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今なぜ米国株式投
資が必要なのか？ 

主催：RML高田明 
情報提供：エグゼトラスト川田重信 

2022年9月1日（木）12:00～12:50 

実験企画：明日木曜日の昼12時にズーム 



ＲＭＬグループの概要 

社 名 ＲＭＬ        代 表  清水 英孝 
設 立 平成12年 5月     資本金   18,935万円 
本 社 東京都品川区東品川2-2-20天王洲ｵｰｼｬﾝｽｸｴｱ5階 

ＲＭＬ 

セールス 
エデュケーション・ 
ラボラトリー 

 

代表取締役 清水英孝 

［教育研修事業］ 

 
ＴＬＡ 

 

 

代表取締役 関野栄一 

［人材サービス］ 

リスクマネジメント・ 
ラボラトリー 

 

   

代表取締役 内田 隆 

［生損保・投資信託］ 

・全国の歯科医師会・医師会との提携を2001年から運営 
・多数のコンサルティング実績 ［36都道府県で展開］ 
・運営に必要な専門家集団と提携［350会計事務所と提携］ 
・IFAとして金融商品仲介業に創業期から取組 

生保26社、損保11社、少額短期1社、金融商品仲介業3社 

■札幌支店 ■新潟支店 ■甲府支店 ■名古屋支店 ■徳島支店 ■熊本支店 

■青森支店 ■宇都宮支店 ■静岡支店 ■三重支店 ■松山支店 ■宮崎支店 

■秋田支店 ■東京支店 ■浜松支店 ■大阪支店 ■福岡支店 ■鹿児島支店 

■仙台支店 ■埼玉支店 ■金沢支店 ■岡山支店 ■大分支店 ■沖縄支店 



ＩＦＡ活動とアライアンス事業の概況 

■欧米型のIFAモデルを目指して創業 
     ⇒ 金融先進国では、IFAが広く活躍 
     ⇒ 顧客の資産形成、資産管理 
     ⇒ リスクコントロール 
     ※ これからの日本に必要な機能 

■医師会・歯科医師会との提携 ⇒全国36都道府県で展開中（1999年から実施） 

■会計事務所との提携   ⇒ 税理士事務所とのアライアンス（350会計事務所） 

■業界団体、企業、保険代理店との提携⇒さまざまな提携モデルを展開中 

講師紹介 

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー 東京支店 
副支店長 高田 明 AFP 2級FP技能士 
 
生命保険会社に22年勤務後、生命保険業だけでなく証券業務も含
めたトータル的なコンサルティングを目指しRMLグループへ参画。 
米国株式投資を中心とした資産形成、相続、事業承継対策のコンサ
ルティングが得意分野。           



申込QRコード 
日時：8月4日（木）10日（水）18日（木）25日（木） 

いずれも12:00～13:00 
※個人情報は株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーが
収集し、本セミナーの運営と個別相談時に利用いたします 

 
または takada_a887@rml.co.jp まで 

mailto:takada_a887@rml.co.jp
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トピックス 
1. マーケットのアップデート 
2. 高田・廣田の保険（備え）と証券（攻
め） 

3. 米国株式を使った資産形成術のすべて 
4. 新聞や直近の話題等 
5. 質疑応答、悩みの相談 
→ご要望は takada_a887@rml.co.jp  

mailto:takada_a887@rml.co.jp
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2022/8/26（金） 

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 
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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 



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 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 

→8/24 野林「ユナイテッドヘルス」 
→8/31 本橋「長期資産形成に大切なのは、○○感」 
→9/7  大倉「運用歴30年の振り返り」 
→9/14 熊倉「ジネスエリートになるための 教養としての投資」by奥野一成 



UNH購入に至る簡易選定プロセス 

Final 22nd Aug 2022 



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 
→8/27 渡辺 
→9/3 ピスタチオ 
→9/10 熊倉 



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） 
9月7日 
９月21日、10月5日、19日11月2日、16日 
12月7日、21日  
 
  
日経CNBC 
9月2日（金）川田 電話インタビュー  
9月27日（火）川田 スタジオ「ゲストトーク」  
 
 
 
 
 
 
 

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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米国株、ジャクソンホール会議ほぼ無風通過へ オプション市
場が予想 
 
オプショントレーダーによると、ワイオミング州ジャクソンホ
ールで今週開催される経済シンポジウム（ジャクソンホール会
議）はほぼ無風で通過する見通しだ。 
 
オプション分析会社ＯＲＡＴＳのマット・アンバーソン代表に
よると、パウエルＦＲＢ議長の講演が予定される２６日に織り
込まれているＳ＆Ｐ総合５００種<.SPX>の値動きは１．４％で、
オプション市場が示唆する向こう１カ月の株式市場の１日当た
りの値動きである１．０％をわずかに上回る程度だ。 
 
今のところオプション市場は「暴落リスクが比較的低い」こと
を反映していると述べた。 
 
近年、ジャクソンホール会議でのＦＲＢ議長講演は市場を大き
く動かす材料にはほとんどなっていない。講演当日にＳ＆Ｐ５
００の変動幅が１％を超えたのは過去１０年間で一度だけだ。 
 
投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯ
Ｅ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）
<.VIX>も、今年初めに付けた４０に近い高水準から低下し２０
前後で推移している。 
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米国株式市場＝ナスダック急伸、エヌビディアなどに買い 
 
市場ではパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が２６日に経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で行う
講演が注目されている。 
 
この日は最近上昇していた米１０年国債利回りが低下。 
 
エヌビディアは４％高。前日に示した四半期業績が予想を下回ったが、市場では売上高低迷が最悪期を脱する可能
性があるとの見方が浮上。これを受けてフィラデルフィア半導体指数が上昇した。 
 
アップルとマイクロソフトが１％超、アマゾン・ドット・コムとアルファベットが２％超、それぞれ上昇し、ナス
ダックを押し上げた。 
 
Ｓ＆Ｐ総合５００種の全１１セクターが上昇。素材や通信サービスが特に好調だった。 
 
米商務省が発表した第２・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は年率換算で前期比０．６％減と、速報値の
０．９％減から上方改定され、リセッション（景気後退）への懸念がやや和らいだ。 
 
２５日付で１対３の株式分割を実施したテスラは０．３５％安で引けた。 
 
シティグループは２．１％高。今四半期からロシアの消費者および商業銀行向け事業を閉鎖すると発表した。 
 
顧客管理ソフト大手のセールスフォースは３．４％下落。ドル高の影響や顧客の慎重な支出を踏まえ、通期の売上
高見通しを下方修正した。 
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米企業の利益マージンを示す指標が1950年以来の最大に達し
た。企業が顧客に請求する価格が、生産や労働のコストを上
回るペースで上昇していることを示唆している。 
 
利益マージン総額の指標である非金融企業の粗付加価値（Ｇ
ＶＡ）に占める税引き後利益の比率は、４－６月（第２四半
期））に15.5％に改善した。これは1950年以来の高水準。１
－３月（第１四半期）は14％だった。米商務省が25日公表し
た統計で明らかになった。 
 
今回のデータは、企業が全般的に原材料や労働力のコスト上
昇分を消費者に問題なく価格転嫁できていることを示してい
る。 
調整後ベースの税引き前企業利益は４－６月に前四半期比
6.1％増加と、１年ぶりの高い伸びとなった。１－３月は
2.2％減少していた。前年同期比では8.1％増。 
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焦点：ロシアが賭ける停戦シナリオ、冬のガス
不足で西側が根負け 
 
ロシアはかつて、「冬将軍」の加勢を得てナポ
レオンとヒトラーを打ち負かした。プーチン大
統領は今、欧州がこの冬にエネルギー不足やと
その価格高騰に根負けし、ウクライナに停戦を
迫るというシナリオに賭けている。しかもロシ
アの望む条件で。 
 
ロシア筋の１人は、「われわれには時間があり、
待つことができる。この冬は欧州にとって厳し
い季節になるだろう。抗議活動や社会不安が起
こる可能性もある。欧州の一部指導者らは、ウ
クライナを支援し続けるべきかどうか考え直し、
交渉に応じる時が来たと思うかもしれない」と
語った。 
 
もう１人は、既に欧州の結束にはほころびが見
えており、冬の厳しさの中でそれに拍車がかか
るというロシア政府の見方を紹介。「戦争が秋
冬まで長引けば、本当に厳しくなるだろう。だ
から（ウクライナ側が）和平を申し出ると期待
できる」と述べた。 
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10年債—2年債金利 

31 

 
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス２７．８ｂｐ。 
長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は７月初めから発生、１７日に
はマイナス５６ｂｐと２０００年以来最大に。 
この日は８月１日以来の水準に縮小した。 
 
米金利に上昇圧力 FRB高官のけん制発言相次ぐ 
今週の米債券市場では長期金利に上昇（債券価格は下落）圧力がかかりそ
う。米物価指標にはピークアウトの兆しがあるが、FRB高官は市場の利上
げ観測後退をけん制する発言を繰り返している。こうした見方が徐々に浸
透し、米債買いが細る要因となっている 



米国10年国債金利（過去5年） 
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金融当局者からタカ派的な発言が続いていることもあり、9月のFOMCでの利上げ幅が75bpになる確率が高くなっている。さらに利上げは年内にとどまらず来年2月まで続き、ターミナルレートが3.75％となる
展開を織り込む形でFFレートの予想経路は再び大きく上昇。10年債利回りも再び3％台に上昇している。 

ここに来てインフレ鈍化の兆しが見え始めているため、利上げペースは減速する可能性はある一方で、インフレ水準はまだ非常に高く、さらに失業率や平均時給に見られるように労働市場では依然タイトな状況
が続いていることを考えると、ターミナルレートの水準の低下や早期利下げなどを想定するのは時期尚早ということになる。 

本日25日からジャクソンホール会議が開催され、パウエルFRB議長は26日の日本時間午後11時から講演する予定。9月以降の利上げやインフレ対応についてどのような見方を示すのか大変注目される。 
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経済や政策の制約要因を再評価 



ＦＲＢ当局者、9月利上げ幅0.5％・0.75％か判断まだ インフレ抑制再表明 
経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）が開催されるジャクソンホールで、カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁はＣＮＢＣに対し、９
月の利上げ幅を０．５０％ポイントもしくは０．７５％ポイントのいずれかにすべきかの判断は「時期尚早」という認識を示した。 
 
ブルームバーグとのインタビューでは、利上げによる望ましい効果を得るために、フェデラルファンド（ＦＦ）金利が最終的に４％を超え、その
水準に当面とどまることが必要な可能性があるという見解を示した。 
 
フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁もＣＮＢＣに対し、「ＦＯＭＣ参加者の経済・金利見通し（ＳＥＰ）で示された金利予測の中間値であ
る３．４％を超える水準まで引き上げた後、しばらく様子を見るのが望ましい」とし、大幅な利上げを実施した後に利下げに転じる方針は支持し
ないとの考えを示した。 
 
９月のＦＯＭＣについては、３回連続での０．７５％ポイント利上げ、利上げ幅を０．５０％ポイントに縮小することのどちらが適切か判断する
には次のインフレ指標を見極める必要があると語った。さらに、利上げ幅が０．５０％ポイントに縮小されたとしても、かなりの大幅利上げにな
るという見方を示した。 
 
アトランタ地区連銀のボスティック総裁は、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）とのインタビューで、次回９月の会合で０．７
５％ポイント、０．５０％ポイントいずれの利上げ幅が望ましいか決めかねていると語った。 
 
その上で、インフレや雇用関連指標が引き続き強い内容となれば、「０．７５％ポイントの追加利上げが正当化される可能性がある」とし、イン
フレが確実にＦＲＢの目標である２％に向かうまで、高金利を「断固として」維持し、利下げの誘惑に「抵抗する」とも述べた。 
 
セントルイス地区連銀のブラード総裁は２５日、ジャクソンホールでＣＮＢＣのインタビューに応じ、政策金利を現在の２．２５─２.５０％から
年末までに３．７５％─４．００％に引き上げたいとの認識を改めて示した。その上で、こうした「前倒し」での利上げを支持するのは「インフ
レ対策に真剣であるためだ」と説明した。 
 
パウエルＦＲＢ議長は２６日にジャクソンホール会議で講演する。引き締めに積極的とのメッセージを発し、来年の利下げ期待を打ち消すと予想
されている。。 
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パウエル氏「タカ派」発言、注目 米ジャクソンホール会議 利上げペース、市場見極め 
 
ロッキー山脈の麓の山荘に中央銀行関係者や経済学者が集まって開く会議は40年以上の歴史を持つ。 
 
3年ぶりの対面開催となる今年のテーマは「経済と政策への制約を再評価する」。 
 
2010年に当時のバーナンキ議長が量的緩和第2弾（QE2）の実施を示唆して市場を揺らして以降、中銀幹部の重大発言が飛び出す場として注目され
るようになった。 
 
20年の会議ではパウエル氏が「期間平均で2%の物価上昇率をめざす」という新たな金融政策の枠組みを公表した。 
 
3月のゼロ金利政策解除から7月まで計2.25%。この利上げ幅を実現するのに、前回の利上げ局面は18年12月まで丸3年かかった。 
 
26日午前8時（日本時間同日午後11時）パウエル氏の講演。 
6、7月に2カ月連続で実施した0.75%の大幅利上げを再び実施するのか、利上げペースを減速するのか。9月会合までには時間があるため明確な発言
はないとの見方が多いが、市場関係者はパウエル氏がこの時点でどれほど金融引き締めに積極的な「タカ派」なのかを探ろうとしている。 
 
「ミニ・ボルカーだ」 
ピーターソン国際経済研究所のアダム・ポーゼン所長は23日のイベントでパウエル氏がめざすべき議長の姿をこう表現した。ポール・ボルカー氏
はFRB議長として金融引き締めを主導し、長く米経済を悩ませた高インフレを終わらせたカリスマだ。 
 
ボルカー氏より前のアーサー・バーンズ氏がFRB議長を務めた70年代は金融引き締めが不十分になり、インフレの長期化を招いた。 
 
今年7月の利上げの後、市場はFRBが景気悪化を受けて23年早々に利下げ転換を迫られるというシナリオを一時的に織り込んだ。「FRBが政治的に弱
い立場にあると市場関係者が見透かした」。ポーゼン氏はこう分析している。 
 
21年のジャクソンホール会議でパウエル氏は物価上昇を「一時的」だと強調し、結果的にFRBの利上げは後手に回った。 
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2回の利上げで米国債利回りが低下した一方で、債券市場による予想インフレ率が実際に上昇。 
5年後の時点からその後の5年間の予想インフレ率は、パウエル議長の記者会見以降に0.30％ポイント上昇し、過去1カ月では約0.50％ポイント上昇。
FRBがハト派に転じようとしているのであれば、FRBはわれわれを悩ませているインフレを根絶できないと、市場が言っていると推察している。 
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予想 
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ガソリン価格の下落は一筋の希望 
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ガソリン価格が下落した主な要因は政府による戦略石油備蓄
（SPR）の放出 
原油先物2ドル安、イラン原油輸出再開の可能性 
 
米国時間の原油先物は約２ドル下落した。制裁を受けているイラン産の原
油輸出が再開される可能性が視野に入ったほか、米国の金利上昇により燃
料需要が弱まるとの懸念も売り材料となった。 
 
清算値は、北海ブレント先物が１．８８ドル（１．９％）安の１バレル＝
９９．３４ドル。米ＷＴＩ先物は２．３７ドル（２．５％）安の９２．５
２ドルだった。 
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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 



53 

年初来 
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エヌビディアは４％高。前日に示した四半期業績が予想を下回ったが、市
場では売上高低迷が最悪期を脱する可能性があるとの見方が浮上。これを
受けてフィラデルフィア半導体指数が上昇した。 
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NISA 投資例MSXナスダック100 ETF （東証2631）  

3/23 水曜日今年4回目の
NISA買ってみた。これで今
年の分は63%ぐらい埋めた。 

前回は3月1日。上がらんと

買えない。でも後々振り返れ
ば誤差の範囲と思う。 
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■ 今週の予定 
8月22日（月） 
・ネットワーク・セキュリティー対策ソフト大手のパロアルト・ネットワークス＜PANW＞とオンライン会議サービスのズーム・ビ
デオ・コミュニケーションズ＜ZM＞が四半期決算発表。 
・シカゴ連銀が7月の全米活動指数を発表。コンセンサス予想はマイナス0.14で、6月よりわずかに改善。 
 
8月23日（火） 
・画像処理半導体（GPU）大手エヌビディア＜NVDA＞が2023年度第2四半期決算を発表。エヌビディアは8月上旬、ゲーム分野の軟調
を受け、2022年5～7月期の売上高が予想を下回ることを事前に発表した。それ以降、株価は6％下落している。 
 
・自動車部品小売り大手アドバンス・オート・パーツ＜AAP＞、カナダのノバスコシア銀行＜BNS＞、ソフトウエア関連企業イント
ゥイット＜INTU＞、食品会社JMスマッカー＜SJM＞、百貨店大手メーシーズ＜M＞、医療機器大手メドトロニック＜MDT＞、ファッシ
ョン小売業の百貨店ノードストロム＜JWN＞、高級住宅建設のトール・ブラザーズ＜TOL＞が決算発表。 
 
・米国勢調査局が7月の新築住宅販売件数を発表。エコノミスト予測は季節調整済み年率換算で57万7500件と、6月から1万2500件減
少。新築住宅販売件数は2020年夏から40％超減少している。 
 
・S&Pグローバルが8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52（7月は52.2）、
サービス業PMIが50（7月は47.3）。7月のサービス業PMI実績は約2年ぶりに50を下回り、サービス業の縮小を示す結果となった。 
 
8月24日（水） 
・設計用ソフトウエア開発会社オートデスク＜ADSK＞、ITソリューション会社ネットアップ＜NTAP＞、カナダの金融サービス大手
ロイヤル・バンク・オブ・カナダ＜RY＞、顧客管理ソフトウエア大手のセールスフォース・ドット・コム＜CRM＞、ビッグデータの
保管・分析を手掛けるスノーフレーク＜SNOW＞、キッチン用品や家具を販売するウィリアムズ・ソノマ＜WSM＞が決算発表。 
 
・米国勢調査局は、7月の耐久財受注速報値を発表。耐久財受注額のコンセンサス予想は、前月比0.5％増の2740億ドル。 
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8月25日（木） 
・衣料小売会社バーリントン・ストアーズ＜BURL＞、カナダの銀行大手カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース＜
CM＞、ITサービス持ち株会社デル・テクノロジーズ＜DELL＞、ディスカウント・ストアのダラー・ゼネラル＜DG＞、同業のダラ
ー・ツリー＜DLTR＞、半導体メーカーのマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、カナダの銀行大手のトロント・ドミニオン
銀行＜TD＞、化粧品小売りチェーンのアルタ・ビューティー＜ULTA＞、仮想化ソフトウエアを開発・販売するVMウエア＜VMW＞、企
業向け人事・財務ソフトウエア会社ワークデイ＜WDAY＞が四半期決算コンファレンスコールを開催。 
 
・カンザスシティー連銀が、ワイオミング州ジャクソンホールで3日間の2022年経済政策シンポジウムを開催。今年のテーマは「経
済と政策への制約を再評価する」。 
 
・米商務省経済分析局（BEA)が、国内総生産（GDP）改定値を発表。速報値では、第2四半期のGDPは季節調整済み年率換算で前期比
0.9％減。これで2四半期連続のマイナスとなり、リセッション（景気後退）の一つの定義に合致する。 
 
8月26日（金） 
・BEAは、7月の個人所得・消費支出を公表。個人所得が前月比0.6％増（6月と同じ）、個人消費支出（PCE）が前月比0.5％増（6月
は1.1％増）と予想されている。コンセンサス予想はコアPCE価格指数が6月の前年同月比4.8％増に続いて、前年同月比4.7％増。 
 



2022年8月30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   8月25日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   8月25日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 8月25日(木) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
8月25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 


