールドマンは
「金融当局の動きに感心しており、これからもインフレとの闘いで当局が積極姿勢を
維持すると見込んでいる」と述べた。同氏は今年初め、ここ数年で金融当局の独立性
は損なわれ、市場からの信任は失われたと批判していた。 



10年債—2年債金利 
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米国10年国債金利（過去5年） 
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2年物以降、第1四半期から続いていた上昇トレ
ンドが崩れた。四半期末のリバランス、それと
も安全への逃避なのか。もしこの状態が第3四半
期初めにも続くようであれば、FOMCは再び出遅
れる。 
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7月27日のFOMCでFF金利の誘導目標を1％引き上げるという推測に拍車が掛かった。しかし、CMEのフェ
ドウオッチ・ツールによれば、FF金利先物市場では誘導目標が現在の1.50～1.75％から0.75％引き上げ
られる可能性が高いとされており、1％利上げの見込みは薄れている。 
 
先物市場は12月に金利が3.50～3.75％でピークを付けると織り込んでおり、FRBは来年の半ばごろに金
利を引き下げ始めると予想。こうした予測から逆イールドカーブが生じており、2年物米国債利回りの
3.135％は10年物米国債利回りの2.929％を大幅に上回る。 
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ブレークイーブンインフレ率は低下はインフレ圧力の後退を示唆しており、「状況は変わりつつある」。しかし、一部のFRB当局者はTIPS市場が示
すインフレ率のシグナルに懐疑的な発言をしている。FRBがTIPSの約4分の1を保有しており、価格形成をゆがめている可能性。 
さらに重要なことに、商品価格がエネルギーをはじめとする商品先物に追随して下落する一方、サービス価格は高止まりしている。米投資サCPIで
前年比5.5％上昇となっている家賃について、「依然として過小評価されているが、現実に追いつきつつある」 



ブレークイーブンインフレ率は低下 
主要インフレ指標は原油価格と連動している。特に、米国債利回りと対応するインフレ指数連動国債（TIPS）利回りの差から算
出される「ブレークイーブン」インフレ率は急激に低下。5年物TIPSから計算されるブレークイーブンインフレ率は、3月に付け
たピークの3.59％に対して現在は2.66％だ。 
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ガソリン価格の下落は一筋の希望 
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S&P500の暴落局面（2）  
ITバブル、サブプライム、コロナ危機 

■ 30％以上の暴落は過去に8回 

1. 1929年8月～1932年6月  ：-86%  世界恐慌 

2. 1937年2月～1938年3月  ：-53% FRB利上げ 

3. 1968年11月～1970年6月：-33% 長期上昇後停滞 

4. 1972年12月～1974年9月：-46% オイルショック 

5. 1987年8月～1987年11月：-34% ブラックマンデー 

6. 2000年3月～2002年10月：-49% ITバブル 

7. 2007年10月～2009年3月：-56% サブプライムショック 

8. 2020年2月～2020年3月 : -34％ コロナ危機 

 

- 49％ 2000年3月23日 1527.35 
2002年10月9日  776.76 

ITバブル 

- 56％ 

2007年10月9日 1565.15 
2009年3月9日   676.53 

サブプライムショック 

- 34％ 

2020年2月19日 3386.15 
2020年3月23日 2237.40 

コロナ危機 

出所：Yahoo! Financeを基にエグゼトラスト株式会社作成    

2022年1月3日 4796.56 
2022年6月17日 3674.84 

ウクライナ侵攻、インフレ 

-23.4 % 



ITバブル崩壊期（2000～2022年） 
５％ラリーは11回 
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金融危機期（2007～2009） 
５％ラリーは12回 
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コロナ期（2019～2000） 
５％ラリーは3回 
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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 



47 

年初来 
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■ 今週の予定 
7月19日（月） 
・金融大手バンク・オブ・アメリカ＜BAC＞、オンライン証券大手のチャールズ・シュワブ＜SCHW＞、金
融大手ゴールドマン・サックス＜GS＞、IT大手IBM＜IBM＞、不動産投資信託（REIT）大手プロロジス＜
PLD＞が決算発表。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が7月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は64と、6月から3ポイン
ト低下して2年ぶりの低水準。 
 
7月19日（火） 
・金融グループのシチズンズ・ファイナンシャル・グループ＜CFG＞、油田開発サービス会社ハリバート
ン＜HAL＞、玩具メーカーのハスブロ＜HAS＞、物流大手JBハント・トランスポート・サービシズ＜JBHT＞、
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（J&J)＜JNJ＞、航空機・宇宙関連機器
大手のロッキード・マーチン＜LMT＞、動画配信最大手のネットフリックス＜NFLX＞、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＞、広告事業大手のオムニコム・グループ＜OMC＞、銀行
持ち株会社トゥルイスト・ファイナンシャル＜TFC＞が決算発表。 
・米国勢調査局が6月の住宅着工件数を発表。エコノミスト予想は、前月から1.7％増の季節調整済み年率
換算158万戸の予想。着工件数は今年に入り急落しており、2021年4月以来の低水準となっている。 
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7月20日（水） 
・製薬大手アボット・ラボラトリーズ＜ABT＞、オランダの半導体製造装置メーカーASMLホールディング＜ASML＞、油田サービス大手ベーカー・ヒュ
ーズ＜BKR＞、バイオ医薬品のバイオジェン＜BIIB＞、無線通信インフラREITのクラウン・キャッスル・インターナショナル＜CCI＞、大手鉄道貨物輸
送会社のCSX＜CSX＞、大手金融持ち株会社ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ＜DFS＞、 大手医療保険会社エレバンス・ヘルス＜ELV＞
（旧アンセム）、パイプラインのキンダー・モルガン＜KMI＞、証券取引所運営会社ナスダック＜NDAQ＞、電気自動車（EV）メーカーのテスラ＜TSLA
＞、大手航空会社ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス＜UAL＞が決算発表。 
・全米不動産業者協会（NAR）が6月の中古住宅販売件数を発表。エコノミスト予想は5月から0.7%減の季節調整済み年率換算で537万戸と、4ヶ月連続
で減少している。 
 
7月21日（木） 
・欧州中央銀行（ECB）が金融政策を発表。ラガルド総裁は、短期政策金利を0.25%引き上げてマイナス0.5％からマイナス0.25％とすると明言してい
る。 
・航空大手アメリカン航空グループ＜AAL＞、通信大手AT&T＜T＞、投資会社ブラックストーン・グループ＜BX＞、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＞、住宅建設会社DRホートン＜DHI＞、計測装置および医療機器メーカーのダナハー＜DHR＞、化学品大手のダウ・
ケミカル＜DOW＞、銅鉱山大手のフリーポート・マクモラン＜FCX＞、医療ロボットメーカーのインテュイティブ・サージカル＜ISRG＞、保険会社マー
シュ・アンド・マクレナン＜MMC＞、電炉大手ニューコア＜NUE＞、たばこ大手のフィリップ・モリス・インターナショナル＜PM＞、ドイツの基幹業務
用ソフトウエア大手SAP＜SAP＞、モバイル向け画像・動画サイトのスナップ＜SNAP＞、損害保険大手のトラベラーズ＜TRV＞、鉄道貨物大手ユニオ
ン・パシフィック＜UNP＞、が決算コンファレンスコールを開催。 
・日銀が政策金利を発表。短期政策金利を現行のマイナス0.1％に維持するとみられる。日銀と米連邦公開市場委員会（FOMC）は異なる政策をとって
おり、円はドルに対して24年ぶりの低水準を記録している。 
・コンファレンス・ボードが6月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は、前月から0.4％低下（5月も0.4％低下）。 
 
7月22日（金） 
・金融総合サービス大手アメリカン・エキスプレス＜AXP＞、病院運営持ち株会社HCAヘルスケア＜HCA＞、再生可能エネルギー大手のネクステラ・エ
ナジー＜NEE＞、制御機器メーカーのローパー・テクノロジーズ＜ROP＞、油田開発サービス会社シュルンベルジェ＜SLB＞、ツイッター＜TWTR＞、通
信大手ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が決算発表。 
・S&Pグローバルが7月の製造業・サービス業購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は製造業PMIが51.5（6月は52.7）、サービス業PMI
が53（6月は52.7）。 



2022年7月19日（火）収録済 
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軟調な景気を示す指標 
アトランタ連銀が、
GDPナウ 
 
4～6月期に前期比年率
-1.5%。この予想通り
なら、1～3月期の1.6%
減から「2四半期連続
のマイナス成長」とい
う景気後退の条件を満
たすことになる。 
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「バロンズ・ダイジェスト」読みどころ 
3番「米食品価格急騰、家計を圧迫」だ。13日に発表された6月の消費者物価指数
（CPI）で食品価格は前年同月比10.4％上昇し、総合指数の同9.1％の上昇を上回った。 
 
家庭用食品価格、43年ぶりの上昇率を記録 
CPIのうち家庭で消費する食品の価格は、前年同月比12.2％上昇し、1979年4月以来最
大の上昇率。 
 
果物と野菜は約8％、乳製品は13.5％、食肉と魚は約12％上昇 
 
食料品店で売られているパン1斤の値段のうち、小麦が占める分は5％～10％。残りは
加工費、輸送費、労賃、エネルギー費。 
 
調理食品は軒並み値上がり:フレッシュ・スイート・ロール、コーヒー、ケーキ、ドー
ナッツ、冷凍パイ、スープ、サラダドレッシング、冷凍調理食品の価格は、過去1年で
約15％上昇。  
 
値上がりが最も大きいのはマーガリン:6月時点で前年同月比で34.5％、前月比で7％上
昇。 
バターは前年同月比約21％の上昇。小麦粉は同19％上昇、卵はマーガリンに次いで同
33.1％上昇 
 
一方、牛肉と豚肉の価格は前月比で下落。前年同月比では約12％上昇。 
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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    7月19日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   7月19日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 7月19日(火) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
7月19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 


