クルーレポート 601号～700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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望月厚子
亀井幸一郎

目黒政明
前川貢
浅田里花
野田眞
亀井幸一郎
清水香

生活設計塾クルー

クルーレポート 601号～700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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深田晶恵
前川貢

亀井幸一郎
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生活設計塾クルー

クルーレポート 601号～700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

自分の思いを込める財産分けについて

坂部達夫

657号 -1 16/12/03

個人事業主にお勧め～「小規模企業共済」の魅力

目黒政明

657号 -2 16/12/03 前川ゼミナール

第167回

海外リートを持ち続けてよい？ 迷う投資家に新たな選択肢も

658号 -1 16/12/10 これってどう?

第133回

「健康年齢」を保険料に取り入れた医療保険が登場

658号 -2 16/12/10 野田眞のこんなの発見

（38）

659号 -1 16/12/17 ＭＳＩ通信

Vol.172

659号 -2 16/12/17

「地震保険」改定で保険料だけでなく保険金の額にも影響が

660号 -1 16/12/24

悪質商法を規制する法律が強化された！

内藤眞弓

660号 -2 16/12/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第150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』

国が国民を「狩る」時代？
超カネ余り（過剰流動性）状況下のトランプ新政権

家族信託の活用法
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生活設計塾クルー

クルーレポート 601号～700号
号数

タイトル

発行日

執筆者

661号 -1 17/01/07

2017年、給与の手取り収入はこうなる！

661号 -2 17/01/07 前川ゼミナール

第168回

662号 -1 17/01/14

強いドルは弱い「金」、弱いドルは強い「金」

目黒政明

662号 -2 17/01/14 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第144回

望月厚子

663号 -1 17/01/21 ＭＳＩ通信

Vol.173

663号 -2 17/01/21

「休眠預金活用法」が成立～社会的事業への財源に活用

664号 -1 17/01/28

糸魚川の大規模火災 被害の補償はどうなるのか

664号 -2 17/01/28 坂部達夫の税制ざっくばらん

第151回

665号 -1 17/02/04

求められる「望まない 電話・訪問勧誘」の事前拒否制度

665号 -2 17/02/04 前川ゼミナール

第169回

666号 -1 17/02/11

新配偶者控除「150万円の壁」でパート主婦世帯の手取りはこうなる！

666号 -2 17/02/11 野田眞のこんなの発見

（39）

667号 -1 17/02/18 ＭＳＩ通信

Vol.174

667号 -2 17/02/18

金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則案」とは？

目黒政明

668号 -1 17/02/25

社会的損失のカバーにつながる、国の「給付型奨学金制度」

浅田里花

668号 -2 17/02/25 坂部達夫の税制ざっくばらん

第152回

坂部達夫

669号 -1 17/03/04

2017年、「新たな住宅セーフティネット」が動き出す

清水香

669号 -2 17/03/04 前川ゼミナール

第170回

前川貢

670号 -1 17/03/11

『お薬手帳』と『かかりつけ薬局』の活用を

内藤眞弓

670号 -2 17/03/11 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第145回

望月厚子

671号 -1 17/03/18 ＭＳＩ通信

Vol.175

671号 -2 17/03/18

退職金の受取方法は「一時金」と「年金」、どちらがおトク？

深田晶恵

672号 -1 17/03/25

「NISA」、2017年度税制改正でこう変わる

目黒政明

672号 -2 17/03/25 坂部達夫の税制ざっくばらん

第153回

「セルフメディーション税制」が始まる

坂部達夫

673号 -1 17/04/01

安心のために知っておきたい「先進医療」の実際

浅田里花

673号 -2 17/04/01 前川ゼミナール

第171回

再評価したいMLP、ご存じですか？

前川貢

674号 -1 17/04/08

国も危機感～わが国の災害に備える保険・共済の普及状況

清水香

674号 -2 17/04/08 野田眞のこんなの発見

（40）

野田眞

675号 -1 17/04/15 ＭＳＩ通信

Vol.176

675号 -2 17/04/15

海外旅行に行くときに気を付けたいこと

内藤眞弓

676号 -1 17/04/22

退職金の受取り、「一時金」「年金」それぞれの注意点

深田晶恵

676号 -2 17/04/22 坂部達夫の税制ざっくばらん

第154回

坂部達夫

677号 -1 17/04/29

積立NISAの対象商品にみる投資信託の選び方

677号 -2 17/04/29 前川ゼミナール

第172回

678号 -1 17/05/13

「家計管理」を邪魔する健康食品などのCMの魅力にご用心

浅田里花

678号 -2 17/05/13 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第146回

望月厚子

679号 -1 17/05/20 ＭＳＩ通信

Vol.177

679号 -2 17/05/20

地震が絡む損害賠償請求に個人賠償責任保険は使えるか

680号 -1 17/05/27

『働き方改革』で産業医の機能強化～従業員も役割を知って活用を

内藤眞弓

680号 -2 17/05/27 坂部達夫の税制ざっくばらん

第155回

坂部達夫

ドル高基調は続くが注意が必要な水準に

健診結果は健康状態の通信簿。自分の体調を知ろう
戦後最低支持率でスタートする劇場型トランプ新政権

ワンルームマンション投資の確定申告

マーケットは日銀次第という危うさ

世の将来は「必要原理」で切り拓ける
トランプ政権の不確実性と金への資金流入

不動産を譲渡したら税金はどうなる？

分配金を期待するなら、投信のここをチェック

まだ早いと言わず、60歳以降の収入について考えてみよう
トランプ政権の動向を計らいながらの米追加利上げ

『キリストはエボリで止まった』を読んで
ドル安指向を表に出したトランプ大統領

「種類株式」をご存知ですか？

為替リスクなしで高いリターンが期待できる？

「１億総活躍社会」の実現に向けて、雇用保険が変わる
NY株の先行きの安定・強気を示したVIXだが

経費精算の領収書がスマホ写真でOKな時代に

4

深田晶恵
前川貢

亀井幸一郎
浅田里花
清水香
坂部達夫
内藤眞弓
前川貢
深田晶恵
野田眞
亀井幸一郎

亀井幸一郎

亀井幸一郎

目黒政明
前川貢

亀井幸一郎
清水香

生活設計塾クルー

クルーレポート 601号～700号
号数

タイトル

発行日

執筆者

681号 -1 17/06/03

年金の手取り収入は17年間で33万円も減っている！

深田晶恵

681号 -2 17/06/03 前川ゼミナール

第173回

682号 -1 17/06/10

マイナンバーを提供しないと、NISAが利用できなくなる？

682号 -2 17/06/10 野田眞のこんなの発見

（41）

683号 -1 17/06/17 ＭＳＩ通信

Vol.178

683号 -2 17/06/17

メンタル疾患も対象の「就業不能保険」は役立つ？

684号 -1 17/06/24

病気やケガで働けなくなったときの公的保障と民間保険

684号 -2 17/06/24 坂部達夫の税制ざっくばらん

第156回

685号 -1 17/07/01

医療保険の入院日額は5000円？ 1万円？ いくらが妥当？

685号 -2 17/07/01 前川ゼミナール

第174回

686号 -1 17/07/08

サラリーマンは、60歳以降「収入ダウンの崖」が3回ある！

深田晶恵

686号 -2 17/07/08 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第147回

望月厚子

687号 -1 17/07/15 ＭＳＩ通信

Vol.179

687号 -2 17/07/15

「確定拠出年金」の運用商品をどう選択するか

目黒政明

688号 -1 17/07/22 これってどう?

第134回

低金利でも安定運用には欠かせない「個人向け国債」

浅田里花

688号 -2 17/07/22 坂部達夫の税制ざっくばらん

第157回

根が深い「空き家問題」解消の方策（2）

坂部達夫

689号 -1 17/08/05

地震保険料はあと2回見直し。駆け込み加入のルールに注意

清水香

689号 -2 17/08/05 前川ゼミナール

第175回

前川貢

690号 -1 17/08/12

入院時の差額ベッド料にまつわる誤解あれこれ

690号 -2 17/08/12 野田眞のこんなの発見

（42）

691号 -1 17/08/19 ＭＳＩ通信

Vol.180

景気拡大期の終盤に最も強気になる市場心理

亀井幸一郎

691号 -2 17/08/19

自分や家族が「がん」になったら～治療費と頼れる制度を知っておこう

深田晶恵

692号 -1 17/08/26

世界の新たな潮流！ 本格化する「ESG投資」とは？

目黒政明

692号 -2 17/08/26 坂部達夫の税制ざっくばらん

第158回

坂部達夫

693号 -1 17/09/02

「改正」と聞いて慌てないで～70歳以上の「高額療養費制度」

693号 -2 17/09/02 前川ゼミナール

第176回

694号 -1 17/09/09

ひとり親世帯が受け取れる手当や支援策「手続き」は確実に

694号 -2 17/09/09 望月厚子のこれだけは言っておきたい!

第148回

695号 -1 17/09/16 ＭＳＩ通信

Vol.181

695号 -2 17/09/16

「喫煙か非喫煙か」などで保険料が異なる収入保障保険

内藤眞弓

696号 -1 17/09/23

住宅ローンがある人は、返済に備える死亡保障をしっかり確保しよう

深田晶恵

696号 -2 17/09/23 坂部達夫の税制ざっくばらん

第159回

坂部達夫

697号 -1 17/10/07

「つみたてNISA」、口座開設前の留意点

697号 -2 17/10/07 前川ゼミナール

第177回

割安に投資できる機会を待つ投信に学べること

698号 -1 17/10/14 これってどう?

第135回

リタイア期にも住宅資金の調達が可能になる住宅ローンがある

698号 -2 17/10/14 野田眞のこんなの発見

（43）

699号 -1 17/10/21 ＭＳＩ通信

Vol.182

699号 -2 17/10/21

マンション住まいの人が気になる「水濡れ損害」の補償とは？

700号 -1 17/10/28

「いつ」医療機関に行くかで医療費は変わる

内藤眞弓

700号 -2 17/10/28 坂部達夫の税制ざっくばらん

第160回

坂部達夫

投資を断念するほどの大きな損を避けるために

前川貢
目黒政明

アベノミクスから超アベノミクスへ？

野田眞

世界に広がる不確実性の暗雲、日本でも

亀井幸一郎
浅田里花
清水香

根が深い「空き家問題」解消の方策（1）

坂部達夫
内藤眞弓

バランス型投信に投資する前に知っておきたいこと

前川貢

窓口相談が進化！失業以外でもハローワークを利用してみよう
日銀の自己資本が消える0.6％の金利水準

亀井幸一郎

米国の資産縮小で市場は一時的混乱の可能性

内藤眞弓

心証～戦後72年目の痩せた夏

野田眞

金の仏具で節税できる？

浅田里花

10年後の積立投資の結果にワクワクしましょう

前川貢
清水香

一人暮らしの高齢者・持病・障害のある人は災害の備えにこれもプラスして！
トランプ大統領と議会、入り乱れて続く米政治劇

「危急時遺言」を知っていますか？

｢人生100年時代構想｣に想う
潮が引いて初めて誰が裸で泳いでいたかわかる

不動産管理会社､税務上の注意点
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