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 要約 

Q1 どのような変更が導入されましたか？ 

Q2 この変更を行った理由は何ですか？  

Q3 いつこの変更を行いましたか？  

Q4 この変更に備えるために何か準備する必要がありますか？  

Q7 現在 ICIS市場レポート内で受け取っている情報は今後も入手できますか？ 

Q8 レポートでは、拡張機能の結果としてのスケジュールの変更を発表しますか？ 

Q9 ICIS.com内では過去のレポートにアクセスする機能はありますか？ 

Q10 電子メールによるレポートの配信はいつ終了しますか？  

Q11 「マジックリンク」を使用する、ICIS Digitalへの新しい別のログインが導入されました。これにつ

いて詳しく教えてください。 

Q12 モバイル端末で商品ページを表示できるようになりますか？ 

Q13 これにより、ICISモバイルアプリで何かが変更されましたか？ 

Q14 オフラインで新しい商品ページにアクセスできますか？ 

Q15 「ダッシュボード」はどうなりますか？ ダッシュボードは新しい商品ページに統合されますか？ 

Q16 特定の商品に関連するすべてのコンテンツとツールは、御社が導入する新しい商品ページを通して

利用できるようになりますか？ 

Q17 将来何かが変わりますか？ 

  
 

 アクセスとログイン 

Q1 導入する予定のマジックリングとは何ですか？ 

Q2 マジックリンクの移動先はどこですか？  

Q3 アクセスするためにマジックリンクを使用する必要がありますか？ 

Q4 マジックリンクをリクエストできる回数の上限はありますか？  

Q5 マジックリンクをオンラインでリクエストしたが、届かない場合、どうすべきですか？ 

Q6 既存のログイン資格情報を変更することができますか？ 

 
  



 
 

 

 ウェブサイトの主な機能／新機能 

Q1 多くの商品にアクセスできます。どのようにお気に入りを設定することができますか？ 
Q2 略語（PE/Polyeなど）を使用して、商品を検索することはできますか？ 
Q3 レポートにアクセスする最適な方法は何ですか？ 
Q4 過去に発行されたレポートにアクセスする方法を教えてください。 

Q5 レポートをダウンロードする方法を教えてください。 

Q6 どのようにして商品ページの最新の価格を確認できますか？ 

Q7 商品ページ内の過去の価格を表示することができますか？ 

Q8 ICISが特定の商品の価格評価に適用する基準をどのように確認できますか？ 

Q9 マーケット活動と展開に関してどのように見つけることができますか？ 

Q10 最新の生産の変更および中断をどのように見つけることができますか？ 

Q11 価格最適化ツールとは何ですか？ 

Q12 マージンアナリティクスツールとは何ですか？ 

Q13 価格ドライバーアナリティクスツールとは何ですか？ 

Q14 需要と供給のアウトルックとは何ですか？ 

Q15 価格予測とは何ですか？ 

 
 

 リソースとフィードバック 

Q1 オンラインのトレーニングセッションは提供されますか？ 

Q2 追加のサポートが必要な場合、誰に連絡できますか？ 

Q3 これらの変更についてフィードバックする方法を教えてください。 

Q4 フィードバックを提供するとどうなりますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
要約 

どのような変更が導入されましたか？ 

すべてのニュース、特定の市場または商品に関連した最新のレポート、アナリティクス、コンテンツのあ

る 300以上の新しい商品ページが ICIS.com*に導入されています。当社はまた、市場レポートを添付した

電子メールのアラートへの改善を行っており、サイト全体で応答性とページロード時間を改善するために

さまざまな変更を行います。 

 

この変更を行う理由は何ですか？ 

昨今これまで以上に、遅れを取らないだけでは十分ではなくなっています。連絡を取り続け、先んじる必

要があります。 

 
ICISでは、ICIS Digitalプラットフォームを通して、これまで以上に自信と明晰さを持って重要な決定を行

うことができるように、お客様を手助けします。当社が ICIS.comに導入した変更は、信頼できるデータと

ダイナミックアナリティクスへのアクセスを最大化し、市場の専門家の世界的ネットワークからの商品市

場ニュース、分析、コメントをいち早く皆様にお届けするための当社の継続的作業の一環です。 

いつこの変更を行いますか？ 

当社では、7月から ICIS.comに新しい商品ページを追加しました。オンライントレーニングウェビナー、

ICIS.com内のガイド付きツアー、および多数のその他のサポートにて、あらゆる面から皆様にご案内しま

す。 

 

* コンテンツやサービスへのアクセスは、サブスクリプションにより異なる場合があります。追加の詳細

情報が必要な場合は、ICISのアカウントマネージャーにご連絡ください。 

 

この変更に備えるために何を行う必要がありますか？ 

お客様の方で何かを行っていただく必要はありません。すべての変更は自動的に行われます。当社では、

ICIS.comでのこれらの最新の変更のあらゆる面をご案内し、皆様の円滑な稼働を支援します。当社からの

コンテンツを見逃さないようにするための電子メールのアラート設定は維持されます。また、改善された

ICIS.comのご紹介セッションに参加ご希望の場合は、当社のクライアントサクセスチームが実施するオン

ライントレーニングセッションにご登録ください。 

 

現在 ICIS市場レポート内で受け取っている情報は今後も入手できますか？ 

もちろんです。当社では ICIS.comウェブサイトの新しい商品ページ内にレポートを移動させるだけでな

く、これらのレポートと、ICISとの提携により当社が提供するすべてのその他のコンテンツ、ツール、交

流の機会へのアクセスを向上させます。 

 

レポートスケジュールの変更を発表しますか？ 

いいえ。当社では単に皆様がレポートにアクセスし、レポートを受け取る方法を改善するだけです。最新

のレポートが随時 ICIS.comに更新されます。それらは、発表され次第、インターネットおよび ICISのモ

バイルアプリに継続的に投稿されます。 

 

ICIS.com内で利用可能な過去のレポートはありますか？ 

はい。商品ページ内で過去 3か月間の過去のレポートをご利用いただくことができます。過去 3か月より

以前のレポートにアクセスする必要がある場合は、clientsuccess@icis.comまで当社のクライアントサク

セスチームにご連絡ください。 



 
 

電子メールに添付のレポートの配信を終了する予定ですか？ 

当社は、当社のウェブサイトに新しい拡張機能を展開するため、今後数か月以内に PDFと htmlの市場レ

ポートの配信を終了する予定です。当社は、十分に事前に皆様に通知し、変更が起こったときに、皆様に

ご案内します。ICIS市場と商品レポートは、ICIS.comを通して、容易に表示、ダウンロード、印刷、PDF

として保存できます。また、iOS / Androidで ICISモバイルアプリを介して、いつでもそれらにアクセスで

きます。 

 

モバイル機器で商品ページを表示できるようになりますか？ 

はい。新しい商品ページに加え、ホームページおよびニュースチャンネルは、あらゆるデバイスからすべ

てのコンテンツにアクセスすることができます。主にご使用の携帯電話から ICISコンテンツにアクセスす

る場合、当社では、当社のモバイルアプリを使用することを推奨します。 

 

特定の商品に関連するすべてのコンテンツとツールは、御社が導入する新しい商品ページを通し

て利用できるようになりますか？  

もちろんです。当社が導入する新しいページは、「ワンストップショップ」になることを目指していま

す。それにより、皆様は、興味のある特定の商品／市場に関連するすべての価格情報、レポート、ニュー

ス、情報のすべてを素早く見つけることができます。当社は引き続き、これらのページを進化させ、あり

得る最高の情報と体験を皆様に提供します。 

将来何かが変わりますか？ 

もちろんです！当社は引き続き、ICIS Digitalデジタルに多額の投資を行い、皆様がいつおよびいかなるデ

バイスを使用するかにかかわらず、あらゆる最高の体験を提供したいと考えています。モバイルアプリへ

の新しい機能と改善点にご期待ください。当社はできるだけ早く、次に起こることを投稿します。 

 
 

アクセスとログイン 

 

導入する予定のマジックリンクとは何ですか？  

ICI.comにログインするための代替方法です。これは、「私にリンクを送信」のタイトルのオプションと

して、ログインページですべてのユーザーに提示されます。 

 

ユーザーが ICISのウェブサイトにアクセスし、ブラウザにクッキーを保存していないか、またはユーザー

名／パスワードを覚えることができない場合、「私にリンクを送信」をクリックすることができます。そ

の後、URL（30分間有効）がユーザーが登録した電子メールアドレスに送信されます。ユーザーがこのリ

ンクをクリックすると、ユーザーはログインし、必要な場合、パスワードを変更するオプションが提示さ

れます。セキュリティ対策として、この方法を介したログインは、12時間後に失効します。その後、ユー

ザーは再度サインインする必要があります。 

 

マジックリンクの移動先はどこですか？   

 

商品のアラートには、マジックリンクが含まれ、関連する商品ページに直接移動します。 

 



 
アクセスするためにマジックリンクを使用する必要がありますか？  

いいえ、常にユーザー名とパスワードを入力することを選択できます。同じデバイス／ブラウザを使用し

て頻繁にログインする場合、「ログインしたままにする」ボックスにチェックを入れることを推奨しま

す。  

 

マジックリンクをリクエストできる回数の上限はありますか？  

いいえ、この機能はお好きなだけ使用することができます。同じデバイス／ブラウザを使用して頻繁にロ

グインする場合、「ログインしたままにする」ボックスにチェックを入れることを推奨します。  

 

マジックリンクをオンラインでリクエストしたが、届かない場合、どうすべきですか？ 

リクエストしてから数分以内にマジックリンクが届かない場合、マジックリングが受信箱ではなく迷惑メ

ールフォルダに送信された場合に備えて、迷惑メールフォルダを確認してください。マジックリンクが届

かない場合、ログインウィンドウの「リンクを再送信する」オプションをクリックすると、別のマジック

リンクが送信されます。 

 

既存のログイン資格情報を変更することができますか？  

いいえ、既存のログイン情報を変更することはできません。新しいマジックリンクは、代わりの短期の安

全なアクセスです。 

 

ユーザー名とパスワードでログインする場合、ログインが続く期間はどのくらいですか？  

現在、ログインページのチェックボックスにより、ユーザーは 30日間ログインした状態が維持されます。 

  



 
 

ウェブサイトの主な機能／新機能 

多くの商品にアクセスできます。これらをどのように整理することができますか？ また、お気

に入りを設定することができますか？ 

お気に入り設定機能自体はなくなりましたが、代わりに、ICIS.comのホームページから、価格設定を表示

する設定により、コモディティページから見やすくすることができます。 

以下のスクリーンショットにある歯車アイコンから設定し、ご希望通りにページを構成できます。 

 

「すべて表示」を選択すると、サブスクリプションの一環として利用可能なすべての商品を掲載する商品

サマリーページが表示されます。これは、ICIS.com内のレポートチャンネルに取って代わります。 

 
 

 
 
 

略語（PE/Polyeなど）を使用して、商品を検索することはできますか？ 

はい！特定の商品を検索するために、ICIS.comのホームページおよびウェブサイト全体の検索バーを使用

できます。これは、PEまたは Polyeなどの最もよくある略語のほとんどに対応しています。 
 

 

レポートにアクセスする最適な方法は何ですか？ 

専用の商品ページを介してレポートにアクセスできます。これらはホームページを介してアクセスできま

す。  また、レポートが発表されたときは常に通知を受け取るように、電子メールのアラートを構成するこ

とができます。電子メール内のリンクにより、選択したレポートにアクセスすることができるウェブサイ

トが表示されます。 

 

https://subscriber.icis.com/
https://subscriber.icis.com/


 
過去に発行されたレポートにアクセスする方法を教えてください。 

各商品ページにあるアーカイブタブから 3か月前までのレポートにアクセスできます。 

 

レポートをダウンロードする方法を教えてください。 

簡単です！選択したレポートを便利にエクスポートまたはダウンロードすることができる関連する商品ペ

ージに進むだけです。 

どのようにして商品ページの最新の価格を確認できますか？ 

各商品ページ内で、第 2のナビゲーションメニュー（以下の画像で強調表示）があります。このメニュー

から「価格設定とインサイト」を選択した場合、レポートが表示されます。このレポート内で、価格をク

リックすると、最新の公表済みの価格表に移動します。 

 

 
 

 

新しい商品ページ内の過去の価格を表示することができますか？ 

以下のいずれかで容易に行うことができます。 

- ホームページ内のグラフをクリックして、過去 12か月間の価格データを表示する 

- 「ダッシュボードのチャンネルにアクセスします。そこに価格データを選択して表示するために、使用で

きるウィジェットがあります。ウィジェットは、利用可能な過去のデータを提供するよう構成することが

できます。 

大量の価格データおよびダウンロードを管理する場合、Excelプラグインが非常に役立ちます。ダウンロ

ードおよびインストールする方法を含む詳細は、ここをクリックしてください。 

 

ICISが特定の商品の価格評価に適用する基準をどのように確認できますか？ 

各商品ページ内に、「商品の概要」の上にリンク（以下の画像内で強調表示）があります。リンクをクリ

ックすると、関連する基準を表示／確認できます。  

 

https://subscriber.icis.com/
https://www.icis.com/dashboard
http://www.icis.com/about/dashboard/dataexpress/support/download/


 

 
 

最新の市場活動と開発に関してどのように見つけることができますか？ 

各商品の世界中からのリアルタイムのニュース速報と分析を常に把握することができます。 第 2のナビゲ

ーションを介してこれにアクセスしてください。またニュースでは、右パネルを介して、関連する商品ニ

ュースを表示します。 

 

トレーニングページにアクセスして、当社のライブウェビナートレーニングセッションに登録してくださ

い。 

 

 
 

 

最新の生産の変更および中断をどのように見つけることができますか？ 

ライブ中断トラッカーをご覧いただくことをお勧めします。これは、特定の商品の世界規模の供給シナ
リオ（中断を含む）の最新の表示を提供する、強力なデータ可視化ツールです。さまざまな商品に対して

利用できます。トラッカーにより、お客様は、カスタマイズ可能な、インタラクティブインターフェース

を使用して、市場が強気か弱気かを素早く評価し、供給の利用可能性のリスクを低減し、価格設定戦略を

調整できます。  

価格最適化ツールとは何ですか？ 

価格最適化は、情報を収集する貴重な時間を節約するためのデジタルツールです。これを使用して、特定

の商品を売買する価格レベルを直ちに特定することができます。ツールは、さまざまな商品に対して利用

でき、インタラクティブな、グローバルマップを通して、地域・国間の正味価格の差異を可視化し、セー

ルスを優先順位付けし、機会を調達し、価格設定戦略を正当化し、競合他社の脅威を評価することができ

ます。 

https://www.icis.com/support/contact/platform-training/
https://subscriber.icis.com/commodity/297/1/1/live-disruption-tracker
https://priceopt.icis.com/


 
マージンアナリティクスツールとは何ですか？ 

マージンアナリティクスは、さまざまな商品に対して利用できる強力で、一目で分かるアナリティクスツ

ールです。それらは、原料と場所により、最新の変動コストとマージンデータを可視化します。 

価格ドライバーアナリティクスツールとは何ですか？ 

一目で分かる価格ドライバーアナリティクスにより、お客様は、マージンの可能性を最大化し、セールス

の機会を最適化するために、お住いの国と地域を超えて、競合他社をモニタリングすることができます。

それらはさまざまな商品で利用でき、分析と実用的な解説を備え、インポートパリティ、アービトラージ

／ネットバック、代替品、原料、下流のトレンドを分析するために使用できるウィジェットが含まれま

す。 

 

需要と供給のアウトルックとは何ですか？ 

需要と供給のアウトルックは、さまざまな商品に利用でき、過去 3か月間の市況の世界的な、四半期の概

要に加え、主なバリューチェーン全体で現在の四半期に対する ICISの予想を提供します。 

価格予測とは何ですか？ 

価格予測は、今後 12か月間の価格、マージン、生産力、需要と供給の詳細を記載した毎月の簡素なレポー

トです。レポートは、さまざまな商品に対して利用でき、市場の今後の動向を理解するために知る必要が

あるあらゆることを網羅しており、迅速な意思決定を支援します。 

 
 

リソースとフィードバック 

 

オンラインのトレーニングセッションは提供されますか？  

もちろんです。ライブウェビナーセッションを実施し、当社が行う変更およびそうした変更が ICISの体験

にもたらす利点について皆様にお話します。  

すべての ICISウェビナー、オンラインイベントの最新のスケジュールを確認するには、また登録するに

は、ここをクリックしてください。  

 

追加のサポートが必要な場合、誰に連絡できますか？  

ライブチャット、電子メール、電話サポートなどにより、24時間年中無休で、当社にい

つでもお問い合わせできます。詳細は、ここをクリックしてください。 

 

これらの変更についてフィードバックする方法を教えてください。  

当社では皆様からのフィードバックを歓迎しております。クライアントサクセスチームまでフィードバ

ックをお寄せください。 

 

フィードバックを提供するとどうなりますか？ 

すべてのフィードバックは、確認され、社内共有されます。  

https://petchem.analytics.icis.com/margins
https://www.icis.com/explore/customer-support/price-drivers-analytics/
https://www.icis.com/explore/services/market-intelligence/price-forecast-reports/?intcmp=mega-menu-explore-services-market-intelligence-price-forecast-reports
https://www.icis.com/support/help/digital/#livewebinar
https://www.icis.com/explore/contact/
mailto:clientsuccess@icis.com

