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6月号 CONTENTS

June 2019

 14 表紙の人   女優 長澤まさみさん
 17 先読みTIMES　「改元ご祝儀は続くか？」／「半導体株好調の裏に緩和マネー期待か」

 20 先読みカレンダー 

 22          新時代に騰がる株
    　 仕込むなら今！

  令和時代の

   スター株
 24  徹底取材で見えた

  令和時代の必勝投資戦略!
 26 識者が見通す 新時代のニッポン
   「素晴らしい時代が訪れる」  武者リサーチ代表  武者陵司さん 
   「再び失敗の道を歩むか」  一橋大学名誉教授  野口悠紀雄さん

 30 PART 1  4人の目利きが新時代を斬る
  令和相場はこう動く！
 32 日本株、世界経済の行方＆令和のキーワード
  三菱UFJモルガン・スタンレー証券  藤戸則弘さん
  農林中金バリューインベストメンツ  奥野一成さん
  智剣・Oskarグループ  大川智宏さん
  複眼経済塾  渡部清二さん
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 40 PART  2  株の達人が選ぶ
  令和の爆騰！ スター株
 42 5G、キャッシュレス etc.

  達人の支持を集めた3大テーマ＆有望株
 44 達人8人がガチで選んだ！
  短期で儲ける株、中長期でじっくり狙う株

 54 PART  3  長期トレンドを見極める
  波乗り投資で勝つ！
 55 2024年に「黄金サイクル」が到来！
  景気循環から探る、令和の必勝戦略
 60 超長期チャートでプロが発掘
  今が買い場！ 令和時代の大化け株

 68 PART 4  改元を機に塩漬け一掃！
  注目株の「時代遅れ度」診断
 70 損切りorホールド？  3人のプロが激辛診断
  平成含み損銘柄の“賞味期限”査定
 76 数字を見れば未来も分かる
  消える会社 vs.伸びる会社はココが違う！

 101   現役時代から知っておきたい

   年金の一番　する
  もらい方
 102 年金の最新動向を押さえよう  104　年代＆働き方別にもらえる年金額を予測
 108 繰り上げ・繰り下げのメリットとデメリットを知る 110　お得な受給開始タイミングを検証
 112 働き方を工夫すれば年金は増やせる！	 	 114　お金のプロ3人が語る年金プラン

得
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本誌は投資にあたっての参
考情報を提供するもので
す。投資判断は自己責任で
お願いいたします。また、個
別株等に関するご質問には
お答えできません。

6月号 CONTENTS

June 2019

 139 マルトクセレクション
 142 最新！ 投信ランキング 「新規設定投信は外国株型が人気」
 143 山本 伸のネクスト爆騰銘柄 「“親子上場解消”の有力銘柄」
 144 関 大介のREITウオッチ  「REITのIPO不調  背景に金融緩和あり」
 145 佐々木明子のモーサテ日記 「イチロー、45歳後悔なしの重み」
 146 マネー・データバンク
 147 生保損保  業界ウオッチ 「地震保険と共済の地震保障の違い」
 148 ネット証券DATA 150 役に立つ！  投資用語集  151　Money Books
 152 Readers’ FORUM 153 編集雑記帳  154　読者アンケート

次号の『日経マネー』は
5月21日（火）
発売です
本誌掲載の株価チャートの作
成は主として（株）ゴールデン
チャートの協力を得ています。
『日経マネー』のウェブサイト 
「日経マネーDIGITAL」はこちら
です。
http://www.nikkeibp.co.jp/
money/

ご注意　本誌掲載記事の無断転載
を禁じます。また無断複写･複製（コ
ピー等）は著作権法上の例外を除
き、禁じられています。購入者以
外の第三者による電子データ化は、
私的使用を含め一切認められてお
りません。詳しくは当社著作権窓口
（☎03-6811-8348）へご照会くだ
さい。 日経BP社

連  載

 80 もっと得する株主優待生活
  桐谷さんが伝授！ 優待を拡充した銘柄ベスト10／mtipsさんが選ぶ5月に取れるお得優待

 84 みきまるさんの優待バリュー株投資入門
   「逆張り投資の効用を自分の売買に生かそう」

 88 株の達人に聞く
  今月の注目銘柄「業績が堅調な12月・1月期決算企業」

 94 クローズアップ企業
  今月の話題企業「極東産機」

 96 Money★interview 60  作家  真山 仁さん

   「改革進まぬ日本経済のあるべき姿を
	 	 	小説の力で問い続ける」
 116 野尻哲史の人生100年時代のお金
   「私が社会人生活で学んだ老後資産づくりの勘所とは」

 118 マネーの達人に学ぶ  お金に強い子供の育て方
  ファイナンシャルプランナー  塚原 哲さん

 122 澤上篤人のゴキゲン長期投資
   「令和時代と長期投資」

 124 エミン・ユルマズの未来観測
   「ゴーン氏逮捕は反グローバリズムの象徴だ」

 126 豊島逸夫の世界経済の深層真理
   「投資を通じた出会いは貴重な無形資産」

 128 広木 隆のザ・相場道
   「海外投資家が日本株を買う条件は？」

 132 滝田洋一の経済ニュースここだけの話
   「欧州経済を覆うドイツ発の暗雲」

 134 岡崎良介のマーケット・アナライズ
   「日銀短観が映し出す  前門の虎、後門の狼」

 140 　　　　特許で騰がる株を探せ！  
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プロ＆スゴ腕投資家が実践する

決算書
読みこなし術
To convert numbers described in accounts 

by a simple means into the values 

of actual situations for achieving the business analysis 

一段上の決算書
読みこなし術

プロ＆スゴ腕投資家が実践する

決算書
読みこなし術
It is necessary for you to read financial statements in order to get right stocks. 

Basics are not enough. You have to master the skills to know what is behind the numbers.

一段上の
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プロ＆スゴ腕投資家が
実践する

決算書　
読みこなし術

新連載

番外編

一段上の


