
7    Nikkei Money  2021.1

CONTENTS1月号
January 2021

 12  表紙の人   女優 土屋太鳳 さん
 15  先読みTIMES　Special
   「バイデン・ラリーの背景と賞味期限は？」

 18  先読みカレンダー 

 34                       株式投資でガッチリ稼ぐ！

   資産が大きく増える
   株の攻め方・見つけ方
 35  サテライトの狙い目はこれ！ 資産が大きく増える「3つのお宝」
   お宝1 中小型株  老後資金をつくる中小型成長株8銘柄
   お宝2 高配当株  「2期先」の高配当株を先回り買い／カレンダー投資で毎月高配当をゲット！
   お宝3 米国株   成長性と高配当で銘柄を探す

 48                     アフターコロナの

   iDeCoとつみたてNISA
  最強の活用術
 50  iDeCoの制度改正は2022年 制度改正のポイント
 52  投信で着々増やす！ iDeCoの賢い始め方＆活用法
 54  控除使い切りがコツ お得なiDeCoの受け取り方

 22 コロナ後でもラクラク達成
   自分年金1億円の方程式
 24  ズバリ試算！ 65歳からの年金、あなたはいくらもらえる？
 27 目指せ ! 自己資金3000万円  老後資金の増やし方
 30   Special Interview  作家 橘 玲さん 「『長い老後』は働いて短くできる」

 20  老後資金1億円会社員
でも
つくれる！

コロナ後の資産の増やし方、これが正解！
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 56                    40代、50代でも1億円達成

   早期退職した人に学ぶ
   超・効率的資産づくり
 57 鍵は会社員時代のCFづくり 早期退職、成功の掟
 58  FILE1  成長株長期投資で早期退職と夢実現／はっしゃんさん
 60  FILE2  不動産と太陽光と起業で早期退職／河合達也さん
 62  FILE3  月35万円の家賃収入で30代早期退職を実現／いんべすさん
 64  フィンウェル研究所・野尻哲史さんが見た 地方都市移住の理想と現実

 66          給与以外の収入があれば一生安心

   不動産投資と
   ちょい稼ぎで自分年金
 67 会社員でもできる 不動産投資の始め方
 68  お薦めは中古ワンルーム 物件プラス管理で選ぶ
 71   現役時代から始める 「ちょい稼ぎ」副業

 92 

第3特集

   不正利用リスクに備えよう
キャッシュレス決済を安心・安全に使うツボ

第2特集

 74  年末相場で稼ぐワザ＆勝負株
 76  スゴ腕投資家4人の投資戦略
   優待バリュー株投資  “隠れウイズコロナ銘柄”を主力に／みきまるさん
   モメンタム投資  マザーズ中心の攻めは維持 人気IT銘柄を持ち続ける／ペンタさん
   イベント投資  TOBで上がる株を売買 急落局面では買い出動も／羽根英樹さん
   好業績株先回り投資  急落に備えて株は抑制 余剰資金は不動産投資／坂本慎太郎さん
 84  米国株はこう攻める  ハイテク株や成長業種に順張り
 86  もし相場が大きく下がったら  空売りや先物で攻めの投資も

スゴ腕の必勝戦略を伝授

PART3
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 88 もっと得する株主優待生活 
  桐谷セレクト「NISAで買いたい10銘柄」
  mtipsさんが選ぶ 12月に取れるお得優待

 98 ろくすけさんの勝てる株式投資入門
   「『素晴らしい企業』の3要件を学ぶ」

 102 株の達人に聞く
  今月の注目銘柄「春先にかけて上昇しやすい銘柄」

 108 クローズアップ企業   
  今月の話題企業「サイバーセキュリティクラウド」

 110 クイズで学ぶ会計知識
   「米ネット大手の貸借対照表（巣ごもり編）」

 112 Money★interview 79  建功寺住職、庭園デザイナー  枡野俊明さん
   「逆境があるから人生は面白い」
 116 澤上篤人のゴキゲン長期投資
   「バリュー株投資は死んだのか？」

 118 豊島逸夫の世界経済の深層真理
   「2021年の日本株 じわり高まる存在感」

 120 広木 隆のザ・相場道
   「底堅い日本株は企業の強さが支える」

 122 滝田洋一の経済ニュースここだけの話
   「本物か 米国と世界の適温相場」

 124 岡崎良介のマーケット・アナライズ
   「ボラティリティーが示す日本株復活の日」

 126 エミン・ユルマズの未来観測
   「世界が不安定化する中で買われるのは日本だ」

 128 マネーの達人に学ぶ
  お金に強い子供の育て方
  アジア開発銀行（ADB）駐日代表事務所代表  児玉治美さん

 131 マルトクセレクション 
 132 特許で騰がる株を探せ！ 工藤特許探偵事務所 「過去に掲載した16銘柄を点検」
 134 山本 伸のネクスト爆騰銘柄 「政権交代で再生エネ関連に脚光」
 136 関 大介のREITウオッチ 「最大手の不可解な増資 相場下落の引き金か」
 137 最新！ 投信ランキング 「値上がりした投信 GAFA投信が快走、国内中小型も健闘」
 138 佐々木明子のモーサテ日記 「コロナで迫られる、日本企業の『新陳代謝』。その行く末やいかに」
 139 生保損保  業界ウオッチ 「曖昧な約款内容で給付漏れ 対応分かれる保険会社」
 140 ネット証券DATA 142 マネー・データバンク  143　役に立つ！ 投資用語集
 144 Readers’ FORUM 145 Money Books  146　編集雑記帳
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