
全 世 界 2 億 4,000
万社の企業データ

4 万媒体のニュー
ス・ビジネスソース

7,000万人分の役員
プロファイル

競争が激しく更なるスピードが求められる現在のビジネ
ス環境では、企業が必要とするのは的確な見識と情報を
入手するための信頼できるツールです。こうした環境で
は、検索とクエリに標準機能を超える、「データから意
思決定に繋げる強力な機能」が必須だと LexisNexis は
考えます。そんなアイデアから生まれたのが LexisNexis 

Dossier。これで、貴社のビジネスが飛躍的に進化します。

企業や業界についてリサーチしたい、あるいは会社役員
の詳細を知りたいとお考えですか？
LexisNexis Dossier は高い信頼性を誇る当社のビジネス情

報とニュースコンテンツにアクセスし、検索結果をわか
りやすいインターフェイスで表示します。大量の情報を
迅速に検索し、関連性の高い的確な見識を見つけ出すこ
とで、より効率的な意思決定が可能になります。

LexisNexis® 
Dossier Business 
Intelligence Suite
ビジネス上、重要な人物、企業、
業界の最新動向を把握するための
必須ツール。



LexisNexis Dossier は、
最も信頼性の高いグロー
バルなコンテンツソース
を一箇所にまとめていま
す。

• The New York Times®,
The Washington Post®,
CNN® and USA Today®

• Mergerstat®, Standard &
Poor’s®, Market Guide,
SGA Executive Tracker,
Current Environment
Reports, Standard &
Poor’s Monthly Industry
Review and Worldwide
Market Share

• Standard & Poor’s
Corporate Register or
Directors & Executives,
D-U-N-S® Decision
Makers, and D&B®

Executive Affiliations

スピードを求められるリサーチを
実現する柔軟なソリューション
LexisNexis Dossier で、業界を問わずエキスパートが求める情報

を絞り込んで収集できます。競合他社の情報獲得や採用候補者の経
歴調査から、M&A 情報のリサーチ、潜在的なクライアントや顧客
の与信調査など、Dossier は2億4,000万以上の企業の情報を収録し、

整理することでユーザーの調査結果を最適化します。

LexisNexis Dossier の機能

• ワンクリックで企業概要 Snapshotを表示
LexisNexis Dossier の「Snapshot」機能を使用すれば、様々な検
索を同時に実行し、ワンクリックで世界 2 億 4,000 万社の企業情
報にアクセスできます。

• 業界概況の把握
売上高、構成比率、市場パフォーマンス指標に基づく上位企業を
リストアップした簡潔な業界概要をはじめ、ニュースや業界専門
誌などのソースから業界に特化したコンテンツやプロファイルを
表示します。

• ビジネスインテリジェンスを向上させる SWOT分析の作成
企業を取り巻く内外環境について、SWOT 分析の「強み」「弱み」

「機会」「脅威」の 4 つの要素をワンクリックで把握し、効果的な
ビジネス戦略を策定できます。

• 外出先でのリサーチ
Dossier ならどこからでもアクセス
でき、リアルタイムの調査が可能で
す。意思決定の機会を逃すことな
く、厳しい競争下でも優位性を保て
ます。

• カスタマイズ・レポートの作成
Dossier で作成するレポートは見や
すい目次と共に、「企業」「業界」「役
員」の検索タイプに応じて関連ソー
スから詳細情報を表示します。

• 役員の発掘
Dossier は新規見込客や人員採用の
ニーズに合わせ、対象となる役員の
メールアドレスや電話番号を含む連
絡先リストを作成できます。



機能一覧：

• 顧客の特定と事前評価

• 徹底した企業分析と財務
分析

•印刷可能な詳細レポート

• 検索結果の共有またはオ
フライン表示

• 事業機会創出のためのマ
ルチレベルリストの作成

• SWOT分析の作成

• 外出先でも調査可能なス
マホ向け機能

企業概要が一目で分かる便利な
「Snapshot」機能
「Company Snapshot」は調査対象の
企業に関する重要なニュース、各種
記録、財務情報を表示します。メイ
ン画面「Find a Company」から、企業、
本社、収益、株価、役員などについ
ての情報を迅速に閲覧できます。

競合企業と事業分析
現代のグローバル経済で成功するに
は、詳細な情報収集が不可欠です。
そのための企業分析や財務分析を行
うことができ、各社の事業、業績、
訴訟状況を比較することができます。
インターネットにアクセス可能なら、
どこからでも分析することができま
す。

複雑な企業調査がシンプルに
LexisNexis Dossier の企業調査がこれまでにないほど簡単になりま
した。1 回の検索で 70 以上の企業ソースへアクセスし、調査対象
に関連度の高い、最新の情報を提供します。検索可能な企業数もこ
れまでの 8,000 万社から国内外の中小、非上場企業を含む 2 億 4,000

万社以上へと大幅に拡大しました。

詳細な企業調査レポートを作成しますか ?
Dossier のレポーティング機能がこれ以上ないほど簡単になりまし
た。レポートは効率的な目次付きで作成されます。目次から「調査
対象に関するニュース記事」「親会社および子会社の詳細」「財務・
競争・株式情報」「最近の M&A 情報」「法情報」「国内外の特許」
などの企業概要の各項目に直接アクセスできるリンクが貼られてい
ます。

財務および収益のトレンド
Dossier では全世界 2 億 4,000 万社以上の財務概要を閲覧できます。
資産と負債の分析からキャッシュフローとバランスシートの調査ま
で、Dossier はビジネス上の意思決定の判断に欠かせない企業の財
務情報を提供します。
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今すぐお試しください

LexisNexis® が ど の よ う に
貴社のお役に立ち、より賢
明でエビデンスに基づいた
意思決定を行うお手伝いが
できるのか、ご案内いたし
ま す。 詳 細 は LexisNexis®

の担当者までお問い合わせ
ください。

メール：
SalesBIS.jp@lexisnexis.com

電話：
03-5561-3554

ソーシャルメディア

 @LexisNexisBiz

 LNBISCHANNEL

比類ない業界洞察力
1 社だけの調査では不十分で、業界全体の状況を把握しなくてはな
らない時があります。そんな時こそ、 LexisNexis Dossier が活躍し
ます。企業の比較 「Compare Companies」オプションを選択すれば、
求める業界情報を迅速に絞り込み、分析することができます。

• SIC コードで検索可能
• 1 つのレポートで対象業種 5 社を一度に比較することができます。

米国証券取引所の上場企業なら、バランスシート、損益計算書、
構成比率情報の比較が可能です。

• 企業プロファイル「Company Dossier」のリンクをクリックすれば、
調査対象の業界の各企業を詳細に評価することができます。

LexisNexis Dossier なら、オールインワン型の使いやすいダッシュ
ボードから業界の詳細動向、財務指標、および最新の経済情勢に
アクセスすることができます。収録するレポートには、バランス
シート、財務比率、売上高範囲をはじめ、米国国勢調査と製造デー
タ、国家統計局データ、業界別の大規模 M&A 案件と企業売却案
件、競争環境の指標、連邦法などの主要データが含まれています。
つまり、貴社が興味のある業界に影響を及ぼしている企業、動向、
訴訟、統計を簡潔にまとめたレポートをお届けします。
さらに、貴社ですでに導入しているデジタルソリューションと統
合すれば、これらのレポートを容易に共有できるようになります。

重要な役員の詳細調査
企業や業界のリサーチから一歩踏み込んで、人物についてリサー
チが必要な場面も多々あります。顧客リストの作成から採用候補
者の評価に至るまで、360 度の視点で洞察を獲得できる適切なツー
ルこそビジネスの成功に不可欠です。

「Executive」 タブをクリックすれば、各企業の意思決定者と役員
に関する情報を検索できます。LexisNexis Dossier なら無数にあ
る役員のプロファイルにアクセスできるので、数回クリックする
だけで、貴社にとりより有益な意思決定を行うことができます。
Dossier は主要なニュースソース、当該役員について言及されてい
る最新の SEC 提出書類、議会証言、判例からプロファイルを提供
します。

洞察の獲得が簡単に
LexisNexis Dossier Suite は人物、企業、業界のあらゆる情報をワン
ストップでお届けします。対象を絞った検索タイプごとに最も関
連性の高いデータポイントを抽出して組み合わせ、情報を洞察力
にすることができる効果的なツールです。Dossier を活用すれば、
ビジネスを前進させる意思決定が実現します。

https://www.lexisnexis.com/en-us/products/dossier.page?utm_campaign=186723_MDossierredirect&utm_medium=digital+non-LN&utm_source=content+link&utm_content=CompanyDossier_0pct_kb&utm_term=bis&access=1-6281885371&treatcd=1-6466647607
https://twitter.com/NexisSolutions
https://www.youtube.com/user/LNBISCHANNEL/feed

