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 12  表紙の人   女優 上白石 萌歌 さん
 14  先読みTIMES 　
   今月のキーワード「東証の市場再編」

 16   先読みカレンダー

コロナ後相場の主役を探せ

 18  

上昇期待の

好業績株年後半は
これで
勝つ！

 20 秋の上昇相場に乗ろう   ここから買われる好業績&好材料株でガッチリ稼ぐ！
 22 決算で発掘！  スゴ腕の注目株
   「独自に理論株価を算出  株価1.5倍以上を狙う」（はっしゃんさん）
   「業績悪化銘柄にも目配り  多彩な投資を仕掛ける」（yamaさん）
   「利益20%以上増で抽出  事業構造の変化も着目」（よしぼんさん）

 28 　　　  稼ぎ力が強い有望株をプロが厳選

  業績好調！ 強さが光る
 　爆騰期待24銘柄
 29 プロの想定シナリオで買える株を探す！   
  1Qは好決算銘柄が続々 独自視点で期待株を選別

 38 　　　　中間決算での上方修正を先回り！

  第1四半期決算で発掘！
  上方修正期待株
 39 中間決算への期待大  1Qの上方修正銘柄を狙え!
  狙い目1／「上期のみ上方修正」の有望株
  狙い目2／「通期も同額上方修正」の有望株
  狙い目3／「修正後も高進捗率」の有望株
 46 COLUMN   「据え置き組」にもお宝が！
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 104 　　　　　　　　　　　　   「貯め時」がない人のための

3大支出への備え方
教育費 住宅購入費 老後資金

 48  SPECIAL対談 

  渡部清二さん（複眼経済塾塾長） × 鈴木一之さん（株式アナリスト）
	 	 	「ここからの日本株		必勝戦略&本命銘柄」

 52 　　　  持っているだけで配当金が着々と増える

  未来の連続増配株で
  資産を大きく増やす！
 53 長期投資に向く「配当貴族」  その卵は収益力と配当性向で選ぶ
 54 5つの選定基準で選んだ 「連続増配株の卵」14銘柄

 60 　　　  経済再開本格化のシナリオ別にリサーチ

  年後半の注目セクター
  &上昇期待株
 62 コロナは年内収束へ？  それとも見通し立たず？
  経済正常化のシナリオ別  狙い目業種&テーマはこれ！
 64 業績のV字回復に乗れ！  コロナの早期収束で狙い目の12銘柄
 68 おウチ需要が熱い！   収束時期後ずれで狙い目の4銘柄
 70 COLUMN   コロナの収束時期を問わず期待大！  プロが選んだ年後半の上昇期待株

教育費  「大学進学時の費用を知って計画的に備えよう」
住宅購入費  「資金計画を立てて購入  60歳以降は働きながら返す！」
老後資金  「税制優遇制度を活用し長期でコツコツ備えよう」
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第2特集

 78

優待と株価上昇をダブルで狙える

年イチ優待で　　稼ぐ！
 80 スゴ腕さんたちが明かす  私の年イチ優待 会心の投資法
 82 12月、2月、3月権利銘柄が勢ぞろい  お薦め年イチ優待ランキング BEST10

いざ
仕込み時 楽しく
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 139 横山利香の塩漬け株クリニック 「JFEホールディングス」
 140 特許で上がる株を探せ！ 工藤特許探偵事務所 「電気機器関連の技術成長株」
 142 山本 伸のネクスト爆騰銘柄 「第1四半期好決算株が安い！  好調続く海運、半導体関連が狙い目」
 144 マルトクセレクション 
 145 佐々木明子のニュースな日々 「中古マンション購入がまさかの『生きた取材』に」
 146 最新！ 投信ランキング 海外REIT投信 「高成績が際立つテック系REIT」
 147 生保損保  業界ウオッチ 「たばこを吸わない人はお得！  非喫煙者を優遇するがん保険」
 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
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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
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ご参照ください。 日経BP

連  載

 74  3億円稼いでアーリーリタイアを実現！
  ろくすけさんの勝てる株式投資入門
   最終回  「共感できる企業に投資する」

 94 米国株投資家もみあげの現地リポート
   「米国の個人投資家を彩る4タイプ」

 97  株の達人に聞く
  今月の注目銘柄「増配余地の大きい高配当銘柄」

 112 もっと得する株主優待生活 
  桐谷セレクト「複数単元持ちたい  優待銘柄お薦め10」
  mtipsさんが選ぶ 10月に取れるお得優待

 116 マネーの履歴書
  慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授　岸 博幸さん

 120 澤上篤人のゴキゲン長期投資
   「好調な相場下で投資を始めた人に伝えたいこと」

 122 豊島逸夫の世界経済の深層真理
   「政治の秋の到来と海外勢の冷めた視線」

 124 広木 隆のザ・相場道
   「広がる中国の規制強化、相場の重荷に？」

 126 滝田洋一の経済ニュースここだけの話
   「パウエルFRB議長再任の厄介事」

 128  岡崎良介のマーケット・アナライズ
   「米国労働市場の変異 歴史的な転換点か」

 130  エミン・ユルマズの未来観測
   「潜む中国発の相場急落サイン」

 132  Money★interview 89

  圓窓代表取締役    澤 円さん

   「人生を停滞させる『埋没コスト』を手放し 
   新しい時代を豊かに生きる」
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