
 

  1 / 18  

⽬次 
 
1. システムへのログインとアカウントの管理 ............................................................................. 2 

アカウントとパスワードの発⾏ .............................................................................................. 2 
パスワードの新規登録 ......................................................................................................... 2 
パスワードの再発⾏ ............................................................................................................ 3 
パスワード変更 .................................................................................................................. 4 
ログインの保持とログアウト処理 ........................................................................................... 4 
システムの利⽤環境 ............................................................................................................ 5 

2. トップページ .................................................................................................................. 6 
トップページ ..................................................................................................................... 6 

3. レポートの検索と閲覧 ....................................................................................................... 7 
簡易検索 ........................................................................................................................... 7 
詳細検索 ........................................................................................................................... 7 
お気に⼊り検索 .................................................................................................................. 8 
おすすめ検索 ..................................................................................................................... 9 
レポート検索結果 ............................................................................................................. 10 

4. 当社カバー銘柄のレーティング⼀覧 .....................................................................................12 
レーティング⼀覧 ............................................................................................................. 12 

5. 個別銘柄情報の閲覧 .........................................................................................................14 
個別銘柄情報 ................................................................................................................... 14 

6. 新着レポートのメール配信 ................................................................................................16 
メール配信設定確認 .......................................................................................................... 16 

7. 当社アナリストの紹介 ......................................................................................................17 
アナリスト紹介 ................................................................................................................ 17 

8. 本サービスに関するお問い合わせ .......................................................................................18 
お問い合わせ先 ................................................................................................................ 18 

  

 

 



 

  2 / 18  

1. システムへのログインとアカウントの管理 

アカウントとパスワードの発⾏ 
本サービスをご利⽤いただくには、当社より発⾏されたアカウントとパスワードが必要になり
ます。また、各アカウントはご利⽤者様本⼈への貸与となりますので、第三者への再貸与、共
有等は⾏わないようご注意ください。また、所属会社、部署等の変更があった場合は速やかに
当社担当営業にお知らせ頂くか、本サイトのお問い合わせからご連絡をお願いします。 

アカウントは原則としてご利⽤者様ご本⼈の電⼦メールアドレスを設定させていただいており
ます。登録の⼿続きが完了しましたら contact@mu.ifis.co.jp より利⽤開始のお知らせが送付
されます。送付されたメール内の URL より初期パスワードの設定を⾏っていただくことでご利
⽤開始となります。 

 

パスワードの新規登録 
ご登録いただいておりますメールアドレスに利⽤開始のお知らせメールが送信されます。メー
ル内のリンクより、パスワード新規設定⼿続きページが開きますので、登録メールアドレスを
ご⼊⼒ください。 

 

パスワード設定のメールが送付されますので、メール本⽂に記載されている URL を開き、パス
ワードを設定してください。 

 

 

  

ポイント 

受信したメールの URL
をクリックしてもパスワ
ード設定画⾯が表⽰され
ない場合、メールの URL
が途中で切れていない
か、メールクライアント
の設定で URL リンクが
無効になっていないかを
ご確認ください。 
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パスワードの再発⾏ 
ご登録頂いておりますパスワードをお忘れになった場合、パスワードの再設定が可能です。ロ
グインページ下部の“パスワードを忘れた⽅はこちら”のリンクよりパスワード再設定画⾯を開
いて頂き、登録メールアドレスをご⼊⼒ください。 

 

パスワード再設定のメールが送付されますので、メール本⽂に記載されている URL を開き、新
しいパスワードを再設定してください。 

 

メールで送付されたパスワード再設定⽤ URL の有効期限は 30 ⽇となっております。それ以降
は指定の URL は利⽤できなくなりますのでご注意ください。 
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パスワード変更 
より安全にサービスをご利⽤いただくため、定期的にパスワードの変更をおすすめいたします。
パスワードの変更を⾏うには、ログイン後のページヘッダより [パスワード変更]を選択します。 

現在のログインパスワード、新しいパスワードを⼊⼒、設定登録することで、ご利⽤中のアカ
ウントのパスワードを変更することが可能です。新しいパスワードは半⾓英数字記号から 2 種
類以上の⽂字種を使⽤した 8 ⽂字以上、20 ⽂字以内で設定してください。 
※ 使⽤できる記号 !"#$%&()=~|-^@[;:],./{+*}>?_ 

なお、現在設定されているパスワードと同じパスワードや、アカウント名と同⼀のパスワード
はご利⽤いただくことができませんのでご注意ください。 

  

 

ログインの保持とログアウト処理 
ログイン時に“ログインを保持する”にチェックをしていただくことで、次回以降アカウントと
パスワードの⼊⼒を省略することができます。ログインを保持した状態で、ログインページや
ログイン後のページをブックマークしていただければ次回以降すぐにレポートをご確認いただ
けます。 

本機能は利⽤者専⽤のパソコンで便利にご利⽤いただくための機能となりますので、共有のパ
ソコンなど他の利⽤者が利⽤する可能性のある環境でご利⽤の場合は、必ずログアウトの処理
を⾏ってください。 
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システムの利⽤環境 
本サービスをご利⽤いただく場合、以下の環境からのご利⽤を推奨しております。 

環境 条件 

ブラウザ ・Microsoft Internet Explorer8.0 以上 
・Firefox、Google Chrome 最新バージョン 

セキュリティ等 https でのインターネット接続 

https://www.er.sc.mufg.jp/ への接続許可 

※接続先 URL の制限がかけられている場合は上記 URL への接続許
可設定をお願いします。 

その他 Adobe Reader 6 以上 

 

  

ポイント 

ご利⽤環境によっては接
続先 URL による制限が
かけられている場合がご
ざいます。サイトへの接
続が⾏えない場合、貴社
内ネットワーク管理部⾨
に本サービス URL への
接続可否をご確認くださ
い。 
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2. トップページ 

トップページ 
ログイン後は、最新レポートを表⽰するトップページが表⽰されます。 
また、エクイティリサーチとデットリサーチの両⽅のレポートを閲覧いただけるお客さまには、
画⾯上部にメニューを切り替えるボタンが表⽰されます。 

 

項⽬ 説明 

最新レポート（サマリ） 直近2週間以内に発⾏されたレポートが新しい順に表⽰されます。

Pickup 当社が特におすすめするレポートが表⽰されます。 

Most Read Report お客さまによく閲覧されているレポートが閲覧回数の多い順に表
⽰されます。 
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3. レポートの検索と閲覧 

簡易検索 
簡易検索では、ページヘッダの検索ボックスより、素早くレポートを検索することができます。 

 

検索ボックスに 4 桁の銘柄コードを⼊⼒し検索することで、該当する銘柄のレポートを検索、
それ以外のキーワードを⼊⼒した場合は、キーワードでの全⽂検索結果が表⽰されます。 

 

詳細検索 
詳細検索では、様々な検索条件から⽬的のレポートを検索することができます。 
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お気に⼊り検索 
お気に⼊り検索では、よく利⽤する検索条件を最⼤ 5 つまで保存することができます。保存し

検索条件 説明 

キーワード レポートの本⽂、もしくは、タイトル・サブタイトルに含まれるキ
ーワードでレポートを検索します。 

⾔語 検索対象として、⽇本語のレポートのみを対象とするか、英語のレ
ポートのみを対象とするか、もしくは両⽅の⾔語のレポートを対象
とするかを選択します。 

発⾏⽇ いつ発⾏されたレポートを検索対象とするかを設定します。プルダ
ウンメニューで直近からどのくらい過去のレポートを含めるか、も
しくは、⽇付範囲を指定して検索することも可能です。 

※エクイティリサーチ・レポートは 2014/1/1 以降発⾏分、デット
リサーチ・レポートは 2015/1/1 以降発⾏分のレポートが収録さ
れております。 

検索範囲 検索範囲を指定します。例えば、エクイティリサーチのメニューを
選択している場合でも、デットリサーチのレポートを検索対象に含
めることができます。 

※エクイティリサーチとデットリサーチの両⽅のレポートを閲覧い
ただけるお客さまのみ指定可能 

レポート種別 レポートに設定されているレポートの種別で検索対象を絞り込みま
す。例えば、カンパニーレポートと、インダストリーレポートを検
索対象とする場合は“カンパニーレポート”と“インダストリーレポ
ート”にチェックを付けてください。⼤分類のレポート種別にチェッ
クを付けた場合、⼩分類の種別全てに⾃動でチェックが付きます。

アナリスト レポートの執筆者でレポートを検索します。複数のアナリストを指
定した場合は、指定したいずれかのアナリストが執筆したレポート
が対象となります。 

セクター レポートに設定されているセクターでレポートを検索します。 
※エクイティリサーチ・レポートのみが対象 

銘柄 レポートに設定されている銘柄（銘柄コード）でレポートを検索し
ます。 

下部のボックスに銘柄コード⼊⼒してください。複数の銘柄を検索
する場合は、ボックスに銘柄コードのリストを貼り付けることでも
検索可能です。 
なお、銘柄名を上部のボックスに⼊⼒していただくことで銘柄候補
を表⽰する機能もあります。候補の中から銘柄を選択すると下部の
ボックスに追加されます。 
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た検索条件はメインメニュー上に配置され、ワンクリックで検索結果を得ることができます。
例えば、気になる銘柄のレポートだけを定期的に確認したい場合など、レポートの銘柄条件を
お気に⼊り検索の検索条件として保存することで、毎回検索条件を設定する⼿間が省けます。 

１．詳細検索で任意の検索条件を設定します。 

２．詳細検索下部にある検索名のテキストボックスに検索名を⼊⼒し、プルダウンより保存先
を選択します。 

３．“検索条件を保存”をクリックします。 

以上の⼿順で現在設定されている検索条件が保存され、次回からはメインメニューより設定し
た検索名をクリックすることで検索結果の⼀覧が表⽰されます。保存した検索条件を変更する
場合は、同様の⼿順で設定を上書きすることで新しい検索条件として保存されます。 

 

おすすめ検索 
詳細検索下の検索条件名をクリックすることで、その検索条件に含まれる全てのレポート種別
についての検索結果を得ることができます。 

例：[アクションレポート]をクリックした場合、下記のレポートの検索結果が得られます。 
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レポート検索結果 
簡易検索や詳細検索、お気に⼊り検索でレポートを検索した場合条件に⼀致したレポートが⼀
覧表⽰されます。検索結果の⼀覧では以下の操作が⾏えます。検索条件にマッチするレポート
が 500 件を超えた場合、⼀覧では 500 件までの表⽰となります。 

 

 

項⽬ 説明 

発⾏⽇ 対象のレポートの⽇付が表⽰されます。検索結果の⼀覧は新しいレ
ポートが上位に表⽰されます。 

アナリスト レポートを執筆したアナリスト名が表⽰されます。また、アナリス
ト名をクリックすることで、対象アナリストの経歴等の詳細をご確
認いただけます。 

タイトル レポートのタイトルをクリックすることで対象のレポート（PDF）
を開くことができます。 

サブタイトル レポートに設定されているサブタイトルを表⽰します。 

概要 検索結果⼀覧上部の[概要を表⽰する]にチェックが⼊っている場
合、レポートの概要を表⽰します。また、[概要をみる]をクリック
すると、ポップアップウインドウで概要を表⽰します。 

PDF PDF アイコンをクリックすることで対象のレポート（PDF）を保存
または開くことができます。 

銘柄コード 対象レポートに関連づいている銘柄の銘柄コードが表⽰されます。
銘柄コードをクリックすると、対象銘柄の詳細情報ページへ遷移し、
対象銘柄の最新予想やレポート⼀覧を確認することができます。 
※エクイティリサーチ・レポートのみが対象 

さらにコードで絞り込
む（検索） 

検索結果のリストからさらに銘柄コードで絞込みを⾏うことができ
ます。たくさんのレポートが検索された場合、その中から特定の銘
柄のレポートを閲覧したい場合に便利です。 
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項⽬ 説明 

概要を表⽰する 検索結果のリストにレポート概要を表⽰するか、しないかを設定し
ます。 

検索条件を変更 現在の検索条件設定を変更する場合、[検索条件を変更]をクリック
します。現在の検索条件が設定された状態で詳細検索画⾯が開きま
すので、必要に応じて条件を変更してください。 

検索条件を確認する 現在設定されている検索条件を表⽰します。 

CSV ダウンロード 検索結果の⼀覧を CSV 形式でダウンロードし Excel 等で確認するこ
とができます。たくさんのレポートから実際に読みたいレポートを
探す場合などにご利⽤いただくと便利です。 
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4. 当社カバー銘柄のレーティング⼀覧 

レーティング⼀覧 
当社カバー銘柄の最新のレーティング、⽬標株価を⼀覧でご確認いただけます。また、コード、
レーティング、セクターのタイトルをクリックすることで、各対象項⽬での並べ替えを⾏うこ
とが可能です。 

 

項⽬ 説明 

アナリスト（検索） アナリストで検索をします。 

セクター（検索） セクターで検索をします。 

CSV ダウンロード レーティング⼀覧を CSV 形式でダウンロードし Excel 等で確認する
ことができます。 

コード 対象銘柄の銘柄コード。クリックすることで対象銘柄の詳細情報ペ
ージへ遷移します。 

会社名 対象銘柄名称。クリックすることで対象銘柄の詳細情報ページへ遷
移します。 

アナリスト 対象銘柄のカバーアナリスト。クリックすることで対象アナリスト
がカバーする銘柄に絞り込んで表⽰します。 

レーティング 対象銘柄の最新のレーティング。 

※エクイティリサーチを閲覧可能なお客さま向け機能
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項⽬ 説明 

⽬標株価 対象銘柄の最新⽬標株価。 

セクター 対象銘柄の属するセクター名（当社分類）。⾒出しクリックでセクタ
ー名順に並び変えることができます。 

また、セクター名をクリックすることで当該にセクターに属する銘
柄に絞り込んで表⽰します。 
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5. 個別銘柄情報の閲覧 

個別銘柄情報 
レポートの検索結果やレーティング⼀覧ページの銘柄コードをクリックしていただくことで、
対象銘柄についての業績予想、最新レーティング、⽬標株価、最新レポート等をご確認いただ
く個別銘柄ページに遷移します。 

 

掲載情報 説明 

銘柄名（コード） 対象銘柄の銘柄名と銘柄コードを表⽰します。 

業績表 最新のアナリスト予想、会社実績、会社予想等の業績データを表⽰
します。四半期業績・BS/PL/CF は  をクリックすると開きます。
それぞれの[業績データダウンロード]ボタンをクリックすると CSV
形式でダウンロードできます。 

業種 対象銘柄の所属業種（当社分類）を表⽰します。クリックすること
で対象業種のレポート⼀覧を表⽰します。 

※エクイティリサーチを閲覧可能なお客さま向け機能
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掲載情報 説明 

レーティング 対象銘柄の最新のレーティングを表⽰します。 

⽬標株価 対象銘柄の最新の⽬標株価を表⽰します。 

アナリスト 対象銘柄のカバーアナリストを表⽰します。クリックすることで対
象アナリスト執筆のレポート⼀覧を表⽰します。 

関連レポート 対象銘柄の直近のレポートを⼀覧表⽰します。[関連レポートをもっ
と⾒る]をクリックすることでより過去のレポートを表⽰します。 

関連銘柄 対象銘柄と同業種の銘柄の銘柄ページへのリンクを表⽰します。（当
社業種分類での同業種） 
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6. 新着レポートのメール配信 

メール配信設定確認 
新しいレポートが発⾏された際に登録メールアドレス（ログインに利⽤するメールアドレス）
にレポートを配信します。メール配信設定確認ではレポート PDF ファイルの添付有無、レポー
ト種別での絞り込み、銘柄コード、セクター等、どの様な条件でレポート配信がされているか
の設定が確認できます。 

設定の変更を希望する場合は、営業担当者もしくはお問い合わせメニューからご連絡ください。 

項⽬ 説明 

メール配信設定 メールを配信するか、しないか、が設定されています。 

配信⽅法 レポート（PDF ファイル）を添付形式で送付するか、しないか、が
設定されています。添付しない場合は対象レポートを閲覧するため
の URL がメール本⽂に記載されますので、その URL をクリックし
てレポートをご覧ください。 
添付形式の場合は、受信可能なメールサイズを設定されております。
設定容量を超えるレポートの配信の場合は、ファイルは添付されず、
URL での配信となります。 

⾔語 配信対象レポートの⾔語が設定されています。 

銘柄 配信条件として銘柄コードを指定している場合、設定内容が表⽰さ
れます。 
※エクイティリサーチ・レポートの配信のみを対象 

セクター 配信条件としてセクターを指定している場合、設定内容が表⽰され
ます。 
※エクイティリサーチ・レポートの配信のみを対象 

レポート種別 配信条件としてレポート種別を指定している場合、設定内容が表⽰
されます。 
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7. 当社アナリストの紹介 

アナリスト紹介 
メニューよりアナリスト紹介を選択していただくことで当社アナリストの⼀覧をご確認いただ
けます。アナリスト⼀覧よりアナリスト名をクリックいただくことで、対象アナリストの経歴
等の詳細をご確認いただけます。 

 

項⽬ 説明 

肩書/担当 対象アナリストの肩書・担当が表⽰されます。 

⽒名 アナリストの⽒名が表⽰されます。クリックすることで対象アナリ
ストの経歴等の詳細をご確認いただけます。 

メールアドレス 対象アナリストの連絡先メールアドレスです。 

電話番号 対象アナリストの連絡先電話番号です。 
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8. 本サービスに関するお問い合わせ 

お問い合わせ先 
本サービスに関するお問い合わせは、サイト内のお問い合わせフォーム、または、以下のメー
ルアドレスまでご連絡ください。なお、メールでのお問い合わせの際にはお⼿数をおかけしま
すが 

・貴社名 

・部署名 

・お名前 

・電話番号 

・アカウント（登録メールアドレス） 

・お問い合わせ内容 

をご記載ください。担当営業よりご連絡いたします。 

 

お問合せ先 

エクイティ・セールスのお客さま  e-mail : contact_sales@sc.mufg.jp 

フィックストインカム・セールスのお客さま e-mail：contact_fi@sc.mufg.jp 


