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 14 表紙の人   女優 芳根京子 さん
 17 先読みTIMES　
  「仮想通貨に復活の気配？」／
  「相場急落の『2月ジンクス』、今年もあるか」

 20 先読みカレンダー 

 24 相場変動にはもう振り回されない！
  持ちっぱなし投資で 優待&配当をお得にゲット
 26 ストレスフリーで稼ぐコツ満載
  スゴ腕投資家の 優雅なる優待&配当生活
  かんちさん「ほったらかしの優待株で生活コストを下げる」
   massaaさん「長期保有の優待株で全ての外食費を確保」

 30 桐谷さんが太鼓判！
  2月、3月の お薦め銘柄&10年持ちっぱなし優待
 34  PART 1  持っているだけでお宝が届く

  持ちっぱなし優待で
  楽しく稼ぐ！
 35 優待達人9人が厳選！　2月・3月権利のお得優待28
  食品・飲料／食事券／買い物券／日用品／レジャー

 22 ほったらかしでOK  

　優待&

配当生活
ずーっと
儲かる！
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 44 優待大好き投資家がガチホ！  私たちの持ちっぱなし優待
 46 レアものから個性派まで  あなたの知らないQUOカードの世界
 48 初心者必読  ほったらかし優待株投資4つのポイント

 50  PART 2  がっちり値上がり益を獲得！

  優待株で稼ぐ
  スゴ腕の必勝テク
 51 勝ちを重ねて経験も積める「優待株先回り投資」／まつのすけさん
 56 お値打ち銘柄の大化けを待つ「優待バリュー株投資」／みきまるさん

 63  PART 3  持ちっぱなしで儲かる！

  中長期で持てる
  高配当株の見つけ方
 64 これだけ覚えれば大丈夫！  買うべき高配当株・避けたい高配当株の3条件
 66 買うべき高配当株、3つの狙い目
  連続増配の注目銘柄／安定成長の注目銘柄／還元強化の注目銘柄
 72 自動車、商社、金融  要注意業種でも買える高配当株
 74 2020年、買うべきなのはこのREITだ！

 81       儲けたいなら2020年度に注目！

  　来期の
  好業績株62
 82 2020年度は最高益更新 ！?  日経平均2万7000円へ
 84 プロが厳選！  来期の好業績上昇株12
 90 最新アナリスト予想で発掘  最高益更新予想銘柄を一挙に公開！

第2特集

爆騰
期待！

 76 カリスマ投資家 片山晃 　 作家 支倉凍砂 　 起業家 バフェット・コード
   『WORLD END ECONOMiCA』アニメ化プロジェクト

  原作の世界観、投資の魅力を
  キーパーソン3人が熱弁！

スペシャル座談会
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確定申告

確定申告
した方が得な
ケースは？

配当金の
納税は、どの
方法がお得？

株式投資の
損失を

役立てるには？

医療費控除の
賢い申告の
仕方は？

金投資で
利益が
出たら？

税 金で 得する＆ 損しない

                  ツボ が 丸 分 かり！

Guide Bookガイド 2020

別冊付録

投 資 家 の た め の

13    Nikkei Money  2020.3

3月号 CONTENTS

March 2020

 139 マルトクセレクション
 140 特許で騰がる株を探せ！ 工藤特許探偵事務所 「機能性食品」関連銘柄
 142 山本 伸のネクスト爆騰銘柄 「決算時期に最高潮を迎える親子上場解消期待」
 144 関 大介のREITウオッチ 「第1四半期の増資と需給悪化には要注意」
 145 最新！ 投信ランキング 「人気の新設投信 外国株版ひふみ登場、今後の成績に注目」
 146 佐々木明子のモーサテ日記 「やっぱりアナログも好き」
 147 生保損保  業界ウオッチ 「生保の卒業が見えてきたら『払済保険』変更も検討」
 148 ネット証券DATA 150 マネー・データバンク  151　役に立つ！  投資用語集
 152 Readers’ FORUM 153 Money Books  154　編集雑記帳

連  載

 106 株の達人に聞く
  今月の注目銘柄「海外投資家の注目度が高い銘柄」

 112 クローズアップ企業   
  今月の話題企業「サイバー・バズ」

 114 マネーの達人に学ぶ お金に強い子供の育て方
  KIT虎ノ門大学院教授　三谷宏治さん

 118 澤上篤人のゴキゲン長期投資
   「日本人の給与は低いのか？」

 120 豊島逸夫の世界経済の深層真理
   「サウジ核武装リスクが誘発する金バブル」

 122 広木 隆のザ・相場道
   「『小回り3カ月』と『大回り3年』の意義」

 124 滝田洋一の経済ニュースここだけの話
   「米中新冷戦、次の主戦場は技術と金融」

 126 岡崎良介のマーケット・アナライズ
   「日銀短観を深読み 映し出す期待と現実」

 128 エミン・ユルマズの未来観測
   「2020年の米大統領選挙　
   民主党の左派候補健闘なら市場には逆風だ」

 130 野尻哲史の定年1年生
   「新NISA、ちょっと冷たくないか？」

 132 もっと得する株主優待生活
  mtipsさんが選ぶ2月に取れるお得優待

 134 Money★interview 69     作家  北野唯我さん

   「異なる価値観を理解し合い 分断を乗り越える」

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。

次号の『日経マネー』は
2月21日（金）
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。
https: // info.nikkeibp.co.jp/
media/MON/

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、当社ウェブサイ
ト（https://nkbp.jp/copyright）を
ご参照ください。 日経BP

別冊付録
税金で得する&
損しないツボが丸分かり！

 投資家のための 

確定申告
ガイド2020
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 95 介護にかかるお金、本当のところ
  介護費用はいくらかかる？／親の介護は「親のお金」で／施設介護の費用／
  親が元気なうちにやっておくべき準備／家族信託を考えておく


