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アカウント設定／用語説明 

お客様番号 (Account/Customer Number) 

ご請求対象のSID（ライセンス）、専用回線、またはサービスが設置されたすべ

ての拠点に対して作成されます。請求書処理／管理の目的で必要な場合は、１

つの拠点に複数のアカウント番号を作成できます。 

ファーム番号 (Firm Number) 

各アカウントはファーム番号の下に作成されます。ファーム番号は、関連する

すべてのアカウントを１つのグループにまとめる「包括」番号です。同じアカ

ウント／事業体は、互いに資本関係にある必要があります。 

SID 

＝契約管理ID 

SIDは、ブルームバーグライセンス（サブスクリプション）一つ一つに紐づく固

有の契約管理番号です。SIDは、あらゆるアクセス権や取引所に紐づけられてお

ります。ライセンスに割り当てられたSIDは「請求対象」とみなされ、 SID単位

で課金されます。 

UUID 

＝固有ユーザーID 

UUIDは、各ブルームバーグログイン（ログイン名）に割り当てられた固有の番

号です。 
 

ライセンスの種類 

Bloomberg Anywhere (BBA) 

ユーザー毎のお支払い 

• APOD（ソフトウェア上）を作成するか、bba.bloomberg.net（ウェブサイ

ト）経由でどこからでもログインできます。 

• モバイル端末上のBloomberg Professionalアプリからログインできます。 

• ログイン名、パスワード、指紋認証を使用してログインできます。 

Bloomberg Professional (共有端末) 

端末・シリアル番号毎のお支払い 

• 複数のログインを作成できます。 

• 使用できるのは同一ファーム内のシリアル番号のみです。 

• １つのシリアル番号につき、複数ユーザーの同時ログインはできませ

ん。 
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シリアル番号（S/N） 

インストールされたソフトウェアには、端末ごとに固有のシリアル番号が付与

されます。S/Nは<CANCEL>キーを押すと画面左下に表示されます。すべてのシ

リアル番号はSID番号に関連付けられます。 

アクセス・ポイント(Access Point) 

アクセス・ポイントは、Bloomberg Anywhereライセンスの初回導入時に発行さ

れるシリアル番号です。 

APOD (Access Point on Demand) 

＝アクセス・ポイント・オンデマンド 

APODはBloomberg Anywhereユーザーが作成できるシリアル番号です。 

• ブルームバーグから提供されたルーター／専用回線（「プライベート IP」

とも呼ばれる）に接続されたPCを使用する場合、認証作業なしで簡単に

APODを作成できます。初期設定ではデフォルトでトランザクション・

プロダクト機能が有効化されています。また、ブルームバーグ・ルー

ターが複数のファームで共有されている場合、 APODの作成には

Bloomberg Anywhereのログイン名が必要です。 

• ブルームバーグ・ルーターに接続されていないPCを使用する場合（イン

ターネット接続）は、有効なBloomberg Anywhereのログイン名、パスワ

ード、およびB-Unit（指紋認証機器）が必要です。このとき初期設定で

は、トランザクション・プロダクト機能を持たないAPODが作成される

ので、トランザクション・プロダクトを使う場合はAPOD管理者に連絡

をし、アクセスの有効化を行ってもらう必要があります。 

※ APODは、自動的に有効期限が切れるように設定されています。ログイ

ンしていない状態が一定期間経過すると（以下参照）、シリアル番号は

自動的に無効になります。その場合、新たにAPODを作成する必要があ

ります。 

自動失効 

インターネット接続   ＝30日 

ルーター接続／プライベートIP  ＝60日 

共有端末 

共有端末のシリアル番号は、請求対象の契約に紐づけられています。共有端末

のシリアル番号は基本的に変更されることはなく※、常にログインページに表

示されます。上記のアクセス・ポイントやAPODとは異なり、共有端末はライ

センスを解約しない限りシリアル番号の有効期限はありません。 
※例外あり 

＊Bloomberg Anywhereへの切り替えをご希望の場合は、弊社営業担当までお問い合わせ
ください。 
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ターミナル設定のための参考資料 

リンク： 
https://about.bloomberg.co.jp/documentation/ 

 

ハードウェア要件・・・ 『ブルームバーグ・ユーザーのワークステーションの

要件』 を参照してください。 

ソフトウェア要件・・・ 『ソフトウェア互換性マトリックス』 を参照してく

ださい。 

ネットワーク要件・・・ 『ネットワークの要件』 （トランスポートとセキュ

リティ仕様）の説明を参照してください。 
 

ブルームバーグ・ソフトウェアのダウンロード 

ブルームバーグ・ソフトウェアはWindowsのみ対応です。Mac OSには対応して

おりません。代替手段として、Mac OS上でWindows環境を用意いただき、その

上にインストールしてください。 

1. 次のブルームバーグのウェブサイトから、ブルームバーグターミナルの

ソフトウェア最新版をダウンロードします。 

https://about.bloomberg.co.jp/software-support/ 

 

2. 「ブルームバーグターミナル－新規／アップデートインストール」 をダ

ウンロードしてください。（アプリケーションを一旦デスクトップに保

存してから実行されることを推奨します。） 
 

Bloomberg Anywhereウェブサイト 

リンク： https://bba.bloomberg.net 
 

ブルームバーグ・ソフトウェアをインストールできないMacおよびPCの場合、

Bloomberg Anywhere のウェブサイト経由でブルームバーグにアクセスできま

す。このウェブサイトはBloomberg Anywhereユーザーのみが対象です。 
 

システム要件は、https://bba.bloomberg.net/Help を参照してください。 

https://about.bloomberg.co.jp/software-support/
https://bba.bloomberg.net/
https://bba.bloomberg.net/Help
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シリアル番号（S/N）のインストール 

ソフトウェアのインストール後、以下の画面が表示されます。 

 

※ 旧バージョンの接続ウィザードの設定については、 

https://about.bloomberg.co.jp/documentation/ から 

『アクセス・ポイント・オン・デマンド(APOD)』 を参照ください。 
 

 

 
 

 

 

1. 詳細設定は、IT ご担当者およびユーザーがシリアル番号の作成または既存

のシリアル番号の再インストール用のオプションにアクセスするために使

用できます。 

2. ログイン名とパスワードの入力箇所。 

3. ターミナルにすでに有効なシリアル番号がある場合、シリアル番号とソ

フトウェアのバージョンが表示されます。 

0.21 

 

0.21 

 

0.21 

 

https://about.bloomberg.co.jp/documentation/
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APODの作成 
– Bloomberg Anywhereライセンス用のシリアル番号作成について 
 

B-Unitを用いたAPOD作成 

B-Unitを持っているBloomberg Anywhere（BBA）ユーザーは、B-Unitでログインすること

でAPODを作成し、ソフトウェアを有効化できます。 

 

1. ブルームバーグターミナルのソフトウェアを起動 

2. Bloomberg Anywhereのログイン名とパスワードでログイン 
 
 

 
 
 

3. 指紋でB-Unit を認証 

4. 点滅する画面とB-Unit を同期 
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5. B-Unitコードを入力 

 

6. ターミナルが再起動し、ログイン完了 
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専用回線接続時のB-UnitなしでのAPOD作成 
 
専用回線に接続している端末の場合、ブルームバーグのログイン名を入力すること

で、正しいアカウント番号に関連付けられたシリアル番号を作成できます。ソフトウ

ェアの再起動後、ユーザーは自分のログイン名、パスワード、および指紋認証を使用

することで、通常通りログインできます。 

1. ブルームバーグターミナルのソフトウェアを起動 

2. 詳細設定をクリック 
 

 
 

3. ログイン名を入力し、クイック・インストールをクリック 

 

シリアル番号がインストールされた状態でソフトウェアが再起動し、ログ

インできるようになります。  
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インターネット接続時のB-UnitなしでのAPOD作成（ユーザー） 
 
インターネットに接続している端末の場合、ユーザーは旧接続オプションよりシリア

ル番号を作成できます。 

 

1. ブルームバーグターミナルのソフトウェアを起動 

2. 詳細設定をクリック 
 

 
 

3. シリアル番号のタブの中の旧接続オプションをクリック 
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4. アクセス・ポイントのタブを開き、ログイン名・パスワードを入力 
 

 
 

5. B-Unitコードを取得できない場合 のテキストの下にある 「ここをクリッ

ク」 ボタンを選択します 
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6. Eメールまたは携帯電話に認証コードを送信 
 

7. 受信したコードを入力 

 

シリアル番号がインストールされた状態でソフトウェアが再起動し、ログイン

できるようになります。  
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インターネット接続時のB-UnitなしでのAPOD作成（IT） 
 
インターネットに接続している端末にITご担当者がユーザーの代わりにシリアル番号

を作成する場合は、以下手順を行った後にブルームバーグカスタマーサポートまでお

電話ください。 

 

1. ブルームバーグターミナルのソフトウェアを起動 

2. 詳細設定をクリック 
 

 
 

3. 『アクセスキーで認証』 をクリック 
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4. ブルームバーグ・カスタマー・サポートまで電話をし、画面に表示されて

いるユーザーキーを 

お伝えください。 

※この際にユーザーのログイン名もしくはお客様番号が必要ですのでご確

認の上お電話ください。 
 

5. 発行されたアクセスキーを入力し、送信をクリック 
 

 
 

シリアル番号がインストールされた状態でソフトウェアが再起動し、ログ

インできるようになります。 
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BCHG（シリアル番号の再インストール） 

共有端末ユーザー向けシリアル番号の再インストール方法 

BCHGは以下の三点を満たしている場合にご利用いただけます： 

a. 共有端末のシリアル番号であること。 

b. ターミナルが現在接続されていない（アプリケーションが閉じられ

ている）。 

c. 端末のシリアル番号が過去30日間の再インストールが３回以内で

ある。 
 

BCHG を試行する際に、上記のセキュリティチェック項目のひとつでも満たさ

れていない場合、エラーメッセージが表示され、完了されません。 

その際、サービスチケットが自動作成され、ブルームバーグ・カスタマー・サポ

ートからお客様へご連絡いたします。 
 
 

ログイン名を用いたBCHG 
 
既存のログインをお持ちの場合には、自動でBCHGを実行することが可能です。 
 

1. ログイン名とパスワードでログイン 
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す：ブルームバーグ、Bloomberg Anywhere、ブルームバーグ・マーケッツ、ブルームバーグ・ニュース、ブルームバーグ プロフェッショナル、ブルームバーグターミナル、Bloomberg.com 登録商標またはサービスマークがこのリストに記載されてい

ない場合も、当該名称、マーク、またはロゴに対するブルームバーグの知的財産権を放棄するものではありません。無断複写･複製･転載を禁じます。 

 

 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

 

 
 

2. 以下の選択肢のいずれかを選択： 

a. S/N（シリアル番号）の再インストール－当該ユーザーが最後に

ログインした共有端末 S/N をインストール 
 

 
 

b. S/N の手入力－別のシリアル番号をインストール 

 

 
 

3. 作業者様の連絡先と BCHG の理由を入力し、Submitをクリック 
 

 
 
 

シリアル番号がインストールされた状態でソフトウェアが再起動し、ログ

インできるようになります。 
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専用回線接続時のシリアル番号を用いたBCHG 
 

専用回線に接続している端末の場合、ITご担当者はシリアル番号を用いてBCHGを実行

できます。 

 

1. ブルームバーグターミナルのソフトウェアを起動 

2. 詳細設定をクリック 
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3. 「シリアル番号で認証」をクリック 

 
 

4. 再インストールご希望のシリアル番号を入力 

5. 作業者様の連絡先とBCHGの理由を入力し、「次」をクリック 

※ ユーザーではなく、作業者様の連絡先を入力してください。 
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6. 入力内容を確認後、「送信」をクリック 
 

シリアル番号がインストールされた状態でソフトウェアが再起動し、ログ

インできるようになります。 
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インターネット接続時のINCHを用いたBCHG 
 

インターネットに接続している端末においても、ITご担当者が自分のアカウントを持

っている場合は 

INCH <GO>を用いてBCHGを実行できます。 

 

1. 既存のブルームバーグターミナルにログインをし、端末上にてINCH<GO>と

入力 

2. 左上のターミナル追加をクリック  
 

 
 

3. 再インストールご希望のシリアル番号および許可期間開始日時を入力 

※ 許可期間終了日時は、自動的に開始日時の24時間後に設定されます。 
 
 

 
 

4. 「再インストールの許可」 をクリックし、画面上に表示される認証コー

ドを書き留める 

 

5. シリアル番号を再インストールするPCに移動し、ブルームバーグターミナ

ルのソフトウェアを起動 
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6. 詳細設定を選択する 

 

7. シリアル番号で認証をクリックする
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8. シリアル番号を入力する 

 

9. 作業者様の連絡先と BCHG の理由を入力 
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ブルームバーグターミナルのサービスおよびデータ商品は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（以下"BFLP"）が所有、配信しています。ただし、(i) アルゼンチン、オーストラリアおよび太平洋諸島の一部の管轄区域、バミューダ、中国、イン

ド、日本、韓国、ならびにニュージーランドでは、ブルームバーグ・エル・ピーおよびその子会社（以下"BLP"）が、(ii) シンガポールおよびブルームバーグ・シンガポールオフィスの管轄区域では BFLP の子会社が、当該商品を配信しています。BLP 

は、BFLP およびその子会社にグローバルマーケティング業務ならびに運用支援・サービス業務を提供しています。BFLP および BLP は、これらの商品に含まれる情報が信頼に足る情報源から得られたものであると認識しておりますが、その正確

性を保証するものではありません。これらの商品が提供する情報および意見のいずれも、証券・コモディティの売買を勧誘するものではありません。以下は、デラウェア州の合資会社 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：ブルームバーグ、Bloomberg Anywhere、ブルームバーグ・マーケッツ、ブルームバーグ・ニュース、ブルームバーグ プロフェッショナル、ブルームバーグターミナル、Bloomberg.com 登録商標またはサービスマークがこのリストに記載されてい

ない場合も、当該名称、マーク、またはロゴに対するブルームバーグの知的財産権を放棄するものではありません。無断複写･複製･転載を禁じます。 

 

 

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

                                                   

 

10. INCH<GO>で書き留めた6桁のコードを入力する 

 

11. 住所が正しいか確認後、「次」をクリックする
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12. 情報を確認後、「FINISH」をクリックする 
 

      

 
        
 

ソフトウェアが再起動してログインできるようになります。 
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インターネット接続時における手動BCHG 
 
インターネット接続下で作業者様がアカウントを持っていない場合は、ブル

ームバーグカスタマーサポートにお電話いただき、アクセスキーを発行する

ことでシリアル番号を再インストールが可能です。 

1. 「詳細設定」をクリックする 
 

 

2. 「アクセスキーで認証」を選択 

 

3. ブルームバーグ・カスタマー・サポートまで電話をし、画面に表示されて

いるユーザーキーをお伝えください。 

※この際にユーザーのログイン名もしくはお客様番号が必要ですのでご確

認の上お電話ください。 
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4. 発行されたアクセスキーを入力し、送信をクリック 

 

 
 
シリアル番号がインストールされた状態でソフトウェアが再起動し、ログ

インできるようになります。 
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ソフトウエア・テスト／TOUR INSTALL 

APOD を作成する IT ご担当者向けに、TOUR INSTALL<GO>の機能を提供していま

す。この手順に従い、以下のブルームバーグ機能をテストできます。 

a. ソフトウェア更新 

b. キーボード・テスト 

c. PDF ダウンロード 

d. ブルームバーグ・ビデオ／音声 

e. ブルームバーグ API 

f. ブルームバーグ・スマートクライアント 

g. ウェブアクセス 

h. 印刷 
 

1. 1-BLOOMBERG の画面で<Esc>キーを押します。その後、｢TOUR INSTALL｣ と入

力して<Enter>キーを押して下さい。自動的にテストアカウントでログインさ

れます。 
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2. 続けて表示される TOUR INSTALL の言語ページから、言語を選択して次に進

みます。 
 

 

 

3. 各ステップを手動で実行してください。テストで使用される機能は､2-

BLOOMBERG に表示されます。エラーが検出された場合には、問題を修正し、

各テストを繰り返し実行して下さい。 
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APOD 管理者 

APOD 管理者：APOD<GO>から、ファームまたはアカウントに属するすべての 

APOD／ アクセス・ポイント／モバイル・デバイスにおけるトランザクショ

ン・プロダクト／取引システム機能に対し、アクセス権の有効化／無効化の設

定を行えます。 
 

APOD 管理者を登録するには、社内コンプライアンス・オフィサーを通してブ

ルームバーグ営業担当へご連絡ください。APOD 管理者は、Bloomberg Anywhere 

ユーザーであることが条件となります。 
 

登録された APOD 管理者は、APOD 契約書に電子システムを介して同意してい

ただく必要があります （APOD 管理者ごとに最初のアクセス時のみ必要）。同

意後、管理者にはAPOD トランザクション・プロダクト機能へのアクセス権を

更新する許可が与えられます。 
 

APOD 管理者は、APOD <GO>機能を実行して以下のページを起動できます。 
 

 

APOD<GO>および上記機能の使用法に関する詳細は、APOD D<GO>－『APOD 設

定マニュアル」の 19-25 ページを参照、または下記にて『アクセス・ポイン

ト・オン・デマンド (APOD)』の資料を参照してください。 
 

https://about.bloomberg.co.jp/documentation/ 
 

https://about.bloomberg.co.jp/documentation/
https://about.bloomberg.co.jp/documentatio
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役に立つターミナル機能 

以下の機能名を入力し、<Enter>／<GO>キーを押します。 

 
機能 概要 

ENTV 
ユーザー／オフィス／ファームが契約している第三者情報

提供社のアクセス権 

IDOC ブルームバーグ関連資料 

BLP ブルームバーグ・ローンチパッド 

MGU ブルームバーグ・メッセージ設定 

BBPC ブルームバーグ・ソフトウェア／ハードウェア要件および

テクニカル資料 

BTTC ブルームバーグ・テクノロジー・トレーニング・サーティ

フィケーション 

BU ブルームバーグ・トレーニングツール 

UUF ブルームバーグ・パスワードの変更 

TZDF 標準時間帯の初期設定 

CMPC コンプライアンス・センター 

CONN 接続ウィザード 

DSCL 免責条項管理 

EIS 取引所リスト＆アクセス権 

GCSN グローバル・カスタマー・サポート電話番号 

INQ ヘルプデスク 

IBSR IB チャット検索 

CRCO チーフリスク＆コンプライアンスオフィス 

PCPN プライバシー＆著作権ポリシー 

NOTE パーソナル＆共有ノート 

SPDL パーソナル・アドレス帳 

UPGR ブルームバーグ・ソフトウエア・ステータス 

HDSK ヘルプデスク履歴 

APOD AL ファーム別 APOD 管理者リスト 

IAM ユーザー／セッション情報 
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災害復旧サービス （DRS） 

概要 

ブルームバーグは、災害などによる主要拠点へのサービスが中断されるなどの

非常事態が発生した際に備えて２つのオプションを提供します。Bloomberg 

Anywhere をご利用の場合は、どこからでもインターネット接続を介してログ

インできます。一方で共有端末をご利用の場合は、災害復旧サービスを通じ

て、ブルームバーグターミナルへの一時的なリモートアクセスをご提供しま

す。 
 

Bloomberg Anywhere 

Bloomberg Anywhere は、インターネット接続を介し、どの PC からでもブルームバーグ

ターミナルへのアクセスを可能にするため、通常のログインと同じライセンスを利用

してどこからでもアクセスができます。 

非常事態発生時においても滞りなくサービスを利用できるよう、バックアップ拠点に 

APOD を作成できます。APOD は、ブルームバーグの担当者を通さずに、いつでもお客

さま自身で作成できます。 

災害復旧サービスとは（共有端末ユーザー用） 

端末を通常使用する主要拠点でアクセスが中断されても、災害復旧サービスに加入し

ている場合、共有端末ユーザー様でも継続して端末をご利用いただけます。災害復旧

サービスでは、通常オフィスで固定端末としてご利用いただいているブルームバーグ

端末への一時的なリモートアクセスをご提供します。取引機能や取引後機能へもアク

セス可能です。 

災害復旧サービスにおける料金に関しては、各ファームの共有端末の契約数に基づい

ております。こちらのサービスにおける料金等の詳細については、端末上でDRS<GO>

と検索いただくことでご確認いただけます。また、弊社の営業担当にご連絡いただけ

れば随時対応いたします。 
 

災害復旧サービスのご利用方法 

1) APOD：ユーザー様ご自身のパソコンにソフトウェアをダウンロードいただ

き、シリアル番号をインストールすることでアクセスが可能です。 

2) リモートアクセス：社内リモート環境を利用して会社にある共有端末にリモー

トログインが可能です。 

3) ウェブサイト：Bloomberg Anywhereのウェブサイト (bba.bloomberg.net) からア

クセスする方法。Citrix Workspace アプリケーションあるいはHTML5を満たして

いるブラウザーを利用してアクセスできます。  
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ロジカルシリアル番号とは  
 
災害復旧サービスを利用して端末にアクセスいただく場合、ユーザー様のアカウ

ントが共有端末専用のシリアル番号に紐づけられる必要があります。 

• ユーザー様が最後に直接アクセスした共有端末のシリアル番号が自動的に

アカウントに紐づけられます。 
• 新しくアカウントを作成した場合、ブルームバーグカスタマーサポートに

お電話いただくか、弊社の営業担当に直接ご連絡いただき、手動でアカウ

ントにシリアル番号を紐ずける必要があります。 
• 同じ共有端末のシリアル番号が紐づいているユーザーは同時にログインが

できません。ご注意ください。 

 
 

災害復旧サービスの有効化 

１． DR管理者様はブルームバーグカスタマーサポートにお電話ください。 

２． 有効化単位（ファーム番号・お客様番号・ログイン名のいずれか）と有

効期間をお伝えください。 

３． 管理者様のご本人様確認を認証コードを用いて行います。 
４． 以上が災害復旧サービスの有効化の必要作業です。こちらをもって、ユ

ーザー様がサービスをご利用可能になります。 
 
 
 

災害復旧サービスご利用時のログイン方法 

１． ログインとパスワードを入力 

２． 認証コードを送信 

３． 受信したコードを入力後、ログイン 
 
 
 

災害復旧サービスご利用時の注意点（その他） 
・DR 管理者様のみが災害復旧サービスの有効化及び延長可能です。DR 管理者様

を変更・追加希望の場合は、営業担当までご連絡くださいませ。 

・災害復旧サービスを有効化する際、以下のいずれかを有効化単位として選択く

ださい。 

１． ユーザー単位：ユーザーアカウントにアクセスする方のみのご利用 

２． お客様番号単位：お客様番号に包括されたアカウントのご利用 

３． ファーム単位：ファームに包括されたアカウントのご利用（全支店） 
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アカウント管理用 

オンライン・カスタマー・サービス・ ポータル 

リンク：https://service.bloomberg.com/ 
 

2010 年に作成されたマーケットデータ担当者用オンライン・プラットフォーム

（旧オンラインSOR ポータル／ウェブポータル）です。オンラインで注文の入

力や、契約の受諾／署名ができます。ここ数年で、マーケットデータ担当者や 

IT 担当者がブルームバーグターミナルのアカウント管理に活用できるよう、お

問い合わせ先、請求書、取引所情報などの新しい項目が追加されました。契

約の管理、新しいサービスおよび取引所の注文、請求書の管理が簡単に行えま

す。 

ポータルをご利用のお客さまは、勤務先の E メールアドレスがログイン名とし

て登録されます。ターミナルのユーザーログインは、ポータルには必要ありま

せん。 

アクセスのリクエストは、ブルームバーグの担当営業までお問い合わせく
ださい。 

 

https://service.bloomberg.com/
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端末注文 

オンラインで注文を送信し、注文処理を

より迅速にできます。 
 

• 24 時間 365 日、いつでも注文可能 

• ライセンスの追加／移動 

• 機器の変換 

• Bloomberg Anywhere への変換 

• Bloomberg Anywhere ユーザーの

入れ替え 

• 注文一覧 

• B-Unit の注文 

 

 

端末の取引所 

リアルタイム取引所データの管理、承認

等ができます。 
 

• ユーザーがリアルタイム取引所デー

タの閲覧を EIS<GO>経由でリクエス

トする際の承認を管理 

• ユーザー、プロダクト、ティッカー

に基づき取引所を更新 

• 既存ユーザーから別のユーザーへ

取引所アクセス権プロフィールを

コピー 

• リアルタイムオプション権契約一覧

表の登録をモニター 

• 価格情報のダウンロード 
 
 

 

契約 

ブルームバーグを経由せずに、すべての

契約を１カ所でオンライン管理・モニター

できます。 
 

• 契約書、サービス別表などの書類を

ダウンロード 

• 契約の電子受諾・電子署名 

• 電子署名済み契約の表示と

アーカイブ 

• 保留中の契約で執行予定の注文を

表示 
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サポート 

ブルームバーグのサポートチームに直接

リクエストを送信できます。 
 

• 経理 

• 契約 

• ターミナルの取引所 

• テクニカルサポート 

• サプライチェーン 

 
 

 

請求書 

請求書情報およびアカウントに 24 時間 

365 日、いつでも安全かつ簡単にオン

ラインでアクセスできます。 
 

• 直近および過去の請求書の写しを

ダウンロード（最大 12 カ月まで） 

• ライセンス、ライセンス・タイプ、

ユー ザー連絡先、ユニット価格等

の情報が掲載される請求書明細の 

SID リポートをダウンロード 

• 請求書連絡先・住所情報の変更 
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請求書関連リポート 
 

1) カスタマー・サービス・ポータルにアクセスし、自分のログイン名でログ

インします 

2) 「請求＞未払金額」をクリックして、未処理の請求書をダウンロード 

または、「請求＞支払済金額」をクリックして、過去の請求書を最大 12 カ

月分までダウンロード 

3) 「SID リポート」を クリックして、以下のリポートの詳細をダウンロード 
 

テキスト形式：請求書上のアクティビティ、インベントリ、取引手数料が

記載されたテキスト形式のリポート。 
 

登録／変更アクティビティ：アカウントの SID アクティビティを追跡するセ

クション。前回の請求書以降のインベントリのすべての変更が時系列で一

覧表示され、各取引が SID インスタンスで識別されています。 
 

 現在の登録数：請求時点で有効な SID 番号がすべて一覧表示されます。シリ

アル番号等から SID の追跡を容易にするため、各 SID の現在のシリアル番号

がここに記載されます。 
 

 取引所／第三者情報提供社の変更：毎月発生する各提供社への料金に関連

付けられた SID 番号がすべて一覧表示されます。 
 

SID 請求書詳細：各 SID の請求周期と当項目の総計が一覧表示されます。こ

れは現在、SID 請求書リポートの一部に統合されています。以前は、この情

報は請求書のみで確認可能でした。 
 

取引所／第三者情報提供社の ETD 変更：毎月発生する各提供社への料金に

関連付けられた SID 番号がすべて一覧表示されます。「権限付与 ID」項目が

新たに追加されました。 
 

ペイ・パー・ビュー詳細：毎月発生する BMART 請求額に関連付けられた 

SID 番号がすべて一覧表示されます。 
 

アプリポータル詳細：毎月発生するアプリポータルサービス料金に関連付

けられた SID 

番号が一覧表示されます 
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お問い合わせ先 

お客さまの地域におけるカスタマーサポートの電話番号で、お近くのサポート

デスクにお問い合わせいただけます。 

オーストラリア－メルボルン +61-3-9228-8700 

オーストラリア－シドニー +61-2-9777-8600 

中国－北京 +86-10-6649-7500 

中国－上海 +86-21-6104-3000 

香港 +852-2977-6000 

インド－ムンバイ +91-22-6120-3600 

インド－ニューデリー +91-11-4179-2000 

インドネシア +62-21-2355-3000 

日本 +81-3-4565-8900 

韓国 +82-2-3702-1600 

マレーシア +60-3-2302-7800 

ニュージーランド +64-4-498-2200 

フィリピン +63-2-789-7000 

シンガポール +65-6212-1000 

スリランカ +94-1-1735-1333 

台湾 +886-2-7719-1500 

タイ +66-2-98-7400 

ベトナム +84-24-3935-950 

 

 
または、 <Help>キーを 2 度押して、ブルームバーグターミナルから 

年中無休 24時間対応のリアルタイムサポートをご利用ください。 


