
Corporate Profile
リム情報開発株式会社



会　 社　 名　 リム情報開発株式会社

社名英字表記　 Rim Intelligence Co.

設　　　　立　 １９８４年

代表取締役　 盛 尚子

取　 締　 役　 柳 成人　林 志勝　山口 芳久（社外取締役）

主要取引銀行　 三菱東京ＵＦＪ銀行

主要取引先　 石油元売り　総合商社　燃料商社　

 石油販売会社　外資系石油メジャー　内外金融機関

従 業 員 数　 ４０名（２０17年１０月１日現在）

資　 本 　金　 １，０００万円

１９８４年２月 設立　バンカーオイル、原油、石油製品の各レポートを発刊

１９８７年 シンガポール事務所を設立

１９９７年 ローリーラックレポートを発刊

２００１年 北京事務所を設立　ＬＰＧレポートを発刊

２００７年 北京事務所を独資法人化　石油化学、ＬＮＧレポートを発刊

２０１０年 ＬＮＧ年鑑を創刊

２０１１年 インド駐在員事務所を設立　「リム価格」を商標登録・第５３８７７７７号

２０１２年 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）」設立

２０１３年 電力レポートを復刊　韓国国内の石油製品レポート（ＲＥＭ）を発刊　上海事務所を設立

２０１６年 株式会社ＱＵＩＣＫと資本業務提携契約を締結

　リム情報開発株式会社は１９８４年２月、環太平洋－いわゆる「パシフィック・リム」の石油マーケット情報を

発信するために設立されました。「ＲＩＭ＝リム＝環」の由来はここにあります。それ以来、公正、中立なメディア

の立場を貫きながら、質の高いエネルギー情報をアジアから世界に向けて迅速に配信し続けています。

　当社は独自の取材、編集方針に従い取得した正確な情報に基づいて原油、石油製品、ＬＮＧ、ＬＰＧ、石油

化学品、電力など、エネルギー市場の取引価格を精査し、相場を提示している日本を代表する会社です。

　価格評価の目的は、エネルギー業界の関係各社に商談が成立可能な水準を示すことで、透明性の高い、

より適正な価格での取引を進めていただくことにあります。売買双方が「高い価格で購入した」あるいは

「安い水準で販売した」との疑心暗鬼を抱くことなく、取引を円滑に進める際の指標を示すことが当社の役割

であり、それが健全な市場経済の活性化に結び付くものと信じております。

世界に向けて質の高いエネルギー情報を配信

会社概要

事業所一覧

沿革

東京本社 
〒104-0032
東京都中央区八丁堀1丁目9-8 八重洲通ハタビル3階
TEL: 03-3552-2411(代表)
FAX: 03-3552-2415
E-MAIL: info@rim-intelligence.co.jp

シンガポール支局
Rim Intelligence Co, Singapore Branch
No.1 Youngberg Terrace #05-14 
Avon Park, Singapore 357741
TEL: (65) 6912-7359, (65) 6345-9894
E-MAIL: lim@rim-intelligence.co.jp
            hagimoto@rim-intelligence.co.jp

インド支局
Rim Intelligence Co, Indian Representative Office
CC-7, Suramya-2, Shilaj-Thol Road Racharda Ahmedabad-382115 Gujarat, India  
TEL: (91) 98-7955-0717
E-MAIL: kamlesh@rim-intelligence.co.jp

北京支社
Rim Asia-Pacific Energy Intelligence (Beijing) Co., Ltd
Bid of Kelaowo No.23, East St. of Huixin D-Chao Yang, 
Beijing 100029 China
リム中国語HP  http://www.rimbj.com/
TEL: (86) 10-6498-0455
E-MAIL: rimbj@163bj.com

韓国合弁会社　リム-エナジーメディア 
Rim Energy Media Co., Ltd (REM)
3F 42, Changgyeonggung-ro 16-gil, Jongno-gu, Seoul 110-470, Korea
HP: http://www.remprice.com/
TEL: (82) 2-744-4580
FAX: (82) 2-744-4583
E-MAIL: rem@remprice.com

上海支社
Rim Commercial Intelligence (Shanghai) Co., Ltd
Suite 2508, Hongqiao Silver Tower, No.933 West Zhongshan Road,
Shanghai 200051 P.R China
TEL: (86) 21-5111-3575
FAX: (86) 21-5111-3576
E-MAIL: rim_sh@rim-intelligence.co.jp

代表取締役



日本を代表するエネルギー情報会社

データ販売 出版物 人材教育講師派遣レポート配信

独 自 の 取 材 で 実 勢 価 格を 調 査し 毎 日レ ポ ート

リム情報開発は、証券監督者国際機構（IOSCO）による石油価格報告機関(PRA)に関する原則を遵守し、
第三者機関による監査を受けると共に、定期的にその状況を開示しています。

公 正・中 立 なメディア の 立 場を 遵 守

事 業 内 容

国内外に
広がる

取材ネットワーク

透明性のある
公正・中立な
価格情報

市場動向の
背景までわかる
詳細なレポート

30年の
実績に基づく
確かな信頼

世界40カ国の
読者が支持



市況の判断材料として 投資判断の材料に指標価格として

資源会社

元売り

ガス会社

電力会社

石化メーカー

先物会社

商品ブローカー

商社

ディーラー

トレーダー

デリバティブ商品の組成

顧客向けレポートの材料に

取引先の与信管理に

エネル ギ ー の 取 引 価 格 を 取 得 ・ 精 査

こん な 会 社 の 方 にオス スメ

現物決済

在庫評価

価格交渉材料

最新の取引情報

市場動向を把握

取引価格の妥当性を判断

製造業

陸運・海運会社

航空会社

小売業者

官公庁

市場調査会社

メディア

シンクタンク

銀行

証券会社

元売り

石化メーカー

電力会社

商社

ディーラー
ブローカー

産油国

資源会社

産ガス国

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格
市場情報

取引価格・市場情報を
電話取材・ヒアリング

情報を毎日配信



電力

マーケットニュース

ローリーラック
ジャパン石油製品

石油化学
ポリオレフィン

アジア石油製品

ＬＰＧ

原油・コンデンセート
リム総研レポート

石油業界

電力業界

石油化学業界ガス業界

電力
電力スポット市場の価格動向。スパーク/ダークスプレッド、
官公庁・地方自治体などの電力入札/落札状況など

レポート一覧

LPG（液化石油ガス）
アジアと米国を中心に、産消国双方における価格と需給の動向を
詳しく報道。長期契約に採用されているフレート指標も掲載

原油・コンデンセート
中東を含むアジア、ロシア、アフリカ、地中海や南米地域などの
原油価格・需給動向。コンデンセート価格・需給動向

LNG（液化天然ガス）
日・韓・台・中（北東アジア）およびインド、中東、欧州、南米の
価格・需給動向。各種成約情報、フレート相場、JCC予想値

ジャパン石油製品（国内海上）
日本国内の製油所および二次基地出し（バージでの取引）の
価格・需給動向

サウスアジアガス 
インドやパキスタンなど南アジアのLNGを中心とした
エネルギー市場の動向

アジア石油製品
日・韓・台・中を中心とした北東アジア、シンガポールなど、
東南アジアの石油製品の価格・需給動向

石油化学 
北東アジア、東南アジアの石化原料および
その誘導品の価格・需給動向

ローリーラック（国内陸上）
日本国内の製油所および二次基地出し（タンクローリーでの取引）の
価格・需給動向

ポリオレフィン
中国着・東南アジア着の各種ポリエチレン、ポリプロピレンの
スポット取引の価格・需給動向

バンカーオイル
アジアを中心に世界主要39港の船舶燃料油(バンカーオイル）の
価格・需給動向

マーケットエッジ/エネルギーコンフィデンシャル
各国・地域で展開されるエネルギー政策やビジネス動向、
今後のエネルギー市場や相場動向をレポート

日本語 英語 中国語

日本語 英語

日本語

日本語 英語

日本語 英語 日本語 英語

日本語

マーケットニュース
国内外のエネルギー市場ニュースを幅広く配信。内外統計データ、各市場の
取引情報、海外支店便り、週間サマリーなど充実したコンテンツを掲載

スペシャルコンテンツ
国内製油所・トッパー、アジア製油所・トッパー稼働状況、
ローリーラック・市況平均値、国内海上スポット月間平均値

デイリーデータ各種
各レポートの価格情報をピックアップして掲載
デイリーデータ各種
各レポートの価格情報をピックアップして掲載

過去データ各種
各レポートに掲載された価格データを、デイリーと
マンスリー（月間平均値）の過去データとして蓄積して提供

Data File
原油、石油製品、液化石油ガス(LPG)、液化天然ガス(LNG)、
石油化学品のアセスメント、公示価格、成約や貿易統計の掲載

Data File
原油、石油製品、液化石油ガス(LPG)、液化天然ガス(LNG)、
石油化学品のアセスメント、公示価格、成約や貿易統計の掲載

電力データCD
年度毎の電力調達入札のデータなど、リム独自に取得した
電力データをCDで提供

講師派遣
エネルギー関連テーマと社員教育研修テーマを合わせた、
複合的な研修を実施することも可能

不定期発行物
LNG年鑑、ニュースでわかる「世界エネルギー事情」（新書）、　
エネルギー関連ガイドブック各種

総研
リムが30年以上に亘って蓄積してきたデータを横断的に捉え、
石油、化学、ガス、電力の垣根を越えた分析および調査結果を提供

トレーディング・ボード
リム価格を決める上で欠かせない、国内外の石油製品、原油、ガスなどの
売買唱え、成約情報を、市場関係者自身が直接入力できるサービス

日本語

日本語

レ ポ ートM A P

ＬＮＧ

バンカーオイル

日本語 英語

英語

日本語

マーケットニュース データ各種 その他サービス

日本語 英語 中国語

日本語 英語



https://www.rim-intelligence.co.jp/

〒104-0032
東京都中央区八丁堀1丁目9-8 八重洲通ハタビル3階
TEL: 03-3552-2411（代表）
FAX: 03-3552-2415
E-MAIL: info@rim-intelligence.co.jp

リム情報開発オリジナルキャラクター

うさりん（Usa-Rim）かめりん（Kame-Rim）




