クルーレポート 701号～776号
号数

タイトル

発行日

執筆者

701号 -1 17/11/04

40～50代がお金を貯めにくくなった5つの理由とは

701号 -2 17/11/04 前川ゼミナール

第178回

702号 -1 17/11/11

企業型確定拠出年金、「給与内枠選択制」のメリットとデメリット

目黒政明

702号 -2 17/11/11 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第149回

望月厚子

703号 -1 17/11/18 ＭＳＩ通信

Vol.183

703号 -2 17/11/18

住まいの安心となるか～新たな住宅セーフティネット制度

704号 -1 17/11/25

いまさら訊けない「奨学金」と「教育ローン」

704号 -2 17/11/25 坂部達夫の税制ざっくばらん

第161回

705号 -1 17/12/02

意外に知らない、病気・ケガ後のリハビリには条件がある

705号 -2 17/12/02 前川ゼミナール

第179回

706号 -1 17/12/09

2018年から変わる「パート収入の壁」のソントクは？

706号 -2 17/12/09 野田眞のこんなの発見

（44）

707号 -1 17/12/16 ＭＳＩ通信

Vol.184

707号 -2 17/12/16

インデックス型投信、ファンド選びのポイントは「信託報酬」

目黒政明

708号 -1 17/12/23 これってどう?

第136回

海外に行くなら備えよう～「海外旅行保険」と「たびレジ」

浅田里花

708号 -2 17/12/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第162回

「基礎控除」拡大、「給与所得控除」縮減。どうなる？

坂部達夫

709号 -1 18/01/06

還付金詐欺が激増！大切な親の老後資金を守るコツ

清水香

709号 -2 18/01/06 前川ゼミナール

第180回

前川貢

710号 -1 18/01/13

医療事故調査制度を知る～「予期せぬ死亡または死産」の報告は未来の患者のため

内藤眞弓

710号 -2 18/01/13 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第150回

望月厚子

711号 -1 18/01/20 ＭＳＩ通信

Vol.185

711号 -2 18/01/20

2018年、給与の手取り収入はこうなる！

深田晶恵

712号 -1 18/01/27

リタイア後の「引出し運用」～「定額」か「定率」か？

目黒政明

712号 -2 18/01/27 坂部達夫の税制ざっくばらん

第163回

坂部達夫

713号 -1 18/02/03

「先進医療」の最新情報～4月から健康保険対象が増える

713号 -2 18/02/03 前川ゼミナール

第181回

714号 -1 18/02/10

教育費支出ピークに備え、大学入学前からマネースケジュール確認

清水香

714号 -2 18/02/10 野田眞のこんなの発見

（45）

野田眞

715号 -1 18/02/17 ＭＳＩ通信

Vol.186

715号 -2 18/02/17

「医療費控除の明細書」記載の留意点
～保険からの給付金は引くものと引かないものがある

内藤眞弓

716号 -1 18/02/24

高利率の「お宝個人年金」は、受取り時の税金に注意！

深田晶恵

716号 -2 18/02/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第164回

坂部達夫

717号 -1 18/03/03

個人型確定拠出年金（イデコ）、年払いや半年払いが可能に

717号 -2 18/03/03 前川ゼミナール

第182回

米国国債よりも魅力のないものは売られる

718号 -1 18/03/10 これってどう?

第137回

健康へのモチベーションを上げる『じぶんと家族のお守り』

浅田里花

718号 -2 18/03/10 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第151回

離れて暮らす両親や事実婚の配偶者も扶養家族になるの？

望月厚子

719号 -1 18/03/17 ＭＳＩ通信

Vol.187

719号 -2 18/03/17

返済不要の「給付型奨学金」いろいろ。高3で申し込み必要も

720号 -1 18/03/24

医療と介護が必要な高齢者のための『介護医療院』が創設される

内藤眞弓

720号 -2 18/03/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第165回

坂部達夫

「つみたてNISA」に大きなリターンを期待する

キャリアアップの勉強で最大168万円の給付金をもらえる制度とは？
「まだガソリン車に乗ってるの？」という時代の到来

新しい配偶者控除・配偶者特別控除

楽観に浸る強気相場に危機感を持つ人にお勧めのMLP投資

ふるさと納税・パラダイス文書・税制改正
イエレンFRB議長の“置き土産”

2018年の相場は変化に備えることが大事

がん、糖尿病、うつ病も幅広くカバーする国の障害年金
米中経済戦争が透けて見えた1月10日の米国金利の急騰

知っておくと使えるかも～所得税の還付請求

インフレ懸念に結びつきやすい原油価格の上昇

遠い｢眼差し｣・近づく｢眼差し｣
ヒビが入った米株式市場、消費者心理への波及に注意

「生計を一にする」アラカルト

米朝雪解けムードの中で、底堅く推移する金の背景

相続税「小規模宅地等の特例」の改正
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721号 -1 18/04/07

年金受取りを70歳に繰り下げると42％増。これっておトク？

721号 -2 18/04/07 前川ゼミナール

第183回

722号 -1 18/04/14

ポートフォリオ運用に「ロボアド・サービス」は有効か

722号 -2 18/04/14 野田眞のこんなの発見

（46）

723号 -1 18/04/21 ＭＳＩ通信

Vol.188

723号 -2 18/04/21

いま、生命保険のトレンドは「健康増進型保険」

724号 -1 18/04/28

東京都の「私立高校授業料の実質無償化」。効用と注意点は？

724号 -2 18/04/28 坂部達夫の税制ざっくばらん

第166回

725号 -1 18/05/05

国が普及促進を図る副業・兼業、公的制度の注意点

725号 -2 18/05/05 前川ゼミナール

第184回

726号 -1 18/05/12

低金利の住宅ローンは、繰上返済よりも貯蓄を優先するのが正解

深田晶恵

726号 -2 18/05/12 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第152回

望月厚子

727号 -1 18/05/19 ＭＳＩ通信

Vol.189

727号 -2 18/05/19

「iDeCo」と「つみたてNISA」、その比較と使い分け

目黒政明

728号 -1 18/05/26

厚労省の小冊子から学べる「労働トラブル」を防ぐ基本知識

浅田里花

728号 -2 18/05/26 坂部達夫の税制ざっくばらん

第167回

坂部達夫

729号 -1 18/06/02

個人賠償責任保険の加入方法と注意したいポイントは？

清水香

729号 -2 18/06/02 前川ゼミナール

第185回

前川貢

730号 -1 18/06/09

親も知っておきたい、高校生・大学生アルバイトを守る法律

730号 -2 18/06/09 野田眞のこんなの発見

（47）

731号 -1 18/06/16 ＭＳＩ通信

Vol.190

731号 -2 18/06/16

維持費だけかかる、不動産ならぬ『負動産』を何とかするには

深田晶恵

732号 -1 18/06/23

過去20年間の投資収益率の推移と分散投資

目黒政明

732号 -2 18/06/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第168回

坂部達夫

733号 -1 18/07/07

都市部にも広がる「市民農園」、家計の助けになるかも

733号 -2 18/07/07 前川ゼミナール

第186回

734号 -1 18/07/14

被災者が受けられる国の支援制度・都道府県の独自支援制度

734号 -2 18/07/14 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第153回

735号 -1 18/07/21 ＭＳＩ通信

Vol.191

735号 -2 18/07/21

2019年4月施行の「長時間労働規制」ってどんなもの？

内藤眞弓

736号 -1 18/07/28

70歳以上の医療費は毎年負担増？ 今から知っておきたい高齢者の医療費

深田晶恵

736号 -2 18/07/28 坂部達夫の税制ざっくばらん

第169回

坂部達夫

737号 -1 18/08/04

日本銀行が金融政策を微修正～長引く超低金利政策

737号 -2 18/08/04 前川ゼミナール

第187回

738号 -1 18/08/11

生活を守る、「持続可能な開発目標」への取り組みを注視しよう

738号 -2 18/08/11 野田眞のこんなの発見

（48）

739号 -1 18/08/18 ＭＳＩ通信

Vol.192

739号 -2 18/08/18

法的トラブル！知っておきたい弁護士費用、相談窓口と保険

740号 -1 18/08/25

働く人を守る「労働から解放される時間」の確保

内藤眞弓

740号 -2 18/08/25 坂部達夫の税制ざっくばらん

第170回

坂部達夫

乱気流相場に入った今後の対応！！

日銀は「金融災禍」リスクの説明を
不安定な米国政治、金を買い増す新興国中銀

一般社団法人を使った相続対策にメス

日本の金利・為替動向を探るにはスイスを参考に

ねんきん定期便に載っていない公的年金の家族手当とは
世界的な金利上昇、懸念される一部地銀の収益

民事信託 課税の例外に落とし穴が

「量的引き締め」でマーケットの潮目が変わる

2040年・社会保障の担い手考
景気後退局面も視野に入れているＦＲＢ

本当に控除できるの？ 相続税の「債務控除」

1ドル＝110円からのドル投資に躊躇する方へ

60歳以降の厚生年金加入は年金額増額のチャンス！
まず支持率稼ぎ、トランプ外交と政策の本義

改正消費税適用前夜～軽減税率の基礎知識

確実な投資リターンを望むなら、米国債に直接投資

平成30年 激変・崩壊露呈の夏
トランプ外交と米利上げに、強権支配のトルコ危機

消費税アップ後の日本型インボイス制度導入の問題点
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号数
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執筆者

741号 -1 18/09/01

10年以上放置している預金があるなら要注意！来年から扱いが大きく変わる

741号 -2 18/09/01 前川ゼミナール

第188回

742号 -1 18/09/08

見た目は高利回り、デジタルクーポン債の魅力と注意点

目黒政明

742号 -2 18/09/08 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第154回

望月厚子

743号 -1 18/09/15 ＭＳＩ通信

Vol.193

743号 -2 18/09/15 これってどう?

第138回

744号 -1 18/09/22

トラブル激増！「火災保険で無料修理」に巻き込まれない

744号 -2 18/09/22 坂部達夫の税制ざっくばらん

第171回

745号 -1 18/10/06

マイホーム購入で共働き夫婦を悩ませる「保育園縛り」とは

745号 -2 18/10/06 前川ゼミナール

第189回

746号 -1 18/10/13

来春はトヨタも本格参入～普及が進む「カーシェアリング」

清水香

746号 -2 18/10/13 野田眞のこんなの発見

（49）

野田眞

747号 -1 18/10/20 ＭＳＩ通信

Vol.194

747号 -2 18/10/20

「自分は大丈夫」、ではないフィッシングと不正送金による被害

浅田里花

748号 -1 18/10/27

医療機関の広告規制と美容医療のクーリングオフ導入

内藤眞弓

748号 -2 18/10/27 坂部達夫の税制ざっくばらん

第172回

坂部達夫

749号 -1 18/11/03

円預金でも「高め」の金利で運用でき、安全確実な選択肢が

749号 -2 18/11/03 前川ゼミナール

第190回

750号 -1 18/11/10

（続）「年金を70歳まで繰り下げると42％アップ」の損得

深田晶恵

750号 -2 18/11/10 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第155回

望月厚子

751号 -1 18/11/17 ＭＳＩ通信

Vol.195

751号 -2 18/11/17

被災した高齢者限定、利息だけ支払えばいい住宅ローンとは？

752号 -1 18/11/24 これってどう?

第139回

スマホからイベント日に合わせて手軽に入れる『LINEほけん』

浅田里花

752号 -2 18/11/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第173回

女性の社会進出と配偶者控除

坂部達夫

753号 -1 18/12/01

納得して医療を受けるための仕組み

753号 -2 18/12/01 前川ゼミナール

第191回

754号 -1 18/12/08

金融機関選びの１つのポイント～投資信託の共通ＫＰＩ

754号 -2 18/12/08 野田眞のこんなの発見

（50）

755号 -1 18/12/15 ＭＳＩ通信

Vol.196

755号 -2 18/12/15

がん治療費、年齢とともに自己負担額は減少する

756号 -1 18/12/22

認知症の人が加入する「個人賠償責任保険」～自治体の取り組み

756号 -2 18/12/22 坂部達夫の税制ざっくばらん

第174回

757号 -1 19/01/05

暮らしに係わる平成31年度税制改正の中身

757号 -2 19/01/05 前川ゼミナール

第192回

758号 -1 19/01/12

クスリは、同じ処方箋でも薬局によって値段が違う

内藤眞弓

758号 -2 19/01/12 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第156回

望月厚子

759号 -1 19/01/19 ＭＳＩ通信

Vol.197

759号 -2 19/01/19

株価下落時に逆に値上がりするインバース型ＥＴＦ

目黒政明

760号 -1 19/01/26

2019年、給与の手取り収入はこうなる！

深田晶恵

760号 -2 19/01/26 坂部達夫の税制ざっくばらん

第175回

坂部達夫

トルコショックは割安な投資対象を見つける機会

手軽に年金額の試算ができる「ねんきんネット」
リーマンショック、危機発生の初期に売られた金
国民的課題の認知症をカバーする保険、新商品が10月に登場

会社の廃業について考える

トルコショックで投資妙味「ブラジル･レアル」

秋の夜長に巨編歴史小説を
Brexit（ブリグジット）、決められない政治の先にある危機

家族信託の使い方の実際と税務

ドルの独歩高が進む可能性あり

定年後に働く場合の労働条件
国際政治の流動化と影響を受ける金融市場

2018年は変化の年だった、2019年はどうなるか

｢平成｣から｢ディストピア｣へ!?
欧州発2019年国際政治の漂流

会社の連帯保証制度が大きく変わっている

2019年は米国に資金が集中する可能性が高い

誤解多い在職老齢年金！60歳以降の働き方と年金
英国のＥＵ離脱を睨む金市場の視点

新設された配偶者の民法上の権利
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761号 -1 19/02/02

貸与型奨学金で求められる「保証」、知っていますか？

清水香

761号 -2 19/02/02 前川ゼミナール

第193回

前川貢

762号 -1 19/02/09 ＭＳＩ通信

Vol.198

762号 -2 19/02/09

災害で住宅・家財に損害を受けたら「還付申告」をしよう

浅田里花

763号 -1 19/02/16

注目の認知症保険 主な商品の特徴

内藤眞弓

763号 -2 19/02/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第157回

望月厚子

764号 -1 19/02/23

毎年見直されているNISA制度～これまでの改正の経緯

目黒政明

764号 -2 19/02/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第176回

坂部達夫

765号 -1 19/03/02

パート主婦が悩む、「収入の壁」の乗り越え方

765号 -2 19/03/02 前川ゼミナール

第194回

766号 -1 19/03/09

公的支援の限界と火災保険・地震保険の役割 ～大阪府の被災を事例に

766号 -2 19/03/09 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第158回

767号 -1 19/03/16 ＭＳＩ通信

Vol.199

金価格を押し上げる2つの米国要因

亀井幸一郎

767号 -2 19/03/16

脳や心臓の疾患への意識を高める時代に、基本法も成立

浅田里花

768号 -1 19/03/23

自然に「健康になる」社会的仕組みづくり

内藤眞弓

768号 -2 19/03/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第177回

坂部達夫

769号 -1 19/04/06

ソフトバンクグループ社債に見る、個人向け社債の魅力と注意点

769号 -2 19/04/06 前川ゼミナール

第195回

770号 -1 19/04/13

「持ち家購入と賃貸はどちらがおトク？」に正解はあるか

771号 -1 19/04/20 ＭＳＩ通信

Vol.200

771号 -2 19/04/20

消費増税の10月までに普及が進む？～QRコード決済

浅田里花

771号 -3 19/04/20 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第159回

望月厚子

772号 -1 19/04/27

医師・看護師以外にも頼りになる医療専門職とは？

内藤眞弓

772号 -2 19/04/27 坂部達夫の税制ざっくばらん

第178回

坂部達夫

773号 -1 19/05/04

シートを作って定年後の収入を「見える化」する

773号 -2 19/05/04 前川ゼミナール

第196回

774号 -1 19/05/11

急増するESG投資、個人向けの「グリーンボンド」も

浅田里花

774号 -2 19/05/11 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第160回

望月厚子

775号 -1 19/05/18 ＭＳＩ通信

Vol.201

775号 -2 19/05/18

「夫婦で育児」を後押し、『パパ・ママ育休プラス』と『パパ休暇』

内藤眞弓

776号 -1 19/05/25

再び急騰している仮想通貨、今さら聞けない基礎知識

目黒政明

776号 -2 19/05/25 坂部達夫の税制ざっくばらん

第179回

坂部達夫

長く投資したのにと嘆かれる「外国債券投資」
ＦＲＢを揺り動かした株価の大幅下落

雇用保険の基本手当は離職した理由でもらえる日数が違う

遺言書について考える（改正民法 相続編）

外国人投資家が買わないと上がらない日本株

働き方改革 パートタイマーも対象！有給休暇年5日取得義務化

相続における遺産分割実務と遺留分

10連休は日本株市場に試練を与えるか

「わが社の筆頭株主は日本銀行です」が23社に！

あまり知られていない？在職老齢年金は70歳以降も適用される

後継ぎ遺贈型受益者連続信託でも遺留分は大事

「今から投資」という人は「米ドル建て債券」

物忘れは認知症の始まり？ 不安を感じたら？
前面に出る地政学ならぬ「地経学」リスク

減価償却について理解する
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亀井幸一郎

深田晶恵
前川貢
清水香
望月厚子

目黒政明
前川貢
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亀井幸一郎

深田晶恵
前川貢

亀井幸一郎

生活設計塾クルー

