
2022年 対外活動報告

有料ウェビナー「第7回立ち寄りセミナー ～初秋編～ 」を開催
9月13～15日/20～21日/27日オンデマンド配信 31名が参加

吉井

テーマ『コロナ禍、ロシア侵攻のさなかで、エネルギーは』
第1部：ロシアによるウクライナ侵攻とそれに伴うエネルギー構造の変容

第2部：再⽣可能エネルギーの利⽤拡⼤の動き

司会：和氣 ／ 柏原

本間

北村

阿部

西江

須藤

チーセン

二川

柳



2022年 対外活動報告

9月21～22日 シンガポール石化会議に出席/講演

原油市況がベンゼンとプロピレン市場に与える影響について

※写真は当社リム チーセン取締役の講演の様子



2021年 対外活動報告

12月9日 有料ウェビナー「第6回立ち寄りセミナー ～初冬編～ 」を開催
12月10～14日オンデマンド配信 27名が参加

第2部講師 柏原

司会進行 佐藤

テーマ『脱炭素化の中で生み出されるもの変わりゆくもの』
第1部：進む脱炭素化の中で化石燃料に求められるもの

第2部：脱炭素化がもたらす創出と変化

第1部講師 和氣



2021年 対外活動報告

9月9日 有料ウェビナー「第5回立ち寄りセミナー ～初秋編～ 」を開催
57名が参加

第3部講師 須藤第1部講師 和氣

司会進行 佐藤

テーマ『進む脱炭素、新たな可能性を探る』
第1部：変わりゆくエネルギー企業の動き
第2部：変わりゆく森林と畜産
第3部：脱炭素が紡ぎだす動き

第2部講師 柏原



2021年 対外活動報告

6月10日 有料ウェビナー「第4回立ち寄りセミナー ～初夏編～ 」を開催
105名が参加

第3部講師 和氣第1・2部講師 柏原

司会進行 佐藤

テーマ『加速する脱炭素の動きを追う』
第1部：脱炭素に向けた国の方向性
第2部：化石燃料の挑戦
第3部：産業界の選択



2021年 対外活動報告

3月11日 有料ウェビナー「第3回立ち寄りセミナー ～早春編～ 」を開催
29名が参加

第1部講師 和氣 第2部講師 柏原

司会進行 佐藤

テーマ『脱炭素への舵取り 待ったなし』
第1部：脱炭素へ向けた政策と産業の歩み
第2部：技術革新が脱炭素を促す



2020年 対外活動報告

12月24日『ジャパン石油製品ウェビナー』を開催、100名以上が参加
Ⅰ 国内石油市場の2020年振返り
Ⅱ 2021年の注目点

講師 須藤



2020年 対外活動報告

12月4日 有料ウェビナー「第2回立ち寄りセミナー ～年末編～ 」を開催
46名が参加

第1部講師 和氣 第2部講師 柏原司会進行 佐藤

テーマ『脱炭素に向けて蠢(うごめ)く世界』
第1部：脱炭素社会に向き合う石油産業と各業界
第2部：再エネ電源の現状と期待されるクリーンエネルギー



2020年 対外活動報告

8月27日・ 9月3日 初のウェビナー「立ち寄りオンラインセミナー」を開催
第1部 移りゆく化石燃料 第2部 コロナが招く電源の変化

2日間合計で約150人が参加

第1部講師 和氣 第2部講師 柏原

司会進行 佐藤



2020年 対外活動報告

2月19-21日 南アジアLPG EXPO 2020に参加

※写真は当社リム チーセン取締役の講演前の様子

インドの需要が国際LPG価格に与える影響について



2020年 対外活動報告

2月14日 IMO最新動向・アセスメントメソドロジー説明会を大阪で開催



2019年 対外活動報告

11月13-14日 ASEAN LPG Forum Series 2019 ミャンマー に参加

LPGの価格動向と東南アジア市場

※写真は当社リム チーセン取締役の講演前の様子



2019年 対外活動報告

10月22-23日 Asia Pacific LPG Expo 2019 ベトナムに参加

アジア LPG 市場の価格動向と展望

※写真は当社リム チーセン取締役の講演前の様子



2019年 対外活動報告

9月10、12日 IMO・アセスメント説明会を都内で開催

※当社担当記者小泉の講演の様子



2019年 対外活動報告

7月2日 リム・IMO 規制セミナー を韓国で開催

※当社担当記者小泉の講演の様子



2019年 対外活動報告

5月29日 上海デリバティブマーケットフォーラムに参加

「エネルギー市場における価格評価機関の役割」について講演

※写真は当社リム チーセン取締役の講演の様子



2019年 対外活動報告

【IMO規制勉強会】

4月 8、15、22日(月曜)

5月 20日(月曜)

【レポート説明会】

4月 9、16、23日(火曜) LPG、石油化学

4月10、17、24日(水曜) 電力、LNG

4月11、18、25日(木曜) 原油・コンデンセート、アジア石油製品

4月12、19、26日(金曜) ローリーラック、ジャパン石油製品



2019年 対外活動報告

3月20日 日本海事新聞社 主催「迫るSOx規制 海事環境フォーラム」に参加

※当社担当記者がパネリストとして参加



2018年 対外活動報告

11月29日 タイ石油公社(PTT)が表敬訪問

※当社担当記者と記念撮影



2018年 対外活動報告

第２部 ワークショップ｢日本のエネルギーの未来を考える｣

11月22日 リム・エネルギーワークショップを開催

第1部 豊田正和氏の基調講演

第１部 基調講演｢日本のエネルギー政策を紐解く～そのあるべき姿とは｣
豊田正和・一般社団法人 日本エネルギー経済研究所理事長

第２部 日本のエネルギーの未来について意見交換



2018年 対外活動報告

「アジア市場のLPGの価格動向」について講演

※写真は当社リム チーセン取締役の講演の様子

11月13-15日 LPG カンボジア 2018 に参加



2018年 対外活動報告

「日本国内の石油化学の現状」について講演

※写真は当社上海支社金 雪梅 記者の講演の様子

10月23-26日 中国第13回オレフィン国際会議に参加



2018年 対外活動報告

「中国・アジア石油製品市場の動向」について講演

※写真は当社二川 良也執行役員の講演の様子

10月24日 日本海事検定協会＝石油製品の品質に関する講習会に参加



2018年 対外活動報告

「アジア市場のLPGの価格動向」について講演

※写真は当社リム チーセン取締役の講演前の様子

9月11-13日 LPG ベトナム 2018 に参加



2018年 対外活動報告

「LPGの価格動向とアジア市場への影響」について講演

※写真は当社リム チーセン取締役の講演の様子

6月5-7日 LPG ミャンマー2018 に参加



2018年 対外活動報告

5月30-6月1日 バイオマスエキスポフォーラム 2018 に参加

「バイオマスビジネスから考えるエネルギー安全保障」について講演

※写真は当社 阿部 直哉 コーディネーター（再⽣可能エネルギーレポート編集責任者）の講演の様子



2018年 対外活動報告

5月22-24日 LNG ミャンマー2018 に参加

「世界の天然ガス価格形成とトレンド」について講演



2017年 対外活動報告

※写真は当社リム チーセン取締役の講演の様子

9月12-13日 シンガポール石化会議(APS)参加

「原油市況の動向と日本石化事業の状況」について講演



7月 福岡、大阪、名古屋

8月 札幌、仙台、高松

9月 東京

2017年 対外活動報告

国内アセスメント説明会開催

※写真は東京会場の様子



5月30-6月1日 ミャンマーLPG会議に参加

2017年 対外活動報告

「日本のオートガス事業の歴史と発展」について講演

※写真は当社リム チーセン取締役の講演の様子



4月27-28日 シンガポール海洋技術会議に参加

2017年 対外活動報告



4月13日 株式会社 QUICK と提携記念セミナーを開催

2017年 対外活動報告

※写真は野神氏の基調講演およびパネルディスカッションの様子

｢エネルギー市場と金融情報の融合～トランプ時代の資源相場を読み解く～｣



11月29日 株式会社 QUICK と資本業務提携契約を締結

2016年 対外活動報告

※調印式の様子



3月 海上アセスメント説明会開催(東京)
4月 陸上アセスメント説明会開催(東京、大阪)
7月 〃 (札幌、仙台、名古屋、高松、福岡)
8月 〃 (大阪)

2016年 対外活動報告

※写真は陸上アセスメント説明会の様子



5月 アジア石化会議参加(シンガポール)

2016年 対外活動報告

※写真は陸上アセスメント説明会の様子



10月 シンガポールエネルギー週間(SIEW)にメディアパートナーとして参加

2015年 対外活動報告



9月 アジア太平洋石油会議出席・講演

2015年 対外活動報告



6月 シンガポールLPG会議出席・講演

2015年 対外活動報告



3月 杭州LPG会議出席・講演

2015年 対外活動報告



11月 エネルギープランナー勉強会開始

2014年 対外活動報告

https://www.rim-intelligence.co.jp/contents/info/studyTop/


2014年 対外活動報告

2014年 対外活動報告9月 LNG年鑑発刊

https://www.rim-intelligence.co.jp/uploaded/announcement/dfd81579bb73c337990a476056a8c323.pdf


2014年 対外活動報告

9月 APPEC会議(シンガポール)参加



2014年 対外活動報告

6月 全石連郡山総会 SSビジネス見本市に参加



2014年 対外活動報告

5月 TBSラジオ時報開始

5月 ラジオNIKKEIの『マーケット・トレンド』に出演



2014年 対外活動報告

5月 RISCO【大阪】電力・ＬＮＧエネルギービジネスセミナー開催
「リム編集記者が語る！ 電力・ＬＮＧ情報の最前線」

5月 タイで開催 アジア石油化学工業会議（APIC）に参加



2014年 対外活動報告

RISCO 電力・LNG講演（東京）開催

3月 中国天津にてLPG国際会議に参加(主催Guandong Oil & Gas Association)。
LPGチームが『LPG需給の分析とプロピレン市場との関係性』について講演



2014年 対外活動報告

2月 会社創業30周年。帝国ホテルで記念式典を開催



2013年 対外活動報告

11月 インド・ニューデリーで「インド市場におけるシェールガスと石油製品の未来」を開催
アジア石油製品チームが講演

10月 中国・恵州市で「高品質の石油製品生産を目指す中国」をテーマとしたセミナーを開催
（広東オイルガスとの共催）
アジア石油製品チームが講演

9月 子会社「リム イノベーション＆ソリューションズ株式会社(RISCO)」設立
・リム情報開発発行の各種レポート/データの販売代行
・各種セミナー開催
・小冊子発行など



2013年 対外活動報告

5月 LNGチームが本社で第1回座談会を開催

石油化学チームが台湾で開催されたAPIC2013(アジア石油化学工業会議)に参加

4月 電力チームを組織、ニュースカテゴリーに「電力」を設定
原油レポートを「原油・コンデンセートレポート」に名称変更
バンカーレポートに北米、南米、欧州、シンガポール、韓国の低硫黄重油バンカー(硫黄分1.0%以下)

アセスメントを追加



2013年 対外活動報告

3月 東京都中央区新川から八丁堀に本社移転

韓国ソウルでREMの説明会を開催

中東フジャイラバンカー会議（Conference Connection主催）にメディアパートナーとして参加

2月 スマートフォン（iPhone端末）からトレーディングボードへ直接入力サービス開始

1月 シンンガポールLNG会議（Conference Connection主催）にメディアパートナーとして参加



2012年 対外活動報告

12月 「リムゾー＆リミーのエネルギーニュース解説」を開始
スマートフォン（アンドロイド端末）からトレーディングボードへ直接入力サービス開始
東京工業品取引所(現東商取)でリムトレーディングボードの説明会を開催

11月 パソコンからトレーディングボードへ直接入力サービス開始

10月 韓国出版エナジーメディア社と合弁会社「リム-エナジーメディア(REM)」を設立
『東日本大震災から1年半～日本のエネルギーの“これから”を考える』セミナーを東京で開催

(会場:学士会館)



2012年 対外活動報告

9月 LNG年鑑2012発刊
シンガポールAPPEC会議で講演
シンガポールLNG会議（CWC主催）にメディアパートナーとして参加

7月 国内石油製品チームが札幌のセミナーで講演

6月 国内石油製品チームが金沢のセミナーで講演
国内石油製品チームが岡山のセミナーで講演
LPGチームが「ASIA  LPG  SEMINAR」にメディアパートナーとして参加

(会場:シンガポール）

5月 石油化学チームがマレーシアで開催された「APIC」にブースを出展
(会場:クアラルンプール)

2月 国内石油製品チームが福岡のセミナーで講演



2012年 対外活動報告

2月 米CMEグループと提携
リム情報開発が発行するすべてのレポートに掲載されているエネルギー取引価格に対し、CMEグループが
傘下の清算機関を通じて清算業務を実施するサービス（クリアリング・サービス）を開始。石油製品の国
内海上・陸上価格(RIM価格)に対する清算業務は、同グループが円建てのエネルギー取引に関与するのは
初めて

イメージキャラクター誕生 双子の｢リムゾー(RIMZO)君とリミー(RIMMY)ちゃん｣
キャッチフレーズは｢フェアな価格 確かな信頼｣に決定

1月 自社サイトに「調査報告」項目を設置 通常ニュース以外の読み応えのある報告書を掲載
第1号は「「北東アジアオイルハブ構想」



2011年 対外活動報告

12月 LPGチームがペトロベトナムガスで講演
(会場:ベトナム Renaissance Riverside Hotel)

11月 国内石油製品チームが香川のセミナーで講演
LNGチームがインドでセミナーを開催 (会場:アーメダバード)

10月 国内石油製品チームが大阪のセミナーで講演
LPGチームが「6th LPG Trade Summit」にメディアパートナーとして参加 (会場:シンガポール)



2011年 対外活動報告

9月 LNG年鑑2011(日英版)を発刊

face book公式サイトを開設
LNGチームがWORLD LNG SERIES「ASIA PACIFIC SUMMIT」にメディアパートナーとして参加

（会場:シンガポール）

8月 HP上で「LNG」ニュース枠を設置し、国内初のLNG専門ニュースサイトを創設

7月 国内石油製品チームが東京のセミナーで講演

6月 英語WEBサイトのデザインをリニューアル
LPGチームが「ASIA LPG SEMINAR」にメディアパートナーとして参加(会場:シンガポール）



2011年 対外活動報告

5月 日本語WEBサイトをニューアル
石油化学チームがアジア石油化学工業会議2011に参加 (会場:ヒルトン福岡シーホーク）

3月 インド支局を開設
LPGチームが東邦液化ガス(名古屋市)で講演

2月 「リム価格」を商標登録 登録番号は5387777


