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トムソン・ロイターは、世界の企業や専門家が必要とする高度なインテリジェント情報を持つ先進
企業として、顧客の皆様が競争を優位に勝ち抜くための様々なサービスを提供しています。「イン
テリジェント情報」とは、コンテンツや革新的なテクノロジーと人的な専門知識を融合したもので、
お客様に新たな行動をとるための知識を提供し、より的確で、より速い意思決定を可能にします。
トムソン・ロイターは、世界で最も信頼されている国際ニュース報道部門を擁し、100ヵ国以上に勤
務する60,000名のスタッフを通じて、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知材・学術情報、メ
ディアの各市場の参加者の皆様へ欠かすことのできない洞察力のある情報サービスを提供して
います。

COMPANY OVERVIEW

Thomson ReuTeRs sTRucTuRe
トムソン・ロイターは4つの主要分野で世界の企業と専門家にインテリジェント情報を提供しており、
各主要市場において、トップクラスの地位を築いており、高い評価を頂いております。
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トムソン・ロイターは、日本において1872年に
旧ロイターの日本支局開設以来、長きにわたり
お客様に、迅速、正確かつ独立性のある高品質
な情報を提供するべく努力を続けています。

構造的な問題の顕在化により世界の政治、経
済の先行きは不確実性が高まる一方、金融危
機を教訓にした新たな国際的規制も本格的な
導入が始まり、今後も規制の動きからは目が離
せません。こうした中、業務効率の最適化、規
制への対応とリスクのコントロールの重要性
がますます高まってきております。　弊社のフ
ァイナンシャル・リスク　ビジネスでは、トムソ
ン・ロイター・アイコン、トムソン・ロイター・エレ
クトロンといった弊社の戦略的プラットフォー
ムと、世界最大の報道機関であるロイターのニ
ュースサービスを組み合わせ、弊社のお客様
へ不安定な経済環境を乗り越えるためのベス
ト・ソリューションをご提供させていただいてお
ります。

また、弊社は世界100ヵ国、3,000都市、60,000

名の従業員を擁し、日本のお客様のみならず、
全世界のプロフェッショナルの業務を積極的に

サポートしていくという、強い責任感と使命感
を持っており、組織もお客様のニーズに合わせ
たサポートを展開できる体制を整えておりま
す。弊社のグローバルなプレゼンス、地域ごと
の専門性、多様性に富んだ貴重な人材を活用
し、他社にはないユニークで意義のあるビジネ
スを展開してまいりますので今後の活動にご
期待下さい。 

トムソン・ロイターに今後とも変わらぬご愛顧
を賜りますようお願い申し上げます。

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社	
代表取締役社長	
富田　秀夫
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トレーディング
為替(FX)、債券、デリバティブ、株
式、その他取引所の上場商品お
よびコモディティ＆エネルギー市
場におけるお客様のトレーディン
グ業務をサポートするために、情
報、分析、リアルタイム・データ、お
よびテクノロジーを提供していま
す。

データフィード＆プラットフォ
ーム

株式、デリバティブ、オプション

債券

為替（FX）

コモディティ＆エネルギー

インベスターズ
資産運用会社、投資銀行、ウェル
スマネジメント、ヘッジファンド、	
および一般事業法人のお客様へ、
情報、分析、ワークフロー、および
テクノロジーによるソリューション
を提供しています。　これらのソ
リューションは、お客様の的確な
投資判断と投資実績の向上、およ
び法令の順守を支援します。

インベストメント・マネージメ
ント

ウェルス・マネージメント

インベストメント・バンキング

コーポレート

エンタープライズ・コンテンツ

マーケットプレイス
電子取引市場の提供を通じて、店
頭市場の流動性を高めながら、取
引を執行し、世界中の市場参加者
や金融プロフェッショナルのコミ
ュニティを結び付けています。

為替（ディーリング・マッチング）

債券

ガバナンス・リスク＆�
コンプライアンス
お客様の戦略、オペレーション、
および取引を、絶えず変化する規
制環境に適応させるソリューショ
ンを提供しています。

銀行・証券業界

保険業界

その他

ファイナンシャル・リスク部門は、世界の金融コミュニティを結び付けるソリューションを提供し
ています。重要なニュース、情報、分析をお届けすること、取引の執行を円滑にすること、なら
びにトレーディング、投資、金融、および企業の専門家を結び付けるコミュニティを築くことを
任務としています。さらにファイナンシャル・リスク部門は、先進的な規制・オペレーションリスク
管理ソリューションも提供しています。

ファイナンシャル・リスク部門の情報、サポート技術、およびインフラストラクチャーは、グロー
バル化、電子化、およびマルチアセットクラス化が次第に進む市場において、お客様が優れた
リターンを生み、リスク管理とコンプライアンス管理を改善し、流動性へのアクセスを高め、効
率的で信頼できるインフラを構築するのに役立ちます。

ファイナンシャル・リスク部門のお客様は、弊社のデスクトップ・ソリューション、データフィード、
およびモバイル・アプリケーションを利用して、弊社の情報、分析、およびトレーディング・コミュ
ニティにアクセスしています。ファイナンシャル・リスク部門のビジネスは、デスクトップ・ソリュ
ーション、データフィード、トランザクション、ソフトウェアの提供などから構成されています。
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グローバル・グロース＆オペレーションズ

ロイターニュース／メディア

ファイナンシャル・
リスク

•	 1851 年  ポール・ジュリアス・ロイターが、新
たに開通したドーバー - カレー海底電信ケ
ーブルを利用して、株式市場の気配値とニ
ュースをロンドンとパリの間で伝送するた
めのオフィスを開設。

•	 1872 年  ロイター（Reuters）が欧州からの
電信ケーブルの敷設に合わせて長崎、神
戸、横浜に支局を開設。

•	 1934 年  ロイ・トムソンが、オンタリオ州ティ
ミンズにあった timmins Daily Pressを買収
してトムソン（thomson）を設立。

•	 1985 年  ロイター通信社日本支局とロイタ
ー・モニター・サービス・アジア・リミテッド日
本支社を統合して、ロイター・ジャパン株式
会社を設立。
	
日本語でのニュース サービスを開始。
	
トムソンコーポレーションが、子会社の IFR 

パブリッシングを通じて日本で最初の業務
を開始。	

•	 1986 年  ロイター・ジャパンが、最初の外国
為替取引サービスを開始。

•	 1989 年  トムソンコーポレーション・ジャパ
ン・リミテッドを設立。	

•	 1990 年 日本でクロスアセットのリアルタイ
ム・プレミアム情報サービスを開始。	

•	 1992 年  ロイターが、外国の報道機関とし
ては初めて霞クラブ（外務省）に加盟。	

•	 2005 年  ロイター・グループによるマネー
ラインテレレート社買収に伴い、ロイター・
ジャパンはQuICK マネーラインテレレート
を合併。

•	 2007 年  トムソンコーポレーションとロイ
ター・グループが、それぞれのビジネスの統
合について協議していることを発表。

•	 2008 年  トムソンコーポレーションがロイ
ター・グループの買収を完了し、ニューヨー
クに本社を置くトムソン・ロイターが誕生。	

•	 2010 年  トムソン・ロイターが新時代の金
融プロフェッショナル向けの究極の金融ツ
ールセットであるトムソン・ロイター・アイコ
ンを発表 。
	
オープンで双方向、グローバル、超高速か
つ柔軟性を持った金融サービス業界向けク
ラウドであるトムソン・ロイター・エレクトロ
ンを発表 。

•	 2012 年  トムソン・ロイター、外国為替電子
取引サービスFXアライアンス（FXall）の買
収を完了。

CORPORATE HISTORY
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トレーディング

トレーディング部門では、市場参加者が豊富なコンテンツにアクセスし、安全に取引執行できる
環境を提供することで金融業界に貢献しています。また、トムソン・ロイター・アイコンデスクトッ
プ、トムソン・ロイター・エレクトロンネットワーク、コンテンツ統合・管理技術、コンテンツのフィード
とデータベース、および取引インフラストラクチャーから構成されるソリューションをお客様に提
供しています。これらのソリューションの組み合わせにより、為替(FX)、債券・デリバティブ、株式お
よびその他取引所上場商品、コモディティおよびエネルギー市場におけるバイサイドとセルサイ
ドのお客様間のトレーディングビジネスを支えています。

主なプロダクト
Thomson Reuters eikon, Thomson Reuters elektron, Thomson Reuters Real Time 
Thomson Reuters enterprise Platform

Quick Facts:

7億5,000万
1秒間に約7億5,000万件のプライシング情報
を更新し、金融市場に配信しています。

250
1,400万の投資商品をカバーする250以上の
取引所および数百の店頭市場や金融機関か
ら得たリアルタイム・データとヒストリカル・
データを提供しています。

2,400
2,400社以上のお客様が、トムソン・ロイター
のエンタープライズ　プラットフォーム　ソ
リューションを利用してリアルタイム・データ
の管理および配信を行っています。

インベスターズ

インベスターズ部門では、調査、投資・運用分野のお客様に対して情報、分析、ワークフロー、テク
ノロジーの各ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、資産運用会社、投資銀
行、ウェルスマネジメント、ヘッジファンド、および一般事業法人のお客様に対し、お客様の的確な
投資判断と投資実績の向上、および法令の順守を支援します。

主なプロダクト
Thomson one, Thomson Reuters eikon, Thomson Reuters Datastream Professional 
Thomson Reuters Deals Business Intelligence, Thomson Reuters Advanced Analytics 
Lipper, Thomson Reuters Datascope
　

Quick Facts:

5,000
ファイナンシャル・リスク部門の情報・取引ソ
リューションを通じて、世界各国5,000社以
上の資産運用会社とヘッジファンド、ならび
に780社以上のグローバルな取引パートナー
をサポートしています。

250万
トムソン・ロイターは、およそ250万種類の債
券、デリバティブ、ローン商品のプライシング
情報を正確かつ迅速に提供しています。

200万
トムソン・ロイターのグローバル取引データ
ベースは200万件の金融市場取引をカバー
しています。

マーケットプレイス

マーケットプレイス部門では、電子取引市場を提供することにより、OtCマーケットの流動性を高
め、取引執行する機能を提供することにより、世界中の市場参加者や金融プロフェッショナルのコ
ミュニティを結びつけています。　また、グローバルな規模でポストトレード・サービスを提供し、
銀行、証券会社が参加する、電子市場が取引相手とスムーズにやり取りできるソリューションを提
供しています。

主なプロダクト
Thomson Reuters Dealing, Thomson Reuters matching, Reuters Trading for FX (RTFX) 
Thomson Reuters Trade notification (TRTn:旧RTns),  Thomson Reuters Deal Tracker

Quick Facts:

18,000
トムソン・ロイター　ディーリングは、世界最
先端のピア・ツー・ピアの対話型取引アプリ
ケーションで、1万8,000人以上の専門家か
らなるユーザーコミュニティで利用されて
います。

50
トムソン・ロイター　スポット・マッチングで
は、使用契約を結んでいる1,100の銀行が
50以上の通貨ペアで活発に取引を行って
います。

ガバナンス・リスク＆コンプライアンス

ガバナンス・リスク＆コンプライアンス(GRC) 部門では、フラッグシップ・プロダクトである トムソン・
ロイターAccelusにより、お客様の戦略、オペレーション、取引を、常に変化し続ける世界の規制環
境に適応することができます。これによりお客様は事業の成長を加速しながら、事業リスクを適切
に管理することができます。

主なプロダクト
Thomson Reuters Accelus

Quick Facts:

14,215
2011年は規制に関するレポートが、世界全
体で前年比16%増の1万4,215件発表されま
した。

60
トムソン・ロイターは、一日約60件の規制更
新に関するインテリジェント情報をタイムリ
ーに提供しています。

18,000
トムソン・ロイターAccelus は、規制当局や政
府機関、および世界トップ50の銀行のうち49
行を含め、世界各国1万8,000件のお客様に
利用されています。　

ロイター・ニュース／メディア

160年の歴史を持つロイター・ニュースは、世界最大の国際的なニュース・サービスであり、世界の
市場とメディアを動かすニュースや知見を配信しています。独立、高潔、無偏見という信頼の原則	
に基づき、ロイター・ニュースのスピード、正確性、マーケット・インパクトを与える報道内容は、	
世界中で高い評価を受けています。　ロイターは、すべてのお客様から信頼をいただいている、
トムソン・ロイターの貴重な資産です。

Quick Facts:

2,900
ロイターは、世界各地の200の支局に2,900
人以上の常勤記者を擁しています。

1500
ロイターのニュースは、世界1500か所以上
の場所から20ヶ国語で配信されています。

10億
ロイターの大規模な配信チャネルを通じて、	
1日10億人以上にニュースをお届けしてい
ます。
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トムソン・ロイター　データストリーム
プロフェッショナル

トムソン・ロイター Accelus
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トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的
テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・
学術情報、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロン
ドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　
トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨーク証券取引所に上場されています。　詳しい情報は	
http://thomsonreuters.comをご覧ください。　
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企業概要
社名：	 トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

代表取締役社長：	 富田　秀夫

従業員数：	 524名（2012年7月現在）

設立年月日：	 �1985年7 月1 日 *2009 年5 月1 日より現商号
（1872 年に最初のロイター日本支局を開設）

資本金：	 一億円

事業所：	 	赤坂Bizタワー　オフィス（本社)
〒107-6330
東京都港区赤坂 5-3-1
赤坂 Biz タワー 30 階
電話：03-6441-1200

	
	 赤坂パークビル　オフィス	
	 〒107-6119
	 東京都港区赤坂5-2-20
	 赤坂パークビル19階
	 電話：03-4589-2380

お問い合わせ：	 セールスに関するお問合せ：		
 financial.thomsonreuters.com/sales

 製品情報：
 financial.thomsonreuters.com

 各国オフィス情報：
 thomsonreuters.com/about_us/locations

 カスタマーサービスへのご連絡：
 financial.thomsonreuters.com/customers

	 www.thomsonreuters.com


