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日本語ウェブサイトへのアクセス方法

２）https://www.moodys.com/ にアクセスし、画面右下Regional Sites（国別ウェブサイト）
のプルダウンの中から、Japanを選択してください。 

１）http://www.moodys.co.jpにアクセスすると、自動的にmoodys.com内の日本語ウェブ
イトに転送されます。

または 

https://www.moodys.com/
http://www.moodys.co.jp/
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日本語ウェブサイトトップページ ＜ログイン前＞

-信用格付事業
-格付手法
-意見募集
-格付記号と定義
-月次格付一覧
-会社情報 
-プレスリリース一覧 
-発行体リスト（更新頻度:リアルタイム） 

登録ユーザーは
ログイン

無料サービスにご登録
いただくと、機能性が
向上し、追加コンテン
ツもご覧いただけます。

User Name 
&Passwordなしで
ご利用いただける
無料の日本語コンテンツ
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無料サービスへの登録
ムーディーズの無料サービスのご利用を希望される方は「会員登録（無料）」をクリックしてお申し込み
ください。

必要項目をご記入ください。お手軽に各種SNS
の情報を用いてご登録されることも可能です。

ご利用規約をよく読まれて、ご同意くださった上
で「送信」ボタンをクリックしてください。
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ログイン方法

既にグローバルサイトの無料サービスのユーザーネーム・パスワードをお持ちの方は、同じログイン情
報をご利用ください。
ログイン情報がご不明な場合には、ウェブサイト上にて、再取得することが可能です。

こちらをクリック

ユーザー名を入力し送信
ご登録先のEmailへパスワード再
設定の案内が届きます。

Email を入力し送信 
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パスワード再設定のメール詳細

clientservices@moodys.com よりメールが届きます。 

リンクをクリックしパスワードの再設定画面へ移動

任意のパスワードを設定しSubmitで確定 

mailto:clientservices@moodys.com
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ユーザープロファイルの設定

画面右上のユーザープロファイルをクリックし、設定してください。

ご利用中のSNSの
情報を反映させる
こともできます。

パスワード変更は
こちらから

グローバルサイトをお使い
の際、ここで設定した言語
版のリサーチが優先的に表
示されます。
たとえば「日本語」に設定
するとグローバルサイトで
も日本語版のレポートが
あった場合日本語版が優先
されて表示されます。
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Moody’s.comトップページ(ログイン後） 

カーソルを置くと、直近の格付ア
クション日が表示されます。

企業名やティッカー、銘柄のIdentifierを直接入力し、 
任意の発行体・債券情報へアクセスできます。

有料会員限定機能です。

ニュースレターの更新などのアラート設定が可能
です。

イベントへの参加、配布物
をダウンロードできます。

クライアントデスクへの連絡先

有料会員限定機能
です。

パスワード等の変更

発行体別の画面へ
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事業体別リサーチレポート閲覧ページ

プルダウンメニューよりレポート種別でソートできます。

発行体、業界、関連企業、格付手法のレポート閲覧が可能

レポートタイトル横のアイコン   をクリックすると、
他の言語に訳されたレポートもご取得いただけます。
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格付情報の閲覧ページ
格付種別、債券、格付見通しの推移を確認できます。

有料会員限定機能です。
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月次、年次のデフォルト率・回収率分析レポート

レポートと格付情報より、デフォルトと格付の分析を選択して検索

事業会社のデフォルトスタディ（月次、年次）には、金融機関が含まれております。ソブリ
ンは含まれておりません。ソブリンは、別途“Sovereign Default Report”として公表して
おります。

デフォルトスタディ
レポートの多くは
英語版となります。
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各種イベント

過去参加出来なかったイベントから資料を取得できます。

今後のイベントが閲覧できます。
開催地が日本以外の国でもイベント登録しておくことで、
ミーティング終了時に資料を入手いただけます。

ニュース・イベントタブよりイベントを選択

テレコンファレンス

有力企業の格付に関する最新のニュースとリサーチの概略を
テレコンファレンスやウェブキャストでご提供いたします。
テレコンファレンスの内容と関連資料はすべて当社ウェブ
サイトに保存され後日ご参照いただくことも可能です。

コンファレンス

ムーディーズのアナリストとリレーションシップを築き、
同業者とネットワーキングを行い、常に変化するセクター、

マクロの信用動向などをテーマに交流する機会を
ご提供いたします。

ブリーフィング（セミナー）

セミナーやラウンドテーブルにて、変化する信用リスク状況に
関する最新の課題についてご説明いたします。
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Emailアラートの設定【ニュースレター・アラート】 
定期レポートやニュースレターが発行された際にアラートを受けることができます。
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弊社リサーチサービスについて詳しい内容をお知りになりたい方は、
弊社営業担当あるいは下記クライアント・デスクまでお問い合わせください。
東京クライアント・デスク
電話：03-5408-4100  
Email：clientservices.japan@moodys.com 

著作権表示(C)2015年ムーディーズ・アナリティックス・ジャパン株式会社及び（又は）同社のライセンサー及び関連会社（以下、総称して「ムーディーズ」といいます）。無断複写・転載を禁じます。 
Moody 's Investors Service, Inc.（以下「MIS」といいます）及び関連会社により付与される信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについての、ムーディーズの現時
点での意見です。ムーディーズが発行する信用格付及び調査刊行物（以下「ムーディーズの刊行物」といいます）は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の相対的な将来の信用リスクについてのムー
ディーズの現時点での意見を含むことがあります。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類
の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。信用格付及びムーディーズの刊行物に含まれているムー
ディーズの意見は、現在又は過去の事実を示すものではありません。ムーディーズの刊行物はまた、定量的モデルに基づく信用リスクの評価及びMoody’s Analytics, Inc.が公表する関連意見又は解説を含むこと
があります。信用格付及びムーディーズの刊行物は、投資又は財務に関する助言を構成又は提供するものではありません。信用格付及びムーディーズの刊行物は特定の証券の購入、売却又は保有を推奨するも
のではありません。信用格付及びムーディーズの刊行物はいずれも、特定の投資家にとっての投資の適切性について論評するものではありません。ムーディーズは、投資家が、相当の注意をもって、購入、保
有又は売却を検討する各証券について投資家自身で研究・評価するという期待及び理解の下で、信用格付を付与し、ムーディーズの刊行物を発行します。 
ムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物は、個人投資家の利用を意図しておらず、個人投資家が何らかの投資判断を行う際にムーディーズの信用格付及びムーディーズの刊行物を考慮することは、
慎重を欠く行為です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィナンシャル・アドバイザーその他の専門家にご相談することを推奨します。 
ここに記載する情報はすべて、著作権法を含む法律により保護されており、いかなる者も、いかなる形式若しくは方法又は手段によっても、全部か一部かを問わずこれらの情報を、ムーディーズの事前の書面
による同意なく、複製その他の方法により再製、リパッケージ、転送、譲渡、頒布、配布又は転売することはできず、また、これらの目的で再使用するために保管することはできません。 
ここに記載する情報は、すべてムーディーズが正確かつ信頼しうると考える情報源から入手したものです。しかし、人的及び機械的誤りが存在する可能性並びにその他の事情により、ムーディーズはこれらの
情報をいかなる種類の保証も付すことなく「現状有姿」で提供しています。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考
えられるものであること（独立した第三者がこの情報源に該当する場合もあります）を確保するため、すべての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で又は
ムーディーズの刊行物の作成に際して受領した情報の正確性及び有効性について常に独自に確認することはできません。法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、
代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、いかなる者又は法人に対しても、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可能であることに起因又は関連するあらゆる間接的、特別、二次的又は
付随的な損失又は損害に対して、ムーディーズ又はその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー又はサプライヤーのいずれかが事前に当該損失又は損害（(a)現在若しくは将来の利益の喪失、
又は(b)関連する金融商品が、ムーディーズが付与する特定の信用格付の対象ではない場合に生じるあらゆる損失若しくは損害を含むがこれに限定されない）の可能性について助言を受けていた場合においても、
責任を負いません。 
法律が許容する範囲において、ムーディーズ及びその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー及びサプライヤーは、ここに記載する情報又は当該情報の使用若しくは使用が不可能であること
に起因又は関連していかなる者又は法人に生じたいかなる直接的又は補償的損失又は損害に対しても、それらがムーディーズ又はその取締役、役職員、従業員、代理人、代表者、ライセンサー若しくはサプラ
イヤーのうちいずれかの側の過失によるもの（但し、詐欺、故意による違反行為、又は、疑義を避けるために付言すると法により排除し得ない、その他の種類の責任を除く）、あるいはそれらの者の支配力の
範囲内外における偶発事象によるものである場合を含め、責任を負いません。 
ここに記載される情報の一部を構成する格付、財務報告分析、予測及びその他の見解（もしあれば）は意見の表明であり、またそのようなものとしてのみ解釈されるべきものであり、これによって事実を表明
し、又は証券の購入、売却若しくは保有を推奨するものではありません。ここに記載する情報の各利用者は、購入、保有又は売却を検討する各証券について、自ら研究・評価しなければなりません。 
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ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる
保証も行っていません。 

Moody 's Corporation (以下「MCO」といいます)が全額出資する信用格付会社であるMISは、同社が格付を行っている負債証券（社債、地方債、債券、手形及びCP を含みます）及び優先株式の発行者の大部分が、
MISが行う評価・格付サービスに対して、格付の付与に先立ち、1500 ドルから約250 万ドルの手数料をMISに支払うことに同意していることを、ここに開示します。また、MCO及びMISは、MISの格付及び格付
過程の独立性を確保するための方針と手続を整備しています。MCO の取締役と格付対象会社との間、及び、MIS から格付を付与され、かつMCO の株式の5%以上を保有していることをSEC に公式に報告してい
る会社間に存在し得る特定の利害関係に関する情報は、ムーディーズのウェブサイトwww.moodys.com上に"Shareholder Relations-Corporate Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"という表題で
毎年、掲載されます。 

オーストラリアについてのみ：この文書のオーストラリアでの発行は、ムーディーズの関連会社であるMoody's Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657（オーストラリア金融サービス認可番号
336969）及び（又は）Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972（オーストラリア金融サービス認可番号383569）（該当する者）のオーストラリア金融サービス認可に基づき行われます。この文
書は2001年会社法761G条の定める意味における「ホールセール顧客」のみへの提供を意図したものです。オーストラリア国内からこの文書に継続的にアクセスした場合、貴殿は、ムーディーズに対して、貴殿
が「ホールセール顧客」であるか又は「ホールセール顧客」の代表者としてこの文書にアクセスしていること、及び、貴殿又は貴殿が代表する法人が、直接又は間接に、この文書又はその内容を2001年会社法
761G条の定める意味における「リテール顧客」に配布しないことを表明したことになります。ムーディーズの信用格付は、発行者の債務の信用力についての意見であり、発行者のエクイティ証券又はリテール
顧客が取得可能なその他の形式の証券について意見を述べるものではありません。リテール顧客が、ムーディーズの信用格付に基づいて投資判断をするのは危険です。もし、疑問がある場合には、ご自身のフィ
ナンシャル・アドバイザーその他の専門家に相談することを推奨します。 

Moody ’s Capital Markets Research, Inc.が発行する刊行物についてのみ： 

このリサーチレポートに含まれる記述は、Moody’s Capital Markets Research, Inc.の意見並びにこのレポートの発行時点で著者が入手可能であったデータ及び情報のみに基づくものです。予測結果が実際に起こ
るという保証はありません。また、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。 

いかなる発行者も、このレポートにおける分析を、このレポートの発行前に入手することはできません。 

 投資判断を行うにあたっては、投資家において、追加的な情報源を使用し、ご自身の投資アドバイザーにご相談ください。証券への投資には、投資収益の変動の可能性及び元本割れを含む一定のリスクを伴いま
す。債券への投資には、利率の変動及び信用リスクを含む追加的なリスクがあります。 

Moody ’s Capital Markets Research, Inc.は、MCOの子会社です。Moody’s Capital Markets Research, Inc.の関連会社かつMCOの子会社であるMoody’s Analytics, Inc.は、企業及び金融市場参加者に対し、幅広いリ
サーチ及び分析に係る商品並びにサービスを提供しています。Moody’s Analytics, Inc.の顧客には、このレポートで述べられる会社が含まれることがあります。利益相反が存在する可能性があること、及び貴殿が
行う投資判断は貴殿自身の責任においてなされるものであることにご留意ください。Moody’s Analyticsのロゴは、マーケティング目的においてのみ、Moody’s Capital Markets Research, Inc.の特定の商品上で使
用されます。Moody’s Analytics, Inc.は、Moody’s Capital Markets Research, Inc.とは別の会社です。 

http://www.moodys.com/
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