
 FTSE債券インデックス・ブルームバーグ・アクセス申請フォーム 

Application for Bloomberg Access to FTSE Fixed Income Indexes

申請方法

1.下記のフォームをアルファベットにてご入力ください。

2.ファイル名にご氏名を付加して、保存してください。（例:bloomberg_access_form_TaroYamada.pdf）
3. PDFファイルを電子メールに添付して fi.indexjp@ftserussell.com  までお送りください。

4.メールの件名には「Bloomberg Access - <氏名>」とご入力ください。

FTSE Fixed Income Indexes

主要な業態

職種

町名番地

ブルームバーグUUID（ブルームバーグ端末上で IAMX<GO>とタイプしてご確認ください）

都道府県

国名郵便番号

名 姓

部署名会社名 役職名

電子メール(ブルームバーグではなく会社ドメイン名のアドレスをご入力ください) 電話番号（国コード+81からご記入ください)

ご興味のある債券インデックスをお選びください。 
(複数選択可) 

グローバル

世界国債インデックス(WGBI)
世界国債インデックス(WGBI、除く日本）

世界国債インデックス （国内投信用） (WGBI-JIT)
世界BIG債券インデックス(WorldBIG®)
世界BIG債券インデックス(WorldBIG、除く日本）

世界インフレ連動債券インデックス(WorldILSI)
 G5国債インデックス

 G7国債インデックス

 Sukukインデックス

世界マネー・マーケット・インデックス (WMMI)

アメリカ

米国BIG債券インデックス (USBIG®)
米国ハイイールド市場インデックス

米国大規模年金基金債券インデックス (USLPF)
米国債ベンチマーク（オン・ザ・ラン）インデックス

米短期国債インデックス

米国債STRIPSインデック

 LATAM国債インデックス (LATAMGBI)

次のページに続きます。
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インデックスのご利用方法



インデックスをカスタマイズするための分析ツールをご利用され
ていますか。ご利用されていない場合、その必要性を感じます
か。 利用しておらず、必要性も感じない

利用中（具体的にツール名をご記入ください）

新しいインデックスの提供開始、インデックスにおける組み入れ
基準や計算前提の変更、弊社インデックスやサービスに関する情
報（ニュース・レターなど）を電子メールで受信するサービスを
ご希望されますか。

いいえ

はい、受信を希望します（複数選択可）

インデックスのニュースレター

インデックス製品やサービスに関する情報

The Yield Book®は、ロンドン証券取引所グループ傘下のThe Yield 
Book Inc.（本社：ニューヨーク）が提供している本格的な債券分
析ツール･パッケージです。リスク分析、ベンチマーク比較、シ
ナリオ分析、トラッキング・エラー、パフォーマンス要因分解な
ど様々な分析機能を提供しております。このツールに興味はござ
いますか。

いいえ

はい、興味があります。資料を送付してください。

FTSE債券インデックス・ガイド（英語版）はこちらよりご覧ください。

ご興味のある債券インデックスをお選びください。 

(続き) 
欧州

 EMU国債インデックス (EGBI)
ユーロBIG債券インデックス (EuroBIG®)
欧州ハイイールド市場インデックス

ユーロ・インフレ連動債券インデックス (EuroILSI)
CEEMEA国債インデックス (CEEMEAGBI)
MENA ブロード債券インデックス (MENABBI)
ジャンボ・ファンドブリーフ・インデックス

アジア

アジア・パシフィック国債インデックス (APGBI)
アジア・ブロード債券インデックス (ABBI)
アジア国債インデックス (AGBI)
オーストラリアBIG債券インデックス (AusBIG®)
中国国債インデックス (CNGBI)
中国国債・政策金融銀行債インデックス (CNGPBI)
点心債（オフショア人民元債）インデックス

新興国市場

新興国市場米ドル建てブロード債券インデックス (EMUSDBBI)
新興国市場国債インデックス（国内投信用） (EMGBI-JIT)
新興国市場国債インデックス (EMGBI)
新興国インフレ連動債券インデックス (EMILSI)
新興国市場米ドル建てソブリン債券インデックス (EMUSDGBI)
その他（具体的にご記入ください）
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FTSE 債券インデックス・ブルームバーグ・アクセス申請フォーム

マーケティング・コミュニケーションに関する配信登録の希望をお客様が示した場合、FTSE Russellおよびロンドン証券取引所グループの企業（総称して「LSEG」）からのメールを受信することにお客
様は同意するものとします。LSEGは、お客様の電子メールの取り扱いにおけるご希望を更新し、お客様の個人情報をLSEGのグループ企業がアクセス可能なデータベースに保管します。LSEGによるお客
様の個人情報の取り扱いに関する詳細は、当社のプライバシーポリシーをご覧下さい。LSEGのグループ企業に関する詳細は、LSEG.comをご覧ください。

インハウス運用で弊社債券インデックスをご利用されています
か、もしくは今後ご利用される予定ですか。

はい

いいえ

www.ftserussell.com/legal/privacy-and-cookie-policy
www.lseg.com
www.yieldbook.com/m/indices/
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Disclaimer
© 2019 London Stock Exchange Group plc および関連グループ事業体（「LSEグループ」）。

グループには、（1）FTSE International Limited（「FTSE」）、（2）Frank Russell Company（「Russell」）、（3）FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc お よ びFTSE TMX Global Debt Capital Markets 
Limited（合 わ せ て「FTSE Canada」と 表示します）、（4）MTSNext Limited（「MTSNext」）、（5） Mergent, Inc. (“Mergent”)、（6） The Yield Book Inc. (“YBI”) 、 (7) FTSE Fixed Income LLC (“FTSE FI”)
が含まれます。無断複写・転載を禁じます。

FTSE Russell®はFTSE Russell、 FTSE Canada、MTSNext、Mergent、FTSE FI、YBの商標です。ここで使用される「FTSE®」、「Russell®」、「FTSE Russell®」、「MTS®」、「FTSE4Good®」、「ICB®」、
「Mergent®」、「The Yield Book®」、およびその他の商標ならびにサービスマーク（登録されているか否かは問いません）はすべて、LSEグループの該当メンバー会社またはそのそれぞれのライセン
サーによって所有またはライセンスを供与されているか、FTSE、Russell、MTSNext、FTSE TMX、Mergent、FTSE FI、YBが所有、またはそのライセンスに基づいて使用されています。FTSE International 
Limitedは、ベンチマーク管理者として金融行為監督機構により認可され規制を受けます。

すべての情報は、情報提供のみを目的としています。本資料に記載されているすべての情報とデータは、LSEグループが正確かつ信頼できると考える情報源から入手したものです。ただし、人的ミスや
機械の誤作動、その他の要因による誤った情報やデータが「そのまま」提供される可能性がありますが、これらの誤りに対していかなる保証もいたしません。LSEグループのメンバーまたは各取締役、
執行役員、従業員、パートナーあるいはライセンサーのいずれも、いかなる情報やFTSE Russellインデックスの使用から得られる結果の正確性、適時性、完全性、市場性についても、FTSE Russellインデ 
ックスに関する特定の使用目的の適切性または適合性についても、明示的または黙示的を問わず、いかなる主張、予想、保証、表明も行いません。FTSE Russellインデックスを通じてアクセス可能な過
去データは、情報提供のみを目的としており、将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。

LSEグループのメンバーまたは各取締役、執行役員、従業員、パートナーまたはライセンサーは、(a) （過失かどうかを問わず）いかなるエラーまたはエラーの結果に（全部または一部を問わず）起
因、関連する損失や損害、あるいは情報やデータの調達、収集、編集、解釈、分析、転記、転送、伝達、配信、または本資料の使用や本資料へのリンクの使用を含むその他の状況に起因する損失や損
害、(b) 直接、間接、特別、派生的または偶発的な損害については、たとえLSEグループのメンバーがそのような情報を使用した結果または使用できなかったことに起因する損害の可能性を事前に知らさ
れている場合であっても、一切責任を負いません。

LSEグループのメンバーまたは各取締役、執行役員、従業員、パートナー、またはライセンサーのいずれも、投資勧誘を行なっておらず、本資料に記載されている情報やFTSE Russellインデックスを通じ
て入手可能な情報（統計データおよび業界レポートを含む）を、財務または投資に関するアドバイスや金融のプロモーションを構成するものとみなすべきではありません。

この情報のいかなる部分も、LSEグループの適切なメンバーの書面による許可なしに、いかなる形式であっても、いかなる電子的、機械的方法や複写、記録、または別の方法であっても、複製、検索可
能なシステムへの保存、転送することはできません。LSEグループのデータの使用および配布には、FTSE、Russell、FTSE Canada、MTSNext、Mergent、FTSE FI、YB、の各ライセンサーからの使用許諾が
必要です。
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