
Eikon
オープンで信頼できる
金融分析ソリューションで
よりスマートな意思決定を
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Eikon（アイコン）は、
金融市場分析に欠かせない究極のツールです

Eikonは、膨大で多岐にわたるデータと市場をリードするロイター・
ニュースへのアクセスを提供するだけではありません。
パワフルなアプリケーション群は、市場の把握や業界をリードするコンテンツや分析で、重大
な意思決定をサポートします。

リフィニティブのコラボレーション・ツールとメッセージング・ツールにより、世界 30万人以上の
金融のプロフェッショナルとの連携、情報共有が可能です。

さらに、Eikonのオープン・テクノロジー・プラットフォームでさまざまなアプリにプラグ・
インすることにより、自分のための画面を構築することもできます。必要なときに必要な方法
で必要な情報を入手できるのです。
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業界トップクラスの
データ

2,000 のデータソース

99% 
全世界の時価総額の99％を占める企業をカバー

330万件 の取引

65年 にわたる情報蓄積

ロイター・ニュースへの独占的アクセス
世界中の 2,500人以上のジャーナリストが、すべてのアセットクラ
スで、信頼できる金融情報、市場動向の独占記事、専門家のインサイ
トを提供しています。

世界のプライシング・データ
2,000のデータソースを持つ、最も長期間の情報蓄積量を誇る、全世
界のマルチ・アセット・プライシング、取引条件、分析データをご利
用いただけます。

企業のファンダメンタルズ
包括的な企業ファンダメンタル情報は、150カ国にわたる時価総額の
99%を占める企業をカバーしており、オリジナルファイルに直接ア
クセスし検証することができます。

比類なきリアル・タイム・リサーチ
87カ国、約 1,300の情報プロバイダーから集約した Eikonのリアル・
タイム・リサーチ・コレクションにアクセスすることができます。

I/B/E/S®業績予想
88カ国以上で 22,000社をカバー
12業種にわたる産業別業績予想測定方法を用いた細分化分析にアクセ
スできます。

案件データとリーグテーブル
1970年代から 225の国や地域で公表されてきた 330万件を超える、
投資銀行取引データや新規発行案件をカバーしています。

Datastream®（データストリーム）
世界で最も包括的な金融時系列データベースで、すべての主要アセッ
トクラスの 65年間分の情報を蓄積しています。

Lipper®（リッパー）ファンド・データ
他に類を見ないファンドのパフォーマンス・データ、格付け情報、分
析ツールやコメンタリーを提供するファンド情報サービスで世界 63
カ国 28万件の投資をカバーしています。

コモディティ・データとリサーチ
エネルギー・ファンダメンタルズやプライシング・データ、市場動向
の洞察や市場予測を集めた世界最大級のデータベースにアクセスでき
ます。

パワフルなトレード執行
受賞歴を誇る執行管理システム REDI®（レディ）は、限られた機会を
見逃すことなく、高速で効率的、中立的なマルチ・アセットのグロー
バル取引を実現します。
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クロスアセット・カルキュレーター
シナリオ分析、キャッシュフロー分析、相関分析、ボラティリティ分析、リターン分析な
どさまざまなアセットタイプや市場で利用可能な包括的な分析ツールです。

ポートフォリオ分析
ポートフォリオのパフォーマンスをリアルタイムで理解し、要因とリスク・メトリックス
を究明します。

StarMine クオンツ分析＆モデル
StarMine®（スターマイン）を活用し、銘柄選択プロセスを簡略化すれば、迅速でより優れた
投資判断が可能になります。SmartEstimates®（スマートエスティメイト）では、将来の収
益やアナリストの修正をより正確に予想できます。

StarMineクオンツ・モデルには、評価、モメンタム、収益性、スマートマネー・モデル、
クレジットリスク・モデル、ソブリンリスク・モデルなどが含まれており、投資機会の見
極めや精度の高い予想につながります。

チャート機能
検索機能やその他の高性能機能をシームレスに統合した強力なチャー
トツールを利用して、膨大なデータを迅速に取り込み、すばやく実行
に移すことができます。

インテリジェント検索
独自の自然言語検索エンジンを用いて、必要な情報を素早く、簡単に
絞り込みます。シンプルな質問をするだけで、データ、分析、ニュース、
リサーチなどを網羅した関連性の高い結果が、視覚的に表示されます。

アラート機能
Eikonデスクトップと同期することで、さまざまなコンテンツや銘柄
種別に対するアラート機能が利用できます。
株式、ヘッジファンド、FXに関するアラートをカスタマイズ設定す
ることも可能です。

Eikonエクセル
必要な場所からコンテンツにアクセス、表示することができます。
Excel®でモデルを構築すれば、Wordと PowerPoint®の画面でも簡
単にリンク、アップデート可能です。

Eikon API
Javaや .Netなどの伝統的なプログラミング言語や専用の Python拡
張を使った APIを使った簡単なクエリ内容。

Eikon Digest（アイコン・ダイジェスト）
ロイター・ニュースへの独占的アクセスを含む、7,500以上の関連
ニュースソースからのニュースやデータを個別に作成、AIで管理さ
れた報告書を作成することができます。
Eikonデスクトップ、ウェブ、または Eメールによるスナップショッ
トをリアルタイムに配信します。

分析機能

主な特性・機能
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インタラクティブ・マップ
実物資産を把握し、商品のバリューチェーンと価格に影響を与える
主な要因を視覚化します。

ニュース・モニター（NEWS）
ロイターはじめ、その他のニュースプロバイダーから配信される市
場を動かすヘッドラインにリアルタイムにアクセス。フィルターを
掛けることもできます。

Eikonアプリの
画面イメージ

マーケット・ムーバーズ（MM）
業種別インデックスのパフォーマンスを分析しモニタリングします。

業界アプリ
モニタリングされている企業が、セクターの測定基準に対してどの
ようにパフォーマンスをあげているかを比較します。

ポートフォリオ分析
ポートフォリオのパフォーマンスとリスク・エクスポージャーの
要因を素早く把握します。

ストラテジック・チャートアプリ（CHTF）
市場のトレンドを見極める高度なチャート分析ツールとテクニカル
分析ツールです。

ボンド・カルキュレーター（BNDC）
将来のキャッシュフローや感応度分析を含む債券について、詳細な
価格分析と利回り分析を行います。
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ポートフォリオマネジャーおよびアナリスト
•　 ポートフォリオや上場企業に影響をおよぼす市場動向を監視します
•　 主要なリサーチデータ提供会社からのリサーチにアクセスします
•　 ポートフォリオを構築し、投資目標と連携します
•　 ポートフォリオのリスク評価とストレス・テストを実施します

投資リサーチ
•　 市場動向を追跡し、決算発表シーズンに備えます
•　 投資機会とアイデアを創出します
•　 有価証券を効率的かつ的確に分析します
•　 財務モデルを誤差なく効果的に更新します

投資銀行
•　 市場の一歩先を進み続けます
•　 取引目標を明確にし、買い手と投資家の視点を確立します
•　 取引の流れを監視し、リーグテーブルをカスタマイズします
•　 最も有益な投資リサーチに効率的にアクセスします

セールス＆トレーディング
•　 エンド・ツー・エンドのマルチ・アセットのグローバル・トレーディング・ソリューションでお客様の業務を
効率化します

•　 独自の視点を持つことで、差別化された見解を示します
•　 マクロ環境を深く理解し、タイムリー且つ収益につながる最適な取引判断を行います
•　 顧客基盤を広げ、ビジネス成長につなげます
•　 商品の取引前分析や調査を効果的に実施します

ウェルス・マネージャー
•　 取引高を増やし収益を拡大します
•　 ワークフローの簡素化と接続性の強化により生産性を向上させます
•　 実現可能な投資アイデアを創出し、より優れた投資アドバイスを提供します
•　 収益性の高い投資トレンドと潜在的なリターンを特定します

企業財務
•　 広範な情報にアクセスすることで、短期流動性と長期借入の最適化を図ります
•　 クロス・アセットの金融リスク・ファクターに対する独自のインサイトにアクセスします
•　 独立した相場分析によりお客様のヘッジを最適化します
•　 お客様の主な取引相手のカウンターパーティ・リスク /クレジット・リスク /デフォルト・リスクについて、
独自の見解を示します。

Eikon for ...
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自由なアクセス

大勢の市場参加者にアクセス

iPhoneおよび Android向け Eikon
Eikonの iPhone®、Android®モバイルアプリケーションでは、単一のワークスペー
スに縛られることはありません。お使いのデスクトップと自動的に同期される Eikon
モバイルを通じて、社内でも外出先でも、必要なすべてのデータやニュース、金融コ
ンテンツにアクセスできます。

ウェブ向け Eikon
Eikon Web Accessを利用すれば、何もインストールせずに、お使いのブラウザー
から代表的なコンテンツ、ニュース、アプリ、ワークフローに直接アクセスできます。

Eikonメッセンジャー
Eikonの利用契約がなくても、単独のアプリとしてご利用いただけます。世界 180
カ国以上、3万社を超える企業の 30万人以上の金融プロフェッショナルと、安全か
つ柔軟につながることができます。

Eikon App Studio
Eikonの進化し続けるイノベーションツールは、ワークフロー構築、カスタマイズ、
簡素化に有効です。独自のアプリケーションを作成し、さまざまなFintechパートナー
が開発するアプリケーションを選択することで、お客様のビジネスに合ったオーダー
メイドのソリューションを実現できます。

未来にアクセス
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