クルーレポート 601号～656号
号数

タイトル

発行日

執筆者

601号 -1 15/10/03 ＭＳＩ通信

Vol.156

ドル建て金価格に底打ちの兆しあり

亀井幸一郎

601号 -2 15/10/03 前川ゼミナール

第153回

602号 -1 15/10/10

水害時の公的支援には限界が。火災保険で適切な備えと請求を

清水香

602号 -2 15/10/10 野田眞のこんなの発見

（31）

野田眞

603号 -1 15/10/17 ＭＳＩ通信

Vol.157

603号 -2 15/10/17 これってどう?

第125回

604号 -1 15/10/24 これってどう?

第126回 「デビットカード」VS「クレジットカード」どちらがおトク？

深田晶恵

604号 -2 15/10/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第136回

坂部達夫

605号 -1 15/11/07

ジュニアNISA、口座開設前の留意事項

605号 -2 15/11/07 前川ゼミナール

第154回

606号 -1 15/11/14

認知症の人の損害賠償責任は保険でどこまでカバーできるか

606号 -2 15/11/14 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第137回

キャリアアップと収入アップが狙える！教育訓練給付制度

望月厚子

607号 -1 15/11/21 ＭＳＩ通信

Vol.158

景気減速とデフレ環境を示す指標。米国はそれでも利上げ？

亀井幸一郎

607号 -2 15/11/21

金融商品トラブルから高齢者を保護する法整備

内藤眞弓

608号 -1 15/11/28

毎年の貯蓄額をもとに、60歳時にいくら貯まるかカンタン試算

深田晶恵

608号 -2 15/11/28 坂部達夫の税制ざっくばらん

第137回

タワーマンション節税にご注意！

坂部達夫

609号 -1 15/12/05

確定拠出年金・NISA・ジュニアNISA、利用の優先順位は？

目黒政明

609号 -2 15/12/05 前川ゼミナール

第155回

現在の低金利と将来のインフレを気にする方へ

前川貢

610号 -1 15/12/12

2017年地震保険料改定。今から知っておきたい損得勘定

清水香

610号 -2 15/12/12 野田眞のこんなの発見

（32）

野田眞

611号 -1 15/12/19 ＭＳＩ通信

Vol.159

611号 -2 15/12/19

こんなにある、保険金が支払われないケース。正しく知って確実に請求しよう。

内藤眞弓

612号 -1 15/12/26

住宅ローンの繰り上げ返済は、いつするのがいい？

深田晶恵

612号 -2 15/12/26 坂部達夫の税制ざっくばらん

第138回

坂部達夫

613号 -1 16/01/09

1300万円に引き上げられる、ゆうちょ銀行の限度額

613号 -2 16/01/09 前川ゼミナール

第156回

614号 -1 16/01/16

「運転免許の自主返納」手続きと注意点・返納者のメリット

614号 -2 16/01/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第138回

615号 -1 16/01/23 ＭＳＩ通信

Vol.160

615号 -2 16/01/23

先進医療ってどんなもの？

内藤眞弓

616号 -1 16/01/30

2016年、給与の手取り収入はこうなる！

深田晶恵

616号 -2 16/01/30 坂部達夫の税制ざっくばらん

第139回

坂部達夫

617号 -1 16/02/06

マイナスに沈み込む国債金利、ほぼ全ての金利がゼロ％に

617号 -2 16/02/06 前川ゼミナール

第157回

618号 -1 16/02/13

実証期間3年の文科省による専門学校生就学支援

618号 -2 16/02/13 野田眞のこんなの発見

（33）

619号 -1 16/02/20 ＭＳＩ通信

Vol.161

619号 -2 16/02/20 これってどう?

第127回

620号 -1 16/02/27

医療費の明細を見て「あれ？」と思ったことはありませんか？
～同じ治療でも医療機関によって金額が異なることも～

内藤眞弓

620号 -2 16/02/27 坂部達夫の税制ざっくばらん

第140回

坂部達夫

下落して高まるブラジル国債への投資妙味

前川貢

天高く、米企業肥え太る？秋に
利上げ（ゼロ金利解除）のタイミングを逸したFRB

亀井幸一郎

就業不能に備える保険『働く人への保険』と『リビングエール』

内藤眞弓

給与からの源泉徴収と年末調整に関する一考察

目黒政明

株式投資は手入れが必要

前川貢
清水香

民間税調の｢税制大綱｣にご注目
見切り発車の米FRBの利上げ

亀井幸一郎

遺留分減殺請求と課税のすき間

目黒政明

金価格、原油価格の下落の次は不動産か？！

前川貢
清水香

高齢者が地域で安心して生活するために～地域包括支援センターの活用～
下げ止まらない原油価格、2月下旬が転機か

空き家をお持ちの方は要注意

マイナス金利導入で行き過ぎた円安もあり得る

『生きて帰ってきた男』が凄い！
迷路に踏み込んだ黒田緩和。危惧される日銀の先行き
JA共済の火災共済「建更むてき」とSJNK「共済上乗せ特約」

円満な相続のための生命保険
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クルーレポート 601号～656号
号数

タイトル

発行日

執筆者

621号 -1 16/03/05

変動金利ローンを借りている人は絶好の見直しチャンス到来！

621号 -2 16/03/05 前川ゼミナール

第158回

622号 -1 16/03/12

マイナス金利政策により円建て商品の金利が消滅

目黒政明

622号 -2 16/03/12 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第139回

望月厚子

623号 -1 16/03/19 ＭＳＩ通信

Vol.162

623号 -2 16/03/19

知っておきたい「セカンドオピニオン」のABC

624号 -1 16/03/26

自然災害で被災、住宅ローンなどが返済不能になったら

624号 -2 16/03/26 坂部達夫の税制ざっくばらん

第141回

ふるさと納税に関する一考察

坂部達夫

625号 -1 16/04/02 これってどう?

第128回

医療保険に付ける『三大疾病一時金特約』はどんなときに出る？

内藤眞弓

625号 -2 16/04/02 前川ゼミナール

第159回

投資の前に、安心できる「貯蓄型商品」を知ること

前川貢

626号 -1 16/04/09 これってどう?

第129回

海外利用で利便性大のソニー銀行のデビットカード

深田晶恵

626号 -2 16/04/09 野田眞のこんなの発見

（34）

627号 -1 16/04/16 ＭＳＩ通信

Vol.163

627号 -2 16/04/16

相場下落局面における積立投資の勧め

目黒政明

628号 -1 16/04/23

日本でも本格化する？～持続可能な未来を目指す投資

浅田里花

628号 -2 16/04/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第142回

坂部達夫

629号 -1 16/05/07

熊本地震 公的支援・地震保険の申請・請求手続き

清水香

629号 -2 16/05/07 前川ゼミナール

第160回

前川貢

630号 -1 16/05/14

「最期まで自分らしく」を担保する仕組みの一つ、「死後事務委任契約」

内藤眞弓

630号 -2 16/05/14 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第140回

望月厚子

631号 -1 16/05/21 ＭＳＩ通信

Vol.164

631号 -2 16/05/21

新たにできるパート収入「106万円の壁」の損得とは

深田晶恵

632号 -1 16/05/28

来年1月から誰でも加入可能となる「個人型確定拠出年金」

目黒政明

632号 -2 16/05/28 坂部達夫の税制ざっくばらん

第143回

税理士が行う相続対策についての一考察

坂部達夫

633号 -1 16/06/04 これってどう?

第130回

老後資金不足をサポートする「リバースモーゲージ」

浅田里花

633号 -2 16/06/04 前川ゼミナール

第161回

1ドル＝110円水準は米ドル投資のチャンス

634号 -1 16/06/11

地震補償を充実させたい時の「上乗せ地震補償」

清水香

634号 -2 16/06/11 野田眞のこんなの発見

（35）

野田眞

635号 -1 16/06/18 ＭＳＩ通信

Vol.165

635号 -2 16/06/18

リスクマネジメントの観点からの戦略的家計運営

内藤眞弓

636号 -1 16/06/25

住宅ローンの返済期間は、長くても65歳までにすべき理由とは

深田晶恵

636号 -2 16/06/25 坂部達夫の税制ざっくばらん

第144回

坂部達夫

637号 -1 16/07/02

現在の株安・円高は新規投資のチャンスか？

637号 -2 16/07/02 前川ゼミナール

第162回

638号 -1 16/07/09 ＭＳＩ通信

Vol.166

638号 -2 16/07/09 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第141回

639号 -1 16/07/16 ＭＳＩ通信

Vol.167

639号 -2 16/07/16

床上浸水で公的支援がないことも。水害補償の検討を

640号 -1 16/07/23 これってどう?

第131回

『介護保障保険』の死亡・解約金は要る？要らない？

内藤眞弓

640号 -2 16/07/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第145回

「法人に対する遺贈」に問題あり？

坂部達夫

下落局面をチャンスと思える準備をしよう

会社員のための休業保障「傷病手当金」の改正について
年始から大幅上昇の金価格、背後に欧米マネーの流入

2016年春、小さなトク・大きなトク
追加利上げをためらうＦＲＢに中国の影

消費税軽減税率の運用の全貌

債券投資さえも個人の判断では難しい時代

熊本地震で被災した人の「労働・雇用・年金」相談について
金市場への資金流入急拡大が示すリスクとは

マスゾエ・パナマ・ふるさと納税
6月米利上げ見送りの背景に“Brexit（ブリグジット）”

電子帳簿と資料のスマホ撮影保存解禁

英国ショック、日本株投資は中長期の視点で！
危機に身構える投資家、過熱気味の金市場
自分のストレス度合いがわかる？ストレスチェック制度義務化
英国政治、政局のあげくの危機（EU離脱）の招来
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クルーレポート 601号～656号
号数

タイトル

発行日

執筆者

641号 -1 16/08/06

「個人型確定拠出年金」で、税金はいくら少なくなる？

641号 -2 16/08/06 前川ゼミナール

第163回

642号 -1 16/08/13

個人型確定拠出年金、加入前に理解しておくべき留意点

642号 -2 16/08/13 野田眞のこんなの発見

（36）

643号 -1 16/08/20 ＭＳＩ通信

Vol.168

643号 -2 16/08/20

「年金積立金がマイナス」と聞いてネガティブにならないで

644号 -1 16/08/27

熊本地震の特徴からみる「地震保険金請求のツボ」

644号 -2 16/08/27 坂部達夫の税制ざっくばらん

第146回

645号 -1 16/09/03

多発する消費者被害を受けて「改正消費者契約法」が成立

645号 -2 16/09/03 前川ゼミナール

第164回

646号 -1 16/09/10

金融庁の投信・保険販売等に対する問題意識を共有したい

目黒政明

646号 -2 16/09/10 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第142回

望月厚子

647号 -1 16/09/17 ＭＳＩ通信

Vol.169

647号 -2 16/09/17

奨学金返済の延滞で、子どもが“ブラックリスト”入りする！

深田晶恵

648号 -1 16/09/24

「保障ニーズ」は喚起される？～新型医療保険

浅田里花

648号 -2 16/09/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第147回

坂部達夫

649号 -1 16/10/01

自転車の交通事故への備え 自転車保険以外の選択肢もある！

清水香

649号 -2 16/10/01 前川ゼミナール

第165回

前川貢

650号 -1 16/10/08 ＭＳＩ通信

Vol.170

650号 -2 16/10/08

中古住宅を安心して買うために知っておきたいこと

内藤眞弓

651号 -1 16/10/15

いくつもあるパート主婦の「収入の壁」。手取りに大きく影響するのはどれなのか

深田晶恵

651号 -2 16/10/15 野田眞のこんなの発見

（37）

652号 -1 16/10/22

専業主婦が確定拠出年金に加入するメリットはあるか？

目黒政明

652号 -2 16/10/22 坂部達夫の税制ざっくばらん

第148回

坂部達夫

653号 -1 16/11/05

『平成27年国勢調査』の結果から見る日本の未来図

653号 -2 16/11/05 前川ゼミナール

第166回

私が新興国債券を勧めない理由

前川貢

654号 -1 16/11/12

老親と古い家、空き家となった実家。火災保険をどうする？

清水香

654号 -2 16/11/12 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第143回

655号 -1 16/11/19 ＭＳＩ通信

Vol.171

655号 -2 16/11/19 これってどう?

第132回

656号 -1 16/11/26

景気が回復すると、給料は上がる？

深田晶恵

656号 -2 16/11/26 坂部達夫の税制ざっくばらん

第149回

坂部達夫

株価対策に追い詰められた日本銀行

夏休み後半の読書に｢飯嶋和一｣を
政府財政と直結している日銀の金庫。見直しの議論を

一般社団法人と税務（１）

「あれ？」、思ったほど投信で損していない

知っているようで知らない遺族年金
長期化する気配の2016年発『金』の上昇相場

一般社団法人と税務（２）

株高・円安を期待される役割から下りた日銀
米国金融政策～超緩和策の“出口”に向け、迷うFRB

何をもたらす？黒田日銀の｢激走｣

相続財産の名義変更手続きの簡便化

離れて暮らしている親が認知症かも。こんな時はどうすればいい？
センチメント（感情）が支配する「トランプ相場」
うつ病も対象となる～就業不能保障保険『くらすプラス』

自分の思いを込める財産分けについて
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