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ブルームバーグ プロフェッショナル®サービスの事業法人向け
ソリューションは、コーポレートファイナンス、財務、資材調達、
IR/PR部門に携わるお客様の今あるニーズに対応するばかりで
なく、将来のニーズに備えるための支援ツールです。
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かつてない
「変化の時代」
を生き抜くための
ビジネスソリューションサービス

グローバル競争に向けて、
経営ツールは十分ですか？
□ 未曾有の金融危機発生に向けてのリスク対応
□ 金利変動リスクの最小化
□ 国内外のコンセンサス、
アナリストレーティングの把握
□ アプローチすべき投資家の把握と分析
□ 国内外のライバル企業に関するニュース取得
□ グローバル規模での合併・買収動向のフォロー
□ マクロ経済への迅速、かつ適切なアクセス
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THINKING
AHEAD
ブルームバーグは
「攻め」
のマネジメントをサポートします
ダイナミックなグローバリゼーションの波は、
企業経営のあり方を大きく変えつつ
あります。世界経済の変動、複雑化するリスク要因、
ステークホルダーの多極化
など、企業を取り巻く環境は刻一刻と変化しています。
もはや日本企業にとって、

資金管理

ファイナンス

• 投資先企業の価値評価

• 資本構造の自社戦略と競合分析
• Ｍ＆Ａトレンドのモニター
• 発行コストの見積もり etc..

財務

外国為替リスク

• ヘッジ戦略の構築と評価
• 取引執行とワークフローの効率化
• 市場リスクの数量化と管理
• 投資先ポートフォリオの分析etc…

経営のグローバル化は最大の課題であり、急務であるといっても過言ではあり
ません。
ブルームバーグは、国内外の幅広いネットワークと最先端のテクノロジーを
バックボーンに、攻めのグローバルストラテジーを構築・実践するためのビジネ

事業法 人

信用リスクと
M&A

• 最新のグローバルニュースの収集

• 合併・買収動向のモニター
• マクロ／ミクロの経済トレンド分析
• 企業・業界の財務分析
• サプライチェーンの把握etc…

資材調達

資材調達と
サプライチェーン
管理

• 原材料の価格設定と情報へのアクセス
• ニュースと価格予測のモニタリング

ツールを併せ持つ
「ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス」
。
本サービス
IR/PR、
資材調達などの各ワークフローの改善や課題解決、
経営に直結するリスク

• 自社と競合他社との相対的位置付け

経営企画

即時性かつ精度の高い国際金融・ビジネス情報と多様なニーズに対応する分析
は、
包括的なオールインワン・ソリューションとして、
財務、
ファイナンス、
経営企画、

• 投資家のターゲティング戦略

• 市場コンセンサスのモニター

スソリューションをお届けします。

さまざまな経営リスクに対応し、
組織全体のパフォーマンス向上を実現

IR / PR

社債発行と
金利リスク

• 個別取引における信用調整の算出 etc…

に対応するとともに、
組織全体のパフォーマンス向上をお約束します。
グローバル
市場での成長戦略を達成する全社的アセットとしてご活用ください。
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事業法人向けトータルソリューション
「ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス」
本サービスでは、企業財務・コーポレートファイナンス、企業IR／PR、経営企画、資材調達など、
企業経営の意思決定に関わるビジネスプロフェッショナルの皆様に、業務コストの削減、戦略・
事業目標の達成を支援します。
グローバル経営において、必要不可欠な情報分析ツールとなる
本サービスの活用法とメリットをご紹介します。

Bloomberg for Treasury / Corporate Finance

Bloomberg for Investor Relations / Public Relations

Bloomberg for Corporate Planning

Bloomberg for Purchasing & Supply Management

企業財務・コーポレートファイナンス
為替リスク管理とキャッシュマネジメントの最適化を実現

企業IR・PR

リアルタイムな情報入手で企業価値の向上を実現

経営企画

資材調達

収益性などにダイレクトに影響する為替リスクを管理し、金利や

最新の市場動向からマーケットを左右するニュースを提供。
アナ

業界分析、競合他社比較、合併・買収分析や対象企業の財務

クレジット情報に対する洞察を深めるための情報、
分析ツールを

リストレポート、株主情報、収益予想・実績、競合他社との比較

・市況を効率的に見る

・自社株情報

・ヘッジツール（為替編）

・ニュース検索

ご提供。
キャッシュマネジメントの最適化をはかります。

為替、
短期金利、
スワップレート、
債券、
商品、
株など、
各カテゴリー
別データを簡単に一覧で表示でき、
時系列でも確認可能。
注目度の
高い新興国のデータも網羅しています。

為替予約の際にご活用いただけるフォワードレート計算機を
ご提供。各年限のレート計算も瞬時に実現。計算結果は、
エクセル
に落とすこともできます。

・ヘッジツール（金利スワップ）

金利スワップの時価評価および管理ツールもご用意しています。
透明性の高い価格設定機能により、取引執行を実践できます。

・社債発行の最適化ツール

新発債一覧のモニターやニュース取得が可能。
自社と同業他社の
資本構造を比較分析できる機能一式もご用意。
既存の社債の検索
や利回り分析もできます。
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など、
詳細の情報も入手できます。

高機能チャートによって、
自社の株価情報を効率的に取得。
決算や
債券発行などの企業イベントをチャート上にプロットし、
イベント後
の株価変動を正確に判断することが可能です。

国内外の情報提供社からのニュースを検索、取得可能。自社や
競合他社のニュースを素早く入手できます。

・アナリスト情報

アナリスト推奨、
リサーチ、市場コンセンサス予想などの詳細情報
を入手できます。
こうしたデータや情報にはすべてヒストリカル
データと分析機能を搭載。
ブルームバーグメール・チャット経由で
アナリストとのコミュニケーションも可能です。

・株主情報

自社、
または競合企業の株式の保有者情報、
その売買状況も追跡
できます。
自社の株主が同業他社に対して、
どの程度の株を保有し
ているか一覧表示も可能。

経営戦略に関わるM&A情報や分析ツールを提供
分析ツール、
サプライチェーンデータなどをご提供しています。

商品の価格予想、
フェアバリュー、在庫水準など、価格決定
に役立つツールをご提供
先物・現物市場のリアルタイム、
および過去の価格情報を提供。
商品市場の集積データ、最新ニュースもお届けします

・同業他社比較

・主要な商品価格一覧

・業界分析

・コモディティのデータベース

・M&A実績の検索

・ブルームバーグマップ

地域などを選択し、
セグメントごとの同業他社の検索が可能。
比較
項目も自由自在にカスタマイズできます。

業界の分析ツールを一画面にまとめた最新機能。競合他社情報、
業界の主要な経済指標、
リサーチ、
ニュース、業績情報なども取得
できます。

業界やエリアを絞り込み、
M&Aの動向をモニター。
ディールの概要
やリーグテーブル、
マルチプル情報なども確認可能です。

・サプライチェーンのモニター

WTI原油や金のスポット価格、金属、農産物の取引価格など、
さま
ざまな上場商品、現物商品の価格を一覧いただけます。

どの銘柄や指標がマーケットで頻出しているか、商品タイプ別に
検索できます。在庫や輸出入に関するデータもシンプルな操作で
検索可能です。

ブルームバーグマップ機能を利用し、さまざまな種類のデータ
（エネルギーアセット、鉱山、船舶・港、石油、災害）を地図上に
プロット可能です。商社、
メーカー、海運、造船などの業界で広く
ご活用いただいている機能です。

選択した企業の仕入れ元、販売先のデータをモニター可能。各取
引先が選択企業に対して何％の売上高を占めているか、選択企業
が販売先の各取引先に対し何％売上があるかなど、詳細情報に
もアクセスでき、
データソースも併せて確認できます。

06 // 事業法人向けソリューション

BUSINESS
OVERVIEW

ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス

ブルームバーグのビジネス概要

めの最新ニュース、分析機能、
コミュニケーションツール、各種チャート、取引執行機能、そして

ブルームバーグは、
コアビジネスである
「ブルームバーグ プロフェッショナル® サー
ビス」を中心に、4つのカテゴリーに大別されます。端末を通じてリアルタイムの金融
情報、国内外のニュース、多様な分析ツールをビジネスパーソンに提供するだけで
なく、取引システムやデータ配信など金融情報とITインフラを統合させる法人向け
ソリューションを始め、法律・行政・エネルギーなど業界に特化した専門性の高い情報
提供やテレビやウェブサイト、モバイルなど様々なメディアチャネルでの情報配信
など、幅広く展開しています。

世界の金融プロフェッショナルの支持を集める
「ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス」
は、
一つのプラットフォーム上に、債券から株式、外国為替からコモディティ、デリバティブから
モーゲージまで、全てのアセットクラスに関する情報をデスクトップ、
もしくはお使いのモバイル
環境にリアルタイムで提供します。
この強力な情報プラットフォームが、知識を行動に移すた
カスタマーサポートへのアクセスを可能にします。

網 羅する資 産クラス
債券

すべての債券市場における商品を包括的に網羅。精度の
高い分析機能や最新の運用ツールを装備し、カスタマイ
ズ可能な各種モニターにより、世界の債券市場の動向を
追跡、
先読みし、
有効な取引戦略を策定可能です。

株式

あらゆるアセットクラスに関するニュース、
データ、分析ツール、
コミュニケー

国内外の企業の配当、収益、株主、
ファンダメンタルズな
どの包括的情報を、一つのスクリーン上で閲覧できます。
決算発表や経済指標を加味した分析も可能。1,200社を
超えるセルサイドおよび第三者情報提供者への直接アク
セスもできます。

プラットフォームで提供します。
金融、
そしてビジネスプロフェッショナルの強力

デリバティブ

ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス
ション機能、
チャート、取引執行サービスなど、多岐に渡るサービスを一つの
な情報分析ツールです。

精度の高いデータ・ポートフォリオ提供により、外国為替、
金利、
インフレーションなどの諸要因を加味した、
あらゆる
デリバティブや仕組債などの分析・値付けが可能。
日々の
マーケットの変化を踏まえた分析ツール、
アプリケーション
も提供しています。

エンタープライズ・
ソリューション

ビジネス・
ソリューション

ブルームバーグ
ニュース＆メディア

金融情報データとITインフラを

国内外の企業、
金融機関、
官公庁、

企業、
マーケット情報、
産業、
経済、

治・法律・エネルギーなどに特化し

で、国内外のリアルタイムニュース

180種類以上の通貨、50以上の主要機関の外国為替予測
を網羅するなどパワフルなＦＸデータをご提供するほか、
分析ツール、電子取引、ポジションキープ、バックオフィス
の文書化など、外国為替に関わるあらゆる機能を利用す
ることが出来ます。

向けソリューション。業務フロー

を提供しています。行政や立法の

します。世界146支局に2,300名を

コモディティ

減など、全 社レベルのオペレー

スポーツ分野など、幅広い業界の

駆使し、企業内で採用されている

業界団体や主要機関に対して、政

に統合させたエンタープライズ

た専門の情報やデータおよび分析

アプリケーションおよびプロセス

の改善やデータ関連コストの削
ションをサポートします。

動向、エネルギー問題、さらには
最新情報と今後の展望について

詳細なレポートを提供しています。

政治、スポーツ、芸術にいたるま

を24時間、
365日、
日本語でお届け
超えるスタッフを配置し、1日平均

約5,000本以上の独自のニュース

記事を配信しています。

情 報サービス・ツール
• ローカライズされた正確でタイムリーなデータと鋭い分析機能を統合
• 国債、
政府機関債、
社債、
モーゲージ、
地方債、
シンジケートローン、
ＣＤＳ、
金融先物
から関連デリバティブまですべての債券市場における商品を網羅
• 4,100ものイールドカーブで相対価値の機会追跡
• 37,000件を超えるシンジケートローン、個別ローンデータ

• 企業の業績分析を、過去20年以上の損益計算書、バランスシート、キャッシュフ
ロー計算書などをもとに実施、1,800種以上の財務レシオが生成可能
• 10,000件以上のビデオクリップ、主要報道機関のアーカイブレポートを閲覧可能
• データベースに蓄積されている42万銘柄以上の株式銘柄から、
ユーザーの基準に
合致する銘柄を特定

•
•
•
•

外国為替

世界のコモディティ市場に関する最も包括的な情報データと
見解を提供。
市場動向や過去の統計データから最適価格で
の取引を実現します。
さらにマッピングアプリケーションによ
り、
詳細な気象分析や損害、
影響評価などのデータと統合し、
起こりうる価格変動の見極めもサポートします。

• 740の情報提供社より提供される外国為替のデータと価格
• 市場で唯一の完全手数料ゼロの取引サービス
• 1日24時間、30分ごとに公表される外国為替仲値
• フォワードおよびカバー付き金利裁定計算機、通貨リターン・ランキング、過去の
予想変動率分等を算出する分析機能

•
•
•
•

主要先物取引所の現在および過去のデータを提供
50社以上のブローカーによるＯＴＣプライス
100,000を超えるコモディティアセットデータベース
作付グロスマージン分析、気象分析、総合的なチャートおよびテクニカル分析
パッケージ、
フォワードカーブ分析機能

•
•
•
•

過去のパフォーマンスおよびアトリビューション
（要因分析）
属性・エクスポージャーリポーティング
実現リスクとシナリオ分析
信頼性の高いデータと過去・リアルタイムの銘柄情報を組み合わせた投資判断の評価

ポートフォリオ

ポートフォリオ分析およびリスクソリューションのALPHA
は、ポートフォリオを絶対ベースまたはベンチマークに対
する相対ベースで評価するための総合的な分析機能。
チャンスとリスクを特定することができる利便性の高い
ツールです。
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ストラクチャリング・プライシング機能
株式オプションから金利スワップまで、幅広い取引を設定、
モニター、執行、配分
ポートフォリオ＆リスク分析
評価対象となる金融商品のインプット／アウトプットについて総合的見解を提供
するBVAL（ブルームバーグ評価サービス）
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最先端のテクノロジーと世界最大規模の
ネットワークでグローバル企業を支援します
ブルームバーグは、
1981年、
情報を通じて世界の資本市場の透明性を高めることを基本理念に誕生
しました。
ただし、
私たちが提供するのは単なる情報サービスではありません。
お客様のニーズ、
ワーク

「ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス」の
多彩な特徴とお客様にとってのベネフィット

フローを確実にフォローした上で、経営に直結する情報、
データ、
ニュース、分析ツールを統合的に
ご提供する。
それが私たちのミッションであり強みです。
世界192か所のオフィス、15,000人以上の社員を擁する幅広いグローバルネットワークと最先端の
テクノロジーで、
グローバル企業の成長戦略を支援いたします。

ブルームバーグ モバイル

時と場所を選ばないマルチデバイスに対応したプ
ラットフォーム

310,000
PROFESSIONAL
SERVICE SUBSCRIPTION

プロフェッショナルサービスの
利用契約者数 31万人

4.7M

BUSINESS
WEEK READERS

PUBLICATIONS
USE
BLOOMBERG
CONTENT
ブルームバーグ
配信ニュースを
掲載するメディア
427社

ブルームバーグ・ビジネス
ウィーク読者 470万人
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ス」
へのアクセスが可能。
ブルームバーグメッセージの送受信や、
カ

ワークへのアクセスが可能となるほか、
同僚やクライアントとのプラ

して、金融や業界のプロフェッショナル、
ビジネスリーダーのネット

スタマイズされた価格およびニュースアラートの閲覧、
法律情報の

イベートなコミュニティを立ち上げることもできます。

デスクトップ環境を完全カスタマイズ可能

20M+

よりスピーディに必要な情報を視覚的に把握できるよう、
「ブルーム

VISIT BLOOMBERG NEWS SITES MONTHLY

2,000万件以上

公式ツイッターのフォロワー 60万人以上

PRODUCED IN THE LAST

35,000+

一日に配信される記事件数
4,904件

BNEFがモニタリングする世界中の
再生可能エネルギープロジェクト
3万5,000件以上

24 HOURS

トブルームバーグ
（チャット）
機能をご提供しています。
当機能を使用

ば、
世界中どこからでも
「ブルームバーグ プロフェッショナルサービ

ローンチパッド

FOLLOW BLOOMBERG NEWS ON TWITTER

NEWS ARTICLES

コミュニティツールとしてEメール・メッセージ機能、
及びインスタン

インターネットに接続したPCや高性能なモバイル・デバイスがあれ

す。
BlackBerryやiPhoneなどのスマートフォンにも対応しています。

600,000+
4,904

多様なコミュニケーションツールの提供

取得やブルームバーグ ローンチパッドモニターへアクセスできま

ニュースサイトへの月間アクセス件数

427

コミュニティ機能

ブルームバーグ インダストリーズ
新しい情報収集のアプローチ

ブルームバーグ

インダストリーズ（ＢＩ）は、特定の業種をカ

バーするプロフェッショナル達に、その業種に関係するあらゆる

データや分析レポートを一つに集約したプラットフォームです。

バーグ プロフェッショナルサービス」
の豊富なデータとコンテンツ

日々の情報収集の効率を向上させるだけでなく、
より戦略的な意

させておくことができます。
株価の推移や財務データ、
最新のニュー

可能にします。

をカスタマイズし、
常設アプリケーションとしてデスクトップに表示

思決定や説得力のある投資家向けプレゼンテーションの作成を

スなどを組み合わせ、
業界内での自社、
競合他社との相対的位置付
けなど、
常にモニターできます。

チャート作成やエクセルアドイン

自社の資料用にデータを自由にカスタマイズ
独自のビジュアル分析を
「ブルームバーグ プロフェッショナルサー

ビス」
のデータとツールを使って、
フルカスタマイズできます。
また、
必要なデータをお客様のエクセルスプレッドシートに表示し、
常時

アップデートさせる事が可能です。
こうしたツールがシンプルなコマ

ブルームバーグ ＥＳＧ

財務諸表を超えた企業価値の評価

ブルームバーグでは、ESGと呼ばれる環境、社会、
ガバナンスに
関する企業データを集約し、財務諸表と同じプラットフォームで
提供しています。2012年で全世界5,000社をカバーし、金融市場

関係者のみならず、企業経営者が毎日使用する基本データとして

注目を浴びています。財務情報と非財務情報を結び付ける事が

できる強力な情報プラットフォームです。

ンドで実行可能な点もメリットの一つです。

GLOBAL RENEWABLE ENERGY
PROJECT TRACKED WITH BNEF
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