


目次

02 ブルームバーグ インテリジェンス
07 多様なニーズに応えるブルームバーグ
08 主要情報提供社
11 対象セクターおよび業種



企業情報、
産業分析、
市場動向から
最新トピックスまで 
幅広く網羅した 
ワンストップ 
ソリューション
ブルームバーグ インテリジェンス（BI <GO>）は、 
分析や考察を始めとするさまざまな情報を
投資プロフェッショナルの皆さまに提供します。豊
富なデータや産業・テーマ別分析を一カ所に集約
したダッシュボードは、業務効率の向上や、十分な
情報に基づく戦略的な意思決定を促進します。



ブルームバーグ  
インテリジェンス 
（BI <GO>）
ブルームバーグ独自の豊富な情報を業界別に
まとめて、ひとつのプラットフォームで提供
ブルームバーグ インテリジェンス（BI <GO>）は、産業、企業、政府動向、信用、訴訟、
法律に関する詳細な分析、考察、データベースを提供し、的確な意思決定を支援します。
また、BI<GO>はブルームバーグ プロフェッショナル® サービスと統合されているた
め、業種・セクター、および企業に関する詳細かつ幅広い情報が得られます。

ブルームバーグ インテリジェンスとは
独立した専門家チームが、業界、企業、情報提供社から得たデータやブルームバーグ独
自のデータに裏付けられた、詳細かつ透明性の高い分析を提供します。 

ブルームバーグのセクター別専門家による考察
ブルームバーグ インテリジェンス（BI <GO>）は、投資プロフェッショナルのためにさま
ざまなデータや分析を集約した独自のプラットフォームです。データや分析などの豊富な
情報を、投資アイデアの創出、ビジネス戦略や投資戦略の構築、説得力のあるプレゼン
テーションの作成にお役立てください。
100以上の業種や主要セクターを網羅するBI <GO>では、大手バイサイドおよび
セルサイド企業で経験を積んだアナリストチームが、客観的なデータに基づく中立的な
分析レポートを発行しています。BI<GO>では、各業種・企業の概要や、産業動向の要因
を把握できるほか、競合他社との比較分析を簡単に行うことができます。

通信業のメイン画面 BI TELCN 
<GO>
セクター別のダッシュボードで、 
業種見通し、分析、データ、
ニュース／リサーチ、同業他社比較
などのスナップショットを表示。



ブルームバーグ  
インテリジェンス 
（BI <GO>）

BloomBerg intelligence  02 // 03

セクター別ダッシュボード
各ダッシュボードには、各業種に属する企業の情報が集約されており、業界動向を左右
する要因や主要な財務トレンドなどを把握できます。バイサイドやセルサイド企業におい
て平均17年間の経験を有するブルームバーグのアナリストチームが正確なデータを収集
して厳格に管理し、各業種の全体像を明らかにします。

ナビゲートしやすい一体型のプラットフォーム
ご覧になりたい業種を選択した後、画面左側のナビゲーションバーにある3つの
セクション（分析、データ・ライブラリー、モニター）から項目を選んでクリックしてくだ 
さい。
分析
最新データに基づくBIの分析は、リアルタイムで更新されます。チャート機能や豊富な分
析ツールに直接アクセスできる、わかりやすい画面表示になっています。分析セクション
には、ブルームバーグのアナリストによるファンダメンタルズやテーマ別の分析から、
企業の業績や評価にいたるまで、さまざまな情報が集約されています。さらに、業種別
コンセンサスをもとに強気・弱気要因を分析し、テーマの項目では、各業種が直面してい
る問題を検証、長期的な課題を明らかにします。また、業種によっては、政府、評価、個
別企業に関する分析も分析セクションからご覧になれます。

分析
関連資料をクリックして、カスタ 
マイズ可能なチャートや表などの
情報を別画面に表示。各業種の 
全体像だけでなく細部まで検証。



データ・ライブラリー
主要指標や産業データ、企業の業績・財務データ・企業価値などの詳細なデータを
データ・ライブラリーに集約し、効率の良いワークフローを支援します。また、情報提供
社のデータから企業の最新公表データまで、専門性の高い豊富なデータをライブラリー
に随時追加・更新しています。提供データに関する詳細は、本資料の後半をご参照くだ
さい。

モニター
モニターのセクションでは、業種・企業別データやニュースのほか、外部の調査
レポート、企業のイベントスケジュール、同業他社比較、業績予想、信用分析、保有状況
などの最新情報を掲載しています。

データ・ライブラリー
深く掘り下げた包括的なデータを
業種別に分類。

同業他社比較
画面左側のメニューから同業比較
のタブを選択し、株式評価、業績
データ、収益性、貸借対照表の最
新データを比較。
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明確で客観的な分析
ブルームバーグインテリジェンスのリサーチは、リアルタイムデータを反映したグラフや
表データに裏付けられています。大部分のデータはAPIインターフェースを利用して容易
にエクセルにダウンロードできるため、アナリストの分析をご自身で検証することができ
ます。尚、BIのアナリストは、財務動向や重要なトピックに焦点を絞ったタイムリーな分
析を提供し、投資推奨は行いません。

ブルームバーグ プロフェッショナル サービスの強み
ブルームバーグ インテリジェンスは、ブルームバーグ プロフェッショナル サービスと
完全に統合されています。企業の財務情報、テクニカル分析、ニュースのほか、ブルーム
バーグが提供する情報とツールを利用して、各業界を詳細まで深く掘り下げて検証する
ことが可能です。

高い透明性と機能性
BIデータにカーソルを合わせ、ま
たはクリックして、情報ソースを表
示。企業概要、価格グラフ、企業
ニュースやリサーチなどの関連情
報に素早くアクセス。



BIトップ記事
BIトップ記事（TOP BI <GO>）
その日のトップニュースやリサーチ
を、ユーザーのニーズに合わせて
カスタマイズ表示。業種、企業、
政府、法律、ESG、市場、地域、
キーパーソンの情報を掲載。

投資家情報、投資銀行、 
資本市場
投資家情報（IR <GO>）
IR業務を円滑に進めるための情報
やツールを一カ所に集約。

M&A分析（MA <GO>）
合併・買収のデータをリアルタイム
で追跡・分析し、地域やセクター、
アドバイザー別に関連情報を 
表示。
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ポートフォリオマネジャーやアナリストのための 
BI <GO>とTOP BI <GO>
ポートフォリオマネジャーやアナリストにとって、情報収集
は投資戦略およびポジションを構築・管理する上で必要
不可欠です。ブルームバーグ インテリジェンスを利用する
ことで、情報の収集・検証・分析に費やす時間を大幅に短
縮し、より多くの時間を投資戦略の策定や検証、経営陣と
の意見交換に割り当てることができます。十分な情報に基
づく投資判断を実現するため、ブルームバーグは、裏付け
となるさまざまなデータや分析を提供します。

投資家情報（IR <GO>）
ブルームバーグ インテリジェンスは、競合他社との比較
分析にも役立ちます。主要指標や同業比較などの情報
を基に、さまざまな角度から業績を検証することで、投
資家やセルサイド企業のアナリストとの円滑なコミュニ
ケーションを実現します。
さらに、同業他社と比較した空売り比率、株主構成比率
の推移や市場動向、データ、ニュースをモニターすること
で、明瞭な企業メッセージを投資家・株主に向けて発信
し、さらに効果的なIR活動を行うことができます。

投資銀行＆資本市場（MA <GO> ＆ IBNK <GO>）
投資銀行の業務では、業界動向、M& A活動、規制動
向、さらには企業の財務パフォーマンスなど、さまざま
な情報に目を向け、適切なデータと的確な分析をもと
に、説得力のある戦略を練ることが重要です。より深い
考察と高い専門知識を顧客に提供することで、新たな
ビジネスチャンスが広がります。ブルームバーグが提供す
る最新データをアナリストの分析と併せて活用し、業界
の最新動向の把握や効果的な戦略策定にお役立てくだ 
さい。

多様なニーズに 
応える 
ブルームバーグ

リアルタイムに更新されるBI <GO>の業種・企業分析機
能では、最新ニュースや企業イベントに関する情報をいち
早く入手し、信用・株式評価業務に活用することができま
す。さらに、画面左側のモニタータブから、業種別の最新
市場動向を追跡できます。
また、案件の獲得と取引の執行においてはアナリストや
アソシエイトが大きな役割を果たします。彼らの業務効
率と正確性が、投資銀行のビジネスに大きく影響するこ
とは言うまでもありません。ブルームバーグは、データ収
集、検証、分析を行うアナリストやアソシエイト向けに、
分析や顧客向け資料作成をより正確かつ迅速に行うため
のツールをご用意しています。ブルームバーグ インテリ
ジェンスを活用することで、情報収集に費やす時間を短縮
し、必要なデータを迅速に入手できます。また、ブルーム
バーグのリアルタイムデータは、APIインターフェースか
らExcelのスプレッドシートに簡単にエクスポートしたり、
PowerPoint®のプレゼンテーションに組み込むことも可
能です。



基本資料
100PPIサンサーズ
自動車製造業者協会（ADEFA）
米国化学工業協会
アロク・リミテッド
オーストラリア政府鉱山資産統計
北京チュアン・イ・ファング・ 
テクノロジー（中国CCM）
北京UCサイエンス・アンド・ 
テクノロジー 
（中国CUスチールEコマース）
キャンセントラル
香港統計局（HKSAR）
ケミカルデータ
ChemOrbis
中国化工情報センター
TFI & AAPFCOエナジー  
商業肥料データ
クライン・コミュニケーションズ
クロプノシス
ダオン・アドバイザリー・サービス
DTN
Edmunds
欧州自動車工業会（ACEA）
欧州委員会
F.I.R.S.T.シード・テスティング
農場会計データネットワーク
（FADN）
米国食料農業政策研究所（FAPRI）
肥料協会
フェンウェイ情報テクノロジー－ 
中国石炭統計
フィンランド鉄鋼協会－
Metallinjalostajat
フレイザー研究所
ドイツ電気電子製造業者協会
グローバルリサーチ・アンド・データ
サービシズ
国際肥料工業会（IFA）
インド鉄鋼統計
国際肥料開発センター
国際肥料工業会
国際貿易局
ISSB
日本アルミニウム協会
日本自動車工業会
ドイツ政府自動車局（KBA）
日本自動車工業会（JAMA）

ケネディ（グリーンマーケッツ）
韓国鉄鋼協会
LNGパブリッシング
金属サービスセンター協会（MSCI）
メタネックス
メキシコ鉄鋼協会レビュー
ネクサント・ケムシステムズ
国際自動車工業連合会（OICA）
トルコ共和国首相府投資促進機関
ロシア鉄鋼協会－シェルメット
シャリマー・インフォテック
（ポリマーアップデート）
上海金属市場
資源－中国石炭統計
インド自動車工業会（SIAM）
スタットキャン
スチール・オービス
スイス・インペックスPGM 貿易統計
テクノン・オービケム
アメリカ国勢調査局－ 
米国石炭輸出入統計
ユーティリティーズ・スピアーズ・ 
アンド・アソシエイツ・ 
フィナンシャルズ
NICマップス
世界鉄鋼統計研究所
消費財
ビバレッジ・インフォメーション・ 
グループ
チェーンストアガイド・ 
インフォメーション・サービス
中国出境遊研究所（COTRI）
コロラド州歳入局－ゲーム・ 
カジノ部門
中国国家旅遊局
デラウェア州宝くじ事務局
ユーロモニター・インターナショナル
エクスペリアン・フットフォール
スイス時計協会（FHS）－スイス・ 
ウォッチ・データ
フロリダ州企業・職業規制局
マカオ政府博彩監察協調局
イリノイ州ゲーム・カジノ評議会
インディアナ州ゲーム・カジノ委員会
ブラジル地理統計院
国際ショッピングセンター協会
（ICSC）
アイオワ州レース・ゲーム委員会

カンザス州宝くじ事務局
カンター・リテール－ 
ショッパースケープ
ルイジアナ州ゲーム・ 
カジノ管理評議会
マカオ特別行政区政府
メーン州ゲーム・カジノ管理評議会
マップ（グレニガン）－  
ブループリント・ビー
マーケット・トラック・ 
ホールディングス
メリーランド州宝くじ事務局
メトロマーケット・スタディーズ
ミシシッピ州ゲーム・カジノ委員会
ミズーリ州ゲーム・カジノ委員会
全米インディアン・ゲーム・ 
カジノ委員会（NIGC）
ネバダ州ゲーム・カジノ管理評議会
ニュージャージー州ゲーム・ 
カジノ執行局
ニューメキシコ州ゲーム・ 
カジノ管理評議会
ニューヨーク州宝くじ事務局
NICマップス
オハイオ州カジノ管理委員会
ペンシルベニア州ゲーム・ 
カジノ管理評議会（PGCB）
プロドコ・インターナショナル
レッドブック・リサーチ
リテール・トラフィック 
（ペントン・メディア）
ロードアイランド州宝くじ事務局
ショッパースケープ
ショッパートラックRCT
シンガポール政府観光局
スミス・トラベル
サウスダコタ州ゲーム・カジノ委員会
オクラホマ州－州監査・検査官局
シンフォニーIRI
タバコ商協会
タウン・アンド・カントリー・リアル・
エステート
ウェストバージニア州宝くじ事務局
エネルギー／公益事業
ドイツエネルギーバランス
オーストラリア・エネルギー規制局
オーストリア電気・ガス局
CDU-TEK－ロシア中央複合燃料出

主要情報提供社



荷局
クリーンテック・ポーランド
チェコ・ガス消費量統計
（チェコ・ガス組合（CPU）提供）
デンマーク・エネルギー庁－ 
デンマークの石油ガス統計
オランダ石油ガス生産統計－ 
NL石油・ガスポータル
チェコ・エネルギー規制局（ERU）
ウクライナ・エネルギー省
イタリア炭化水素公社
電気エネルギー・システム事業者
（EAD）
欧州再生可能エネルギー観測所
ドイツ石油ガス生産者協会
世界風力エネルギー会議
グリーニア
IEA
インフォテック・パブリッシング・ 
ハウス
イタリア・エネルギー局
国土交通省（日本）
日本 貿易統計
日本太陽光発電協会（JPEA）
カザフ電力・容量市場事業者
（KOREM）
MDIC
エネルギー省（チリ）
MITYC／CORES
全国バイオディーゼル協会
ナビガントBTMコンサルト
NGVジャーナル
ノルウェー石油管理局
OGPガスシステム
パクウェスト
PLS／デリック石油サービシズ
PVインサイト
クエスト・オフショア
マケドニア共和国
統計局
RFA
リグロジックス
RKRリサーチ・プロプライアティー
ロシア連邦タリフ庁
SOCAR－石油ガス生産  
アゼルバイジャン・スピアーズ・ 
アンド・アソシエイツ
スター・サプライ

スターフューエルズ
T.C.エネルギー市場DUNZENLEME 
KURUMU
英国エネルギー気候変動省
米海洋エネルギー管理局
（BOEMRE）
ウィンガス
ウッド・マッケンジー
世界LPガス協会
ESG
欧州環境機関
国際労働機関出版局
金融
AMベスト
チリ中央銀行
国際決済銀行（BIS）
BATSトレーディング
CBリチャード・エリス
CEA
バーレーン中央銀行
エジプト中央銀行
クウェート中央銀行
UAE中央銀行
中国房産信息集団（CRIC）
中国銀聯
CIAB（保険エージェント／ 
ブローカー協会）
CMEグループ
ディスカバー・フィナンシャル
FBI
米連邦住宅金融局（FHFA）
台湾金融監督管理委員会（保険局）
韓国金融監督院
ファースト・アドバンテージ・ 
セーフレント
ファースト・アメリカン・コアロジック
ファースト・データマーチャント・ 
サービシズ
フンダシオン・マフレ
香港金融管理局
家計信用統計
INREV（非上場不動産ビークル）
インサイド・モーゲージ・ 
ファイナンス・パブリケーション
国際通貨基金（IMF）  
米国投資信託協会（ICI）

イプソス・ロイヤルティ 
（旧シノベイト）
ジェーシービー
キネティック・アナリシス
韓国生命保険協会
LIMRA（LLグローバル）
マーケットスカウト
ミリマン
シンガポール金融管理局
モロッコ中央銀行統計、 
モロッコ中央銀行
全米不動産業協会
全米不動産投資受託者協会
全国高齢者住宅・ 
ケア業界投資センター
全米集合住宅評議会
ニルソン・レポート
NREI
ニューヨーク連銀 
（エキファックスの情報を除く）
オーストリア中央銀行（OENB）
カタール中央銀行
P&Iリサーチ
ピュー・フォーラム：
イスラム教徒人口統計
金融機関監督局（OSFI）
リアル・キャピタル・アナリスティックス
米国損害保険再保険協会（RAA）
REIS
RKRリサーチ・プロプライアティー
RMS
南アフリカ：
全国信用規制協会
南アフリカ準備銀行
トランスユニオン
トルコ銀行調整監視機構
ビザ
ヘルスケア
AMベスト
米国病院協会（AHA）
循環器病研究財団
CMDh／HMA
欧州医薬品庁
ファーストデータバンク
健康フォーラム（AHA）
ヘルス・マネジメント・アソシエイツ
IIBD
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主要情報提供社（続き）
ミレニアム・リサーチ・グループ
ソース・ヘルスケア 
（ヴォルタース・クルーワーRx）
シンフォニー・ヘルス
アメリカ国立医学図書館
ゼニス・オプティメディア・ 
ワールドワイド
工業
ACTリサーチ
エアライン・リポーティング・ 
カンパニー
国際空港評議会（ACI）
アルファライナー
米国道路交通建設者協会
米国トラック運送協会
アラブ航空会社機構
アームストロング・アンド・ 
アソシエイツ
アセンド・ワールドワイド
米国鉄道協会
米国機械装置メーカー協会（AEM）
Cassフレイト・インデックス
中国建設機械工業協会
コンテナ・トレード・ 
スタティスティクス
協会
中国建設機械工業オンライン
（CMBOL）
中国民用航空局（CAA）
データマイン
インド民間航空管理局
ドルーリー・シッピング・ 
コンサルタンツ
ED&F
ユーロスタット－EU統計局
FAAビジネス・ジェット・ 
アクティビティ
フランクフルト航空輸送指数
FTR貨物運送調査協会
IATA
国際民間航空機関（ICAO）
インデックス・マーケティング・ 
ソリューションズ 
（世界コンテナ指数）
北米インターモーダル協会（IANA）
国際航空運送協会
インターネット・トラックストップ
アイオワDOT

防衛省（日本）
マンフレディ・アンド・アソシエイツ
ブラジル航空局（ANAC）
全米電気機器製造業者協会
（NEMA）
NYKグループ
オフハイウェイ・リサーチ
オックスフォード・エコノミクス
ブエノスアイレス港
ハンブルク港
ロッテルダム港
バレンシア港
プリンスルパート港湾当局
リード・ビジネス・インフォメーション
RITA（研究・革新技術局）
ラウス・アセット・サービシズ－ 
建設賃貸レポート
サウジ港湾当局
SJコンサルティング・グループ
サウスイースタン・フレイト・マップ
テルベントDTN／プログレッシブ・ 
ファーマー
テキサス運輸研究所
TMWシステムズ
トランスポート・トピックス・ 
パブリッシング・グループ
トランスポーテーション・ 
インテリジェンス
トゥルリア
英国民間機航空安全局
UkrCement － ウクライナ
VesselsValueセメント協会
ウォーズ・オートモーティブ・グループ
ワイズウィンドウ
世界原子力協会
テクノロジー／メディア／電気通信
欧州電子通信規制機関
ボックスオフィス・メディア
バートン・テイラー
ビジネス・モニター・ 
インターナショナル
インド携帯電話オペレーター協会
中国杭州市－中国電子商取引研究 
センター（www.100EC.cn）
コムスコア
Dice.com
エストニア－ブロードバンド加入者 
およびその他の電話統計

エベレスト・グループ
フランス－ARCEP
グループM
HAKOM－クロアチア
香港電訊管理局
シンガポール情報通信開発庁
インスペクトラム
インターナショナル・データ・ 
コーポレーション
アイルランド－COMREG
iリサーチ
韓国放送通信委員会
マグナ・グローバル・リサーチ
Mediabiz 
台湾国家通訊伝播委員会
オランダ－OPTA
ノルウェー－NPT
オーバム（米国支社）
ポーランド－UKE
ポルトガル－ANACOM
アイスランド郵便電気通信庁
国際半導体製造装置材料協会
（SEMI）
米国半導体工業会（SIA）
SNLフィナンシャル
エストニア統計局－ブロードバンド
加入者
電気通信事業者協会（日本）
英国－OFCOM
ウィッツビュー／トレンドフォース
WAN-IFRA年次報告書「ワールド・ 
プレス・トレンド」
世界半導体市場統計（WSTS）



通信
Paul Sweeney（アナリスト） 
Geetha Ranganathan（アナリスト）
広告・マーケティング － GL

ケーブル・衛星放送 － NA

エンターテインメント － NA

ローカル・メディア － NA

John Butler（アナリスト）
電気通信事業者 － NA

携帯電話 － GL

データ・ネットワーキング － GL

Praveen Menon（アナリスト）
インターネットメディア － GL

電気通信事業者 － AS

Erhan Gurses（アナリスト） 
Tal Smoller（アソシエイト）
ケーブル&サテライト － EU

電気通信事業者 － EU、ME

ローカル・メディア － EU

一般消費財
George Ferguson（アナリスト） 
Himanshu Bakshi（アソシエイト）
航空 － GL

航空宇宙・防衛 － GL

防衛元請業 － GL

Kevin Tynan（アナリスト） 
Hanchang Lee（アソシエイト）
Tanner Murphy（アソシエイト）
自動車OEM － GL、NA

自動車部品 － GL

Steve Man（アナリスト）
自動車OEM － AS

Drew Reading（アナリスト）
住宅建設 － NA

住宅関連用品小売 － NA

Poonam Goyal（アナリスト） 
John Buzolits（アソシエイト）
百貨店 － NA

専門衣料小売 － NA

大規模小売 － NA

Deborah Aitken（アナリスト） 
Clarisse Plissonneau 
（アソシエイト）
高級品 － GL

食品 － GL

家庭用品製造 － GL

生活必需品 
Thomas Jastrzab（アナリスト） 
Ji Shi（アソシエイト）
食品 － GL

衣料小売 － AS

食品小売 － AS

Ken Shea（アナリスト） 
Diana Rosero-Pena（アソシエイト）
飲料 － GL

食品製造 － GL

タバコ － GL

Charles Allen（アナリスト）
家電小売 － GL

食品小売 － GL

衣料小売 － EU

Jennifer Bartashus（アナリスト）
レストラン － NA

食品小売 － NA

Chen Grazutis（アナリスト）
衣料品デザイン － GL

エネルギー／公益事業／ 
再生可能エネルギー
Vincent Piazza（アナリスト） 
Gurpal Dosanjh（アソシエイト）
原油生産 － NA

石油総合 － GL

天然ガス生産 － NA

精製&マーケティング － NA

Philipp Chladek（アナリスト） 
Gillian Davis（アソシエイト）
石油総合 － GL

石油・天然ガスE&P － EU

精製・販売 － EU

James Evans（アナリスト） 
Tobias Nystedt（アソシエイト）
バイオ燃料 － GL

太陽エネルギー － GL

風力エネルギー － GL

Andrew Cosgrove（アナリスト） 
William Foiles（アソシエイト）
石炭 － GL

中流石油・ガス － NA

採掘・採掘支援 － GL

Grace Lee（アナリスト） 
Manshu Deng（アソシエイト）
石油：天然ガスE&P － AS

Stacy Nemeroff（アナリスト） 
Syarifa Galeb（アソシエイト）
中流石油・ガス － NA

発電 － NA

公益ネットワーク － NA

Joseph Jacobelli（アナリスト） 
Charles Shum（アソシエイト）
発電、送電、配電 － AS

ガス供給 － AS

水処理・供給 － AS

代替エネルギー発電 － AS

インフラ － GL

Chris Rogers（アナリスト） 
Elchin Mammadov（アナリスト）
天然ガス・公益事業 － EU

発電 － EU

ESG
Gregory Elders（アナリスト）
Gregory Larkin（アナリスト）
環境、社会、ガバナンス － GL

金融
Alison Williams（アナリスト） 
Adrian Goffinet（アソシエイト）
クレジット&デビットカード － NA

投資銀行 － GL

投資運用 － GL

地方銀行 － NA

Jonathan Tyce（アナリスト） 
Arjun Bowry（アソシエイト）
地方銀行 － EU

地方銀行 － 中南米

Tomasz Noetzel（アナリスト）
地方銀行 － CEE/SEE/CIS

Kapilan Theiventhirampillai 
（アナリスト）
地方銀行 － 中東

対象セクターおよび業種
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地域コード
NA －北米
EU－欧州
AS－アジア
GL－グローバル
MEA－中東＆アフリカ
CEE/SEE/CIS－中・東欧、南東欧、独立国家共同体



対象セクターおよび業種（続き）
Jonathan Adams（アナリスト） 
Jamie Dranoff（アソシエイト）
生命保険 － NA

損害保険 － NA

損害再保険 － GL

Charles Graham（アナリスト） 
Edmond Christou（アソシエイト）
生命保険 － EU

損害保険 － EU

損害再保険 － EU

Steven Lam（アナリスト） 
Elaine Tung（アソシエイト）
生命保険 － AS

損害保険 － AS

損害再保険 － AS

Jeffrey Langbaum（アナリスト） 
Robert Murray（アソシエイト）
REIT － NA

商業不動産 － NA

Robert Fong（アナリスト） 
Manshu Deng（アソシエイト）
不動産 － AS

ゲーム／宿泊施設
Tim Craighead Brian Miller 
（アナリスト）
Margaret Huang（アソシエイト）
カジノ・ゲーム － GL

政府
Brad Barker（アナリスト） 
Caitlin Webber（アナリスト）
法律 － NA

Brian Friel（アナリスト） 
Nick Taborek（アソシエイト）
政府受託、ワシントン － NA

Melissa Avstreih（アナリスト） 
Nick Taborek（アソシエイト）
規制 － NA

法律
Emily Hamburger（アナリスト） 
Aude Gerspacher（アナリスト）
訴訟 － NA

ヘルスケア
Sam Fazeli（アナリスト） 
Michael Shah（アソシエイト）
製薬大手 － GL

ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患 － GL

糖尿病 － GL

Asthika Goonewardene 
（アナリスト）
バイオテクノロジー － GL

ジェネリック医薬品 － GL

特殊医薬品 － GL

多発性硬化症 － GL

Grace Guo（アナリスト）
疾患群 － GL

C型肝炎 － GL

Jason McGorman（アナリスト） 
Gerard Campagna（アソシエイト）
ヘルスケア・サプライチェーン － NA

病院 － NA

管理医療 － NA

医療機器 － GL

工業
George Ferguson（アナリスト） 
Himanshu Bakshi（アソシエイト）
航空 － GL

航空宇宙・防衛 － GL

Defense Primes － GL

Karen Ubelhart（アナリスト） 
Anoori Kadakia（アソシエイト）
農業用機械 － GL

商業用自動車 － NA

建設・鉱業用機械 － GL

Heenal Patel（アナリスト） 
Tobias Nystedt（アソシエイト）
工業 － EU

電気機器 － GL

複数業種 － GL

Lee Klaskow（アナリスト） 
Talon Custer（アソシエイト）
アセットベース型トラック輸送 － NA

宅配便業・速達サービス － GL

海運サービス － GL

鉄道貨物輸送 － NA

Sonia Baldeira（アナリスト）
土木・建設 － GL

原材料
Jason Miner（アナリスト） 
Marc Fields（アソシエイト）
農薬 － GL

基礎化学品 － GL

特殊化学品 － GL

Ken Hoffman/Yi Zhu（アナリスト） 
Christopher Krug（アソシエイト） 
Zhuo Zhang（アソシエイト） 
Oliver Nugent（アソシエイト）
アルミニウム － GL

非鉄金属 － GL

石炭事業 － GL

銅 － GL

貴金属採掘 － GL

原料サプライヤー － GL

鉄鋼製造GL

テクノロジー
Anand Srinivasan（アナリスト） 
Sean Ford（アソシエイト）
コンピューター・ハードウエア － GL

コンピューター記憶装置 － GL

半導体 － GL

アナログIC － GL

Jitendra Waral（アナリスト） 
Simon Chan（アソシエイト）
EMS／ODM － GL

家電 － GL

メモリー、IC － GL

Anurag Rana（アナリスト） 
Charles Mead（アソシエイト）
アプリケーション・ソフトウエア － GL

ITサービス － GL

インフラ・ソフトウエア － GL

情報サービス － GL

John Butler（アナリスト） 
Matthew Kanterman 
（アソシエイト）
データ・ネットワーキング － GL

携帯電話 － GL

電気通信事業者 － NA
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対象セクターおよび業種（続き） ブルームバーグ  
プロフェッショナル  
サービス

ブルームバーグは、ビジネス・金融プロフェッショナルが必要とする情報を
1つのプラットフォームで提供する情報サービスおよびメディア会社になる
ことを目指して、1982年に設立されました。以来、ブルームバーグは、常に
革新的なテクノロジー、揺るぎない顧客視点、市場変化への迅速な対応を
追及してきました。ブルームバーグ プロフェッショナル® サービスは、金
融プロフェッショナルのためのパワフルで柔軟性に富んだツールです。現
物やデリバティブ市場から、株式、通貨、コモディティ、マネーマーケット、
国債・地方債、モーゲージ、指数、保険、法律に至るまで、多岐にわたる
ニーズにお応えします。リアルタイムで多様なデータ、ニュース、分析機能を
シームレスに統合した究極の総合ソリューションです。

また、オンデマンドのマルチメディア・コンテンツ、広範囲にわたる電子
取引機能、優れたコミュニケーション・ツールもブルームバーグの重要な
コンテンツです。そのため、金融・ビジネス・行政機関における意思決定権
者もブルームバーグのサービスを利用しています。多様なサービスと充実
した機能を1つのプラットフォームにまとめ、定額料金で提供するブルーム
バーグ プロフェッショナル サービスは、ビジネス・金融プロフェッショナル
にとって、ビジネスゴールを達成するための必要不可欠なツールとなってい
ます。



本資料に含まれるデータは、説明のみを目的としています。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 データ、およびブルームバーグ インテリジェンス（以下「サービス」）は、アルゼンチン、 
バミューダ、中国、インド、日本、および韓国（「BLP諸国」）を除くすべての地域において、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（「BFLP」）が保有し、配信しています。BFLPは、ブルームバーグ・エル・ピー 
（「BLP」）の完全子会社です。BLPは、当該サービスに関するグローバル・マーケティングおよび業務に関する支援とサービスをBFLPに提供し、当該サービスを直接、またはBLP諸国内において
は、BFLP以外の子会社を通じて配信しています。当該サービスを介して配信される一部の機能は、豊富な経験を有する機関投資家のみを対象とし、また、必要とされる法的な許認可等が得られている場
合にのみ利用できます。BFLP、BLP、およびそれらの関連会社は、当該サービスに含まれる価格または情報の正確性を保証しません。当該サービスに含まれるいかなる事項も、BFLP、BLP またはそれら
の関連会社による金融商品の募集、投資助言、または投資戦略もしくは投資銘柄の「買い」、「売り」、もしくは「ホールド」の推奨とはみなされません。当該サービスに含まれる利用可能な情報は、投資判断
基準として充分な情報であるとはみなされません。ブルームバーグ、ブルームバーグ プロフェッショナル、ブルームバーグ マーケッツ、ブルームバーグ ニュース、BLOOMBERG ANYWHERE、ブルーム 
バーグ トレードブック、ブルームバーグ テレビジョン、BLOOMBERG RADIO、ブルームバーグ出版、およびBLOOMBERG.COMは、デラウェア州のリミテッド・パートナーシップであるBFLPまたはその
子会社の登録商標およびサービスマークです。
©2014 Bloomberg Finance L.P. 無断複写･複製･転載を禁じます。 S45040572_JP 1114
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ジェンスに関する詳細は、各地域の営業担
当者までお問い合わせください。

北京                      
+86 10 6649 7500

ドバイ                      
+971 4 364 1000

フランクフルト                    
+49 69 9204 1210

香港                      
+852 2977 6000

ロンドン                    
+44 20 7330 7500

ムンバイ                     
+91 22 6120 3600

ニューヨーク                    
+1 212 318 2000

サンフランシスコ                     
+1 415 912 2960

サンパウロ                    
+55 11 2395 9000

シンガポール                     
+65 6212 1000

シドニー                     
+61 2 9777 8600

東京                       
+81 3 3201 8900


