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B-UNIT 5は、ブルームバーグ ターミナルへの安全なアクセスを
確保するため、BLOOMBERG ANYWHEREログイン時に本人
確認の指紋認証を行うデバイスです。

BLOOMBERG ANYWHEREユーザーの指紋がB-Unit5に登録
され、アカウントに紐づけされます。登録された指紋をスキャンす
ることでデバイスが有効化されます。有効化されたデバイスをブ
ルームバーグ端末にかざすと、デバイスに認証コードが表示さ
れ、端末に入力することでブルームバーグ　ターミナルへアクセ
スできます。（認証コードの作成には、ブルームバーグの同期シス
テムが利用されています。） 

•  小型で携帯に便利。  
•   インストールされたブルームバーグ・オープンターミナルと

BLOOMBERG ANYWHEREターミナルの両方で使用可能。  
•   指紋認証センサーにより、登録されたユーザーのみログイン可

能。  
•   ログインの進行状況をB-UNIT 5の有機EL（OLED）ディスプレ

イに表示。  
•   B-UNIT 5をブルームバーグ端末の画面にかざして同期中、一

体型受光センサーからデータを受信。  
•  デバイスの平均寿命は約2年以上。  
•   ブルームバーグ・キーボード4、ブルームバーグ・キーボード5、ま

たは標準マイクロUSBポートで充電可能。
•  指紋認証情報を安全に保管。

B-UNIT 5について

ソフトウエア要件

以下のいずれか1つ以上：

•  ブルームバーグ ターミナル

•   BLOOMBERG ANYWHERE — 最新のソフトウエア要件は、https://
bba.bloomberg.net/Helpを参照してください

•   iPhone、iPad、またはAndroid用BLOOMBERG ANYWHERE
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B-UNIT 5の特徴

1.  指紋タッチセンサー 

2.   OLED（液晶）ディスプレイ  

3.  ストラップホール

4.  電源ボタン

5.  同期センサー 

6.  シリアル番号

7.  マイクロUSBポート 

B-UNIT 5の仕様

製品サイズ 3.4 x 2.1 x 0.2インチ（85.6 x 54 x 5.3ミリ ）

製品質量 0.9 オンス（26g）

USB電源 5V、100mAw
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B-UNIT 5の指紋登録

B-UNIT 5の設定・使用方法

B-UNIT 5をご利用いただくお客様には、当デバイスへの指紋登録が必要となります。
登録されている指紋の変更が必要な場合は、弊社カスタマサポート(＋81-3-4764-
8900)までご連絡ください。 

1.   ユーザー名・パスワードを入力し、ログインボタンを選択または<GO>キーを押しま
す。＊ユーザー名を既にお持ちのお客様はログイン後、BA<GO>にて同様の画面を
表示させることが可能です。

2.   左側に表示される「B-UNITデバイス登録」を選択します。

3.   弊社プライバシーポリシーを確認の上、「Get Started（同意）」をクリックします。  

4.  ユーザー名とパスワードを入力し、「Next（次へ）」をクリックします。

5.   B-UNIT 5デバイスの背面に記載されている8ケタのシリアル番号を入力し、「Next（次へ）」をク
リックします。 
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6.   電源ボタンを押して、デバイスを起動してください。液晶ディスプレイに「Ready to Sync（
同期の準備完了）」または「Place finger to Verify（指を置いて認証してください）」とい
うメッセージが表示されます。ブルームバーグ端末の画面で該当するオプションを選択し、

「Next（次へ）」をクリックします。

7. 
  「Place finger to Verify」を選択された場合は、デバイスをリセットする必要があります。電
源が入った状態で電源ボタンを3回押し「Reset Mode」という表示になりましたら、「Next（
次へ）」をクリックします。
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8.   点滅画面が表示されましたら、B-unitを同期します。 

注：画面は、登録手続きが完了するまで点滅し続けます。 

10.   同期が完了しましたら、B-UNIT 5の液晶ディスプレイに「Place Finger to Enroll（指を
置いて登録してください）」と 表示されます。指紋認証センサーの中央に、登録する指の
腹を置いてスキャンしてください。

9.   B-UNIT 5の受光センサーを、画面の点滅部分から2㎝程の距離でかざします。B-UNIT 5の
液晶ディスプレイに「Move closer to the monitor（モニターに近づけて ください）」と表示
された場合、B-UNIT 5をモニターに近づけるか、デバイスの受光センサーと画面の点滅部
分の位置が揃っていることを確認してください。  
B-UNIT 5の液晶に表示されるゲージにて、データ受信の進行状況が確認できます。

11.   画面の指示に従いスキャンをし、センサーから指を離し、再び指を置きます。 
注：繰り返し指をセンサーから離して再び置く必要があります。最初の位置から指をわずかにずらして登録を
します。こ れにより、すでにスキャンされた指紋の部分と、まだスキャンされていない部分が広い範囲で登録
されます。



ログイン方法について 
B-UNIT 5の指紋登録が完了しましたら、下記3つのアクセス方法からログイン可能となりま
す。 

•   PCワークステーションのブルームバーグ ターミナルソフトウェアからログイン。 

•   BLOOMBERG ANYWHERE — インターネットブラウザを利用して https://bba.
bloomberg.netからログイン。

•   iPhone、iPad、またはAndroid用BLOOMBERG ANYWHERE — ブルームバーグ  
プロフェッショナルのアプリケーションからログイン。 
 
＜ブルームバーグ ターミナルソフトウェアからログイン＞

1.  ブルームバーグターミナルを起動し、ログイン画面でユーザー名とパスワードを入力しま
す。ログインボタンを選択または<GO>キーを押します。 

2.   B-UNIT 5の電源ボタンを指で押して、電源を入れます。液晶が付きますと、
「Bloomberg（ブル ームバーグ）」の起動画面から「Place finger to verify（指を置い
て認証してください）」と表示されます。 
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12.   登録が完了すると、B-UNIT 5のディスプレイに4ケタのコード（英数字）が表示されます。
万が一登録を失敗した場合は、画面上に表示される「Try Again （再試行）」を選択し、
ステップ6～9を繰り返してください。

13.   ブルームバーグターミナル画面の「B-Unitコード」欄に4ケタのコード（英数字）を入力し、
「Finish(完了)」をクリックします。登録が完了した場合は「Enrollment successful（登

録完了）」と表示されます。その後、B-unit５でのログインが可能となります。
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3.   登録した指の腹を指紋認証センサーの中央に置いてください。認証されましたら
「Verified」という表示に変わります。

4. 本人認証が完了すると、B-UNIT 5ディスプレイに「Ready to Sync」と表示され、下に画
面同期の進行状況のゲージが表 示されます。B-UNIT 5の受光センサーを、画面同期セ
ンサーに合わせて画面の点滅部分にかざします。 

  B-UNIT 5のディスプレイに「Move closer to the monitor（モニターに近づけてくださ 
い）」と表示された場合、B-UNIT 5をモニターに近づけるか、B-Unit 5の受光センサー
と 画面の位置が合っていることを確認してください。B-UNIT 5の液晶に表示されるゲ
ージで、データ受信の進行状況を確認できます。

5.   画面同期が完了すると、B-UNIT 5のディスプレイに4ケタのコード（英数字）が表示さ
れます。

6.   ブルームバーグ ターミナル・アプリケーションの「B-Unitコード」欄に4ケタのコードを
入力し、<GO>キー押してログインが完了します。

トークンコードについて
一部のブルームバーグ・サービスにアクセスする際、トークンコードの入力を求められること
があります。＊iPhone、iPad、またはAndroid用BLOOMBERG ANYWHERE — ブルー
ムバーグ プロフェッショナルのアプリケーションでのログイン時、トークンコードの入力が
必要となります。

1.   B-UNIT 5の電源ボタンを指で押して、電源を入れます。液晶が付きますと、
「Bloomberg（ブル ームバーグ）」の起動画面から「Place finger to verify（指を置
いて認証してください）」と表示されます。 
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2.   登録した指の腹を指紋認証センサーの中央に置いてください。認証されましたら
「Verified」という表示に変わります。

3.   本人認証が完了すると、トークンコード（８桁の番号）がB-Unit上に表示されます。 

4.  ログインしているアプリケーションに表示されたトークンコードを入力欄に入力します。

B-UNIT 5の電源を切る方法
B-UNIT 5の電源は、電源入れた状態で放置したまま時間が経過すると自動的に切れま
す。手動でB-UNIT 5の電源を切る場合は、3秒間電源ボタンを押し続けます。 

B-UNITのバッテリー残量状況確認と充電方法
B-UNIT 5を起動すると、ディスプレイの右上にバッテリー残量の表示がございます。バッテ 
リー残量は4段階に分けて残量ランプが表示されます。

Full（フル充電）

Good（十分にある）

Low（残量わずか）

Empty（バッテリー切れ）

B-UNIT 5は、マイクロUSBケーブルに接続、又はブルームバーグ・キーボード4、ブルー ム
バーグ・キーボード5のB-UNIT専用差し込み口に挿入して頂いて充電可能となります。 
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プロダクト ID
モデル：         10051377

製造元：         Bloomberg L.P. 
    731 Lexington Ave 
    New York, NY 10022 
    +1 212 318 2000

製造国：         メキシコ

ブルームバーグご利用者様は、下記に記載した条件のいずれかに該当する場合B-unit
デバイスをご返却ください。（1）お持ちのB-UNITの新しいデバイスと交換をご希望される
場合、（2）ブルームバーグのご利 用を停止する場合、（5）上記以外の理由でB-UNIT 5（そ
の他のB-UNITを含 む）のご利用を停止する場合。ご返却手続きに関しましては、www.
Bloomberg.com/foundをご覧いた だくか、お客さまの地域を担当するRMA（返品担
当）オフィスまでご連絡くだ さい。

•  米国 +1 212 647 6535、+1 877 830 6100

•  欧州・中東・アフリカ +44 20 7330 7313もしくはreturn2@bloomberg.net

•  アジア太平洋 +852 2977 6787

•  中南米 +55 11 2395 9044 

お問い合わせは、24時間承っております。ブルームバーグ ターミナル上で<HELP>キーを
2度押すか、以下のグローバル・カスタマー・サポートまでお電話ください。

B-UNITの返却

•  ニューヨーク +1 212 318 2000

•  ロンドン +44 20 7330 7500

•  香港 +852 2977 6000

•  サンフランシスコ +1 415 912 2960

•  フランクフルト +49 69 92041 0

•  シンガポール +65 6212 1000

•  サンパウロ +55 11 3048 4500

•  東京 +81 3 4565 8900

•  シドニー + 61 2 9777 8600



10

認可
注
この機器は、FCC規格Part 15に従い検査され、「クラスBデジタル機器」に関する制限に適合することが確認
されています。この制限は、この機器を住宅に設置する際に有害な干渉を適切に防ぐことを目的としています。
この機器は、無線周波エネルギーを生成、使用および放射します。そのため、説明書に従って正しく設置およ
び使用しない場合、無線通信に有害な干渉を与える可能性があります。ただし、特定の設置条件で干渉が発
生しないことを保証することはできません。この機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を与える場合
は、次のいずれかの方法で干渉を除去することをお勧めします。なお、この機器が干渉の原因かどうかは、機器
の電源を切断し、再度投入することで確認できます。

•  ラジオまたはテレビのアンテナの向きまたは設置場所を変える。
•  ラジオまたはテレビから離れた位置に機器を設置する。
•   ラジオまたはテレビとは別の回路にあるコンセントに機器を接続する。
•  販売者または経験豊富なラジオ／テレビ技術者に相談する。

「クラスBデジタル機器」の制限に準拠するこの機器は、カナダのInterference-Causing Equipment 
Regulationsで規定されているすべての要件を満たします 

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur  
le matériel brouilleur du Canada.

警告
明示的に認可されていない変更や修正を行うと、本機器を使用する権限が無効になることがあります。

FCCコンプライアンスに関する表明
このデバイスは、FCC規則パート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件を満たすことが条件となりま
す。 
 （1）本デバイスは、有害な干渉を引き起こしてはならない。（2）本デバイスは、望ましくない動作を引き起こす
可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

カナダ産業省の規制情報
本デバイスは、カナダ産業省のライセンス免除RSSに準拠しています。操作は以下の2つの条件を満たすことが

条件となります。（1）本デバイスは、干渉を引き起こしてはならない。（2）本デバイスは、本デバイスの望ましくない動作
を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れなければならない。
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio  
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit  
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique  
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

配送
商品には、以下の内容物が含まれます。 
品目：B-UNIT 5
タイプ：充電式リチウムイオン電池を含む
国連試験基準マニュアル（UN Manual of Tests and Criteria）第111項38.3の試験に合格しています。また、国際
航空運送協会（IATA）および／またはその他の適用される輸送規則に従います。

! 注意事項  !
•  B-UNIT 5を焼却したり、華氏140度／摂氏60度を超える場所に置いたりしないでください。
•   内臓バッテリーを火の中や火の近く、ストーブの上、暑い日の車中など、高温の場所に置かないでください。 
•  B-UNIT 5を開いたり、穴を開けたり、押しつぶしたり、分解したり、乱暴に扱わないでください。 
•   B-UNIT 5には、リチウムバッテリーが入っています。乱暴に扱うと、バッテリーが過熱し、爆発したり発火したりして、

大けがをするおそれがあります。バッテリーを取り外したり、取り替えたり、再充電したりしないでください。 
•   B-UNIT 5が異臭を放ったり、変色や変形、その他異常が見受けられたりした場合は、直ちに使用を中止し、ブルー

ムバーグまでご連絡ください。 

! 光感受性発作に関する注意事項  !
•   閃光や光の点滅などの視覚刺激により、発作が誘発される例があります。発作やてんかんの履歴のない人であって

も、これらが誘発されることがあります。 
•   これらの発作には、さまざまな症例があります。症例としては、頭のふらつき、視覚の変化、ふるえ、目や顔のけいれ

ん、方向感覚の喪失、意識混濁、ひきつけがあります。B-UNIT 5の使用中にこれらの症状が見られた場合は、ただ
ちに使用を中止して医師にご相談ください。 

製品安全性 素材試験 中国 オーストラリア ウクライナ インド



1981年以降、ブルームバーグ ターミナルは、重要な意
思決定に不可欠なリアルタイム・データやニュース、分
析機能へのアクセス手段として、ビジネスや金融のプロ
フェッショナルには欠かせないツールとなっています。タ
ーミナルは、アセットクラスの情報－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－すべてを網羅し、各情報がオンデマンドのマルチメ
ディア・コンテンツ、広範囲な電子取引機能、優れたコ
ミュニケーションツールとシームレスに統合しています。

ブルームバーグ ターミナルについて
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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

サンパウロ 
＋55 11 2395 9000

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 

上海 
+86 21 6104 3000

シンガポール 
+65 6212 1000

シドニー 
+61 2 9777 8600

東京 
+81 3 4565 8900

本資料に含まれるデータは、例示を唯一の目的としています。  © 2021 Bloomberg 1027942 0521

Take the next step.
詳細につきましては、 
ブルームバーグ ターミナルの 
<HELP>キーを2度押して 
お問い合わせください。

bloomberg.com/professional


