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CORPORATE HISTORY 

  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。

  2009年  トムソン・ロイターが、統
合後の最初の通期決算にて年間収入が
8%増となったことを発表。



トムソン・ロイター・ジャパン   1

マーケッツ・ディビジョン プロフェッショナル・ 
ディビジョン 高い競争力

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、103ヵ国にわたる 53,000名のスタッフを通じて、金融、法律、
税務・会計、科学、ヘルスケア、メディア各市場の参加者に、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

=+

金融関連サービス
弊社のアプリケーション
は、世界で 50 万人以上の
プロフェッショナルに利用
されています

メディア
ロイター・ニュースは世界
で毎日 10 億以上の人々に
読まれています

ヘルスケアおよび
科学関連サービス
全世界 1 億 5,000万の人々
の生命に影響を与え、2,000
万人の科学者や研究者に利
用されている科学・医療情
報を提供しています

法律関連サービス
世界の大手法律事務所の 
98%が弊社グループの
Westlaw のサービスに信頼
を寄せています

税務・会計関連サービス
Checkpoint は、米国の上位 
100 の会計事務所すべてが
利用しています

経営規模 – トムソン・ロイターは 2008 年
の収入が 134 億ドルに達し、企業およびプ
ロフェッショナル顧客向けにインテリジェン
ト情報を提供する世界最大のプロバイダーと
なっています

国際的な存在感 – 世界 103ヵ国の 300 都市
で事業を展開しています

高度な専門知識 – 14,600 名の法律専門家、
9,300 名の金融スペシャリスト、3,000 名の
税務・会計プロフェッショナル、2,600 名の
ヘルスケア・スペシャリスト、2,400 名の科
学専門家、2,700 名の経験豊富なジャーナリ
ストを有しており、ビジネスの様々な分野に
ついて、多彩かつ膨大な専門知識を提供する
ことができます

圧倒的なブランド力 – トムソン・ロイター
は、BusinessWeek 2009 のベスト・グロー
バル・ブランド 100 において 40 位となりま
した



トムソン・ロイターは、日本および世界
で活躍するプロフェッショナルに、不可
欠なコンテンツと高度な技術を提供して
います。弊社は、日本においても、お客
様やお取引先の皆様から、最も進んだ金
融情報サービス企業として認知されるこ
とを目指しています。

弊社は世界 103カ国、300 都市にオフィ
スを構え、あらゆるビジネスセンターに
顧客を持っており、いまだかつてない規
模でグローバル化を進めるプロフェッ
ショナルたちとともに歩みながら事業を
展開しています。

日本においては、1872 年に横浜、神戸、
長崎に支局を開設して以来、長きにわた
る誇り高い伝統を築いてまいりました。
日本において、弊社は事業開始から一貫
して、常に迅速で、正確で、独立性の高
いサービスを提供しています。

弊社の歴史にとって、2008 年 4 月は重要
な節目となりました。トムソンコーポレー
ション が ロイター ･グループを買収し、
世界最大のプロフェッショナル情報企業
が誕生しました。現在、トムソン・ロイター
は、日本において、専門性の高いインテ
リジェント情報を提供する先導的な企業
となっています。

弊社は、ロイター日本語ニュースやその
他の日本市場向けの高付加価値サービス
に積極的に投資をしています。これは、
弊社が日本のお客様への業務について、
強い責任感と使命感を持っていることの
証であります。

弊社の戦略的資産のひとつは、様々な部
門で働く多くのプロフェッショナルな社
員たちです。日本だけでも、世界 18ヵ国
から来た社員がビジネスに従事していま
す。こうした多様性に富んだ人材構成を
活用し、弊社は、様々な顧客セグメント
や地域的な広がりに柔軟に対応し、様々
な市場や文化や国の差異を超えた、他に
はないユニークで有益なビジネスを展開
しています。

この度はトムソン・ロイターにご関心を
お寄せ頂きありがとうございます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう
宜しく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　岡村　宏太郎

代表取締役社長からのメッセージ

THE MARKETS DIVISION 
IN JAPAN
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マーケッツ・ディビジョンの各組織は、世界の金融市場を力強くサポートします。

THE MARKETS DIVISION –
OUR SERVICES

トムソン・ロイター・ジャパン   3

SALES & TRADING INVESTMENT & ADVISORY

ENTERPRISE

インベストメント &アドバイザリー
部門では、事業法人（IR・ビジネスイ
ンテリジェンス）向けビジネス、資産
運用ビジネス、投資銀行ビジネス、リ
テール・オンライン向けビジネスを対
象に、金融コンテンツや調査・分析ツー
ル、ワークフローソリューションを提
供し、お客様のビジネスを成功に導く
優れた意思決定と効率化の実現を支援
しています。

エンタープライズ向けビジネスは、世
界の金融機関にオートメーション技術
を提供するもので、取引ライフサイク
ル全体、取引およびリスク管理、ポー
トフォリオ管理などが対象になります。

グローバルなリアルタイム情報および
ニュースのサービスは、世界中の新
聞・雑誌、およびテレビ、ラジオ、ウェ
ブサイトに配信されています。また個
人向けにも弊社の日本語ウェブサイト
（www.reuters.co.jp）や、携帯端末、イ
ンターネット TVなどを通じて直接配信
されています。

セールス & トレーディング部門では、
外国為替、債券、株式、その他の上場
金融商品、商品およびエネルギーの各
市場において、バイサイドおよびセル
サイドのお客様に対し、トレーディン
グフロアでの活動に必要な情報、トレー
ディング、ポストトレード・コネクティ
ビティを総合的に提供しています。

THE MARKETS
DIVISION

MEDIA



  ロイターが世界各地から発信する客観的
で信頼性の高い情報は、ニュース記事、
写真、ビデオ、グラフィックスなどの形
で世界中に提供されています。インター
ネットのオンラインのシンジケーション
を通じた配信も広がっています。

  ロイターのニュースは世界 19ヵ国語で
配信され、毎日 10億以上の人々に読ま
れています。

  ロイターが配信する写真は一日 1,500枚
にのぼっています。

  ロイターでは、世界中の 196支局で 
2,700名のジャーナリストが報道に携
わっています。

日本についてのニュース報道

独自の世論調査 – ロイターによる世論調
査は、投資銀行のリサーチやメディアに
頻繁に引用されています。また高い評価
を受けているロイター短観調査は、影響
力のある日銀の四半期短観調査の先行指
標となっています。

完全なカバレッジ – ロイターでは、膨大
な金融ニュースに加え、様々な政治、軍事、
安全保障、外交、環境、エンターテイン
メント、芸術などについて専門記者のリ
ポートも提供しています。こうした相互
補完的なニュースの構成を通じ、お客様
は、政治的なリスクやビジネス機会の理
解が容易になり、世界第 2 位の経済大国に
おける生活や文化についての洞察も深め
ることができます。

洞察力ある分析 – 日本については、毎年、
40本以上の洞察力のある分析記事を配信
し、100 人以上のトップ経営者や有力な市
場参加者に独自のインタビューを行って
います。

包括的な日本語ニュース – スタートから 
24年が経過するロイターの日本語サービ
スは、海外のクレジット市場、外国為替、
金利、新興国市場、投資ファンドに関す
るカバレッジを強化してきました。また
ロイター短観などを含めて独自の市場世
論調査の数を増やし、現在では大企業や
個人投資家の調査もカバーしています。

新しいメディア – 日本語やその他の言語
でのブログ、チャット・ルーム、コメン
タリなども導入しました。また、他社に
先駆けて開発中の新しい金融ビデオ・サー
ビスは、トムソン・ロイター、お客様、
サードパーティー・コントリビュータか
らのコンテンツや分析を織り交ぜた強力
なツールとなるでしょう。

ロイターは世界最大の国際的なニュース・サービスです。
150年以上の歴史と経験を持つロイターが配信するニュースや
インサイトは、世界中の市場およびメディアにパワーを与えて
います。ロイターは、独立性、公平性、偏見からの自由を報道
の基本原則にしており、その迅速で、正確で、市場にインパク
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弊社の
貴重な資産です。

REUTERS: A UNIQUE ASSET
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トムソン・ロイターの独立性
トムソン・ロイターは、信頼できる客
観的なニュースや情報を提供する企業
として世界中のお客様から信頼を寄せ
て頂いています。

トムソン・ロイターにとって、自らの
独立性および公平性を守り、特定の個
人・団体や利害に支配されることによっ
て生じるいかなる偏向をも排除する強
い姿勢が今も求められています。

ロイター が 1941 年に取り入れた「信
頼の原則」には、公平さと不偏不党を
貫き、報道業務をさらに発展させるた
めの規範が明確に示されています。

これらの規範は、今日も、トムソン・
ロイターのビジネス全体の基礎になっ
ています。



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、金融、
法律、税務・会計、科学、ヘルスケア、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 50,000人を超える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（TSX市場：TRI）およびニューヨーク証券取引所（NYSE市場：TRI）に上場しています。詳
しい情報は www.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 :  岡村　宏太郎

従業員数 : 600 名

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 : 1 億円

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

 竹橋オフィス 
 〒 100-0003 
 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 
 パレスサイドビル 5 階

 www.thomsonreuters.com

2008年度日経クリエイティブオフィス賞
を受賞


