
3176 三洋貿易
最適解の提供により付加価値を高め、
存在感を示す会社になる
三洋貿易は、1947年の創業以来、堅実と進取の精神、自由闊達な社風のもと、わが

国産業界への優良な各種原材料や機械機器類などの輸入販売を中心として、70年以上
にわたり国内外で産業の発展と人々の生活向上に貢献してきました。現在、当社グルー
プでは、①ゴム　②化学品　③機械・環境　④産業資材第一　⑤産業資材第二　⑥ラ
イフサイエンスの6事業部門と国内外子会社が市場ニーズに即応した商品を提供し、取
引先から高い評価をいただいています。2018年には経営理念と長期経営計画「VISION2023」を策定し、さま
ざまな取り組みを推進、2021年9月期は過去最高益を更新しました。2021年11月には2カ年の新中期経営計画を
策定、重点戦略と数値目標を定め、「VISION2023」の総仕上げを行います。25年後に100周年を迎える当社のミ
ライにぜひご注目ください!

フェア参加の注目企業

ニューノーマル時代のIRイベント
新しい生活様式が浸透するなかで、企業の IR活動のオンライン化が加速しています。
こうした情勢を受け、「野村 IR資産運用フェア 2022」を前回に引き続きオンラインで開催します。
テーマは「ミライへ、シフト」。数多くの企業が、豊かな未来を築くための情報をお届けします。
お得で楽しい企画も満載 !　ぜひご来場いただき、皆さまの「ミライ」づくりにお役立てください。

●開催概要
開催タイトル 野村IR 資産運用フェア 2022

～ミライへ、シフト。～

開 催 日 時 2022年1月7日（金）8:00～ 1月31日（月）15:00
※出展社・投信運用会社・保険会社・ゲストによるオンライン講演の配信は、1月7日（金）・8日（土）に実施

会 場 イベント特設サイト　https://fair.nomura-ir.co.jp/

主 催 野村インベスター・リレーションズ株式会社

共催・特別協力 共催：野村證券株式会社、特別協力：野村ホールディングス株式会社、その他特別協賛企業・団体

出 展 企 業 全国の上場企業、投信運用会社、保険会社、証券会社等金融機関、その他団体

来 場 者 全国の個人投資家、野村IR・MIR@I会員および野村證券の顧客を中心とする個人投資家

会社概要　（2021年9月末日現在）

市 場 東1 決 算 月 9月

設 立 1947年5月

資 本 金 1,006百万円

業 種 卸売業

従業員数 442人（連結）

お問い合わせ先
三洋貿易㈱　経営戦略室 IRグループ
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11
TEL 03-3518-1103
https://www.sanyo-trading.co.jp/

オンライン講演 配信時間 
2022年1月7日（金） 19：45～20：15

豪華キャストが皆さまのご来場をお待ちしています !

基調講演

2022年
1月7日（金）
8:45～9:30

ゲスト講演
2022年
1月7日（金）
9:30～10:15

ゲスト講演
2022年
1月8日（土）
8:45～9:30

2022年のグローバル経済と日本株展望
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野村證券株式会社　市場戦略リサーチ部
チーフ・エクイティ・ストラテジスト（マネージング・ディレクター）

ゲストスピーカー
人気の3氏が個人投資家にエール !
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野村IR資産運用フェア2022

取引先からの
期待

海外大手
メーカー

海外中小
メーカー

75年の歴史で積み上げた強みを活かし期待に応える
“最適解への挑戦”

海外メーカーの日系市場への進出支援
日系メーカーの海外展開支援

国
内
メ
ー
カ
ー

国
内
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ー
カ
ー

日系メーカー
海外拠点

海外メーカー

海外販社

国内販売先との信頼関係

技術的知見を持った営業

日本品質の商材・サービス

輸入 輸出

※日本を通さない三国間貿易も実施

当社
海外拠点

技術営業 在庫販売

強みを支える
バックボーン

１商品１仕入先
技術系営業

代表取締役社長
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野村IR
資産運用フェア2022

大好評につき、今年もオンライン開催 ! 1/7金〜1/8土
WEBサイトオープン期間

1/7（金） ▼ 1/31（月）	 8：00〜	 〜15：00
24h

参加無料

参加登録は
コチラ

I R
情報は
コチラ
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●上場企業　ブース出展＋オンライン講演
証券コード 企業名 企業紹介

2282 日本ハム たんぱく質を、もっと自由に。

2760 東京エレクトロン デバイス DXを実現する半導体とIT機器の技術商社

2933 紀文食品 紀文スピリットで食の新しいステージへ

2934 ジェイフロンティア デジタル技術で、医療のDX化に貢献します

3107 ダイワボウホールディングス IT・生活・産業で社会インフラに貢献

3199 綿半ホールディングス 織田信長の武将の一人が興した企業、綿半

3291 飯田グループホールディングス 分譲戸建住宅のリーディングカンパニー

3388 明治電機工業 日本そして世界のものづくりに貢献してまいります。

3423 エスイー 当社は建設資材・サービス等を提供する社会インフラ企業です。

4114 日本触媒 技術で社会に貢献する化学会社です

4188 三菱ケミカルホールディングス 未来を描く。明日が変わる。

4502 武田薬品工業 世界中の人々の健康と、輝かしい未来に貢献する

4544 H.U.グループホールディングス 検査受託、検査薬製造のリーディングカンパニー

4626 太陽ホールディングス 世界シェアNo.1の化学・半導体部材メーカー

4633 サカタインクス インクと機能材で生活を豊かにする化学メーカー

4847 インテリジェント ウェイブ 次代の情報化社会の安全性と利便性を創出する

4970 東洋合成工業 半導体やFPD、香料の素材を供給する化学メーカー

4971 メック 世界トップシェア製品を持つ化学薬品メーカー

4987 寺岡製作所 粘着テープの総合メーカー

5071 ヴィス はたらくをデザインするワークデザインカンパニー

5698 エンビプロ・ホールディングス 資源循環で持続可能社会実現の一翼を担う

5820 三ッ星 キャブタイヤ・ポリマ・電熱線のメーカー

6240 ヤマシンフィルタ 建機用油圧フィルタ業界で世界トップシェア

6521 オキサイド 豊かな未来を光の技術で実現する

6879 IMAGICA GROUP 世界の人々に“驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ

7337 ひろぎんホールディングス 当社は、広島銀行を中核企業とする銀行持株会社です。

8098 稲畑産業 海外17カ国60余拠点に展開する化学系専門商社

8117 中央自動車工業 新しい商品・サービスを作り出す「開発型企業」

9551 メタウォーター 続ける。続くために。

9619 イチネンホールディングス いちねんで、いちばんの毎日を。

●上場企業　ブース出展
証券コード 企業名 企業紹介

2173 博展 Communication Design®人と人の、笑顔が創り出す未来へ。

2488 JTP IT技術で顧客の世話を焼くエンジニア集団

2730 エディオン お客様の豊かな暮らしを永続的に支える企業

3231 野村不動産ホールディングス 高効率経営と高還元の両立を掲げる不動産デベロッパー

3353 メディカル一光グループ 良質の医療・介護サービスをより多くの人に提供する

4091 日本酸素ホールディングス 世界4位、国内首位の産業ガスサプライヤー

数多くの上場企業、投信運用会社、保険会社と出会える「野村 IR資産運用フェア」。各社の特徴
がわかるフレーズを一覧にしましたので、ぜひたくさんのブースを訪れ、また、オンライン講演（動
画配信）を視聴して、資産形成・資産運用に役立ててください。

資産運用フェア参加企業一覧証券コード 企業名 企業紹介

4307 野村総合研究所 デジタル技術で、持続可能な社会を実現するNRI

4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 情報の価値を具現化する仕組みを提供する会社

4719 アルファシステムズ 高品質なモノづくりにこだわるシステム開発会社

4885 室町ケミカル 医薬 健康食品 化学3事業で着実な成長を目指す

5333 日本ガイシ 100年前から、SDGs発想。

6461 日本ピストンリング 自動車から新領域へ　医療や地球環境にも注力

7240 NOK 自動車、エレクトロニクスなどの総合部品メーカー

7438 コンドーテック 11期連続の増配を予定しております

7476 アズワン 圧倒的品揃えで研究と医療をスマートアシスト。

7564 ワークマン 機能と価格に新基準

8101 GSIクレオス 新たな価値を創造する「事業創造型商社」

ETF運用会社 ブラックロック・ジャパン iシェアーズETFで、少額から世界分散投資 !

●上場企業　オンライン講演
証券コード 企業名 企業紹介

1925 大和ハウス工業 社会課題解決に貢献する人・街・暮らしの価値共創グループ

3176 三洋貿易 化成品・機械資材を取扱う独立系複合型専門商社です。

3656 KLab 人気IPコンテンツのゲームを世界中に展開

4401 ADEKA 豊かなくらしに貢献する“素財”メーカー

5334 日本特殊陶業 日本特殊陶業 ─ 心と夢に火をつけろ

6469 放電精密加工研究所 みんなの「知らない」をカタチにする

1540～1543 三菱UFJ信託銀行（「金の果実」シリーズ） 上場後、10年を超えて順調に成長しています！

●投信運用会社
企業名 企業紹介

アムンディ・ジャパン 欧州を代表する資産運用会社、アムンディ。

アライアンス・バーンスタイン 最も信頼される、世界有数の資産運用会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント Your Performance, Our Priority

JPモルガン・アセット・マネジメント グローバルに展開する資産運用会社の日本法人です。

シュローダー・インベストメント・マネジメント 40年以上の歴史 ! 日本株運用のスペシャリスト

ティー・ロウ・プライス・ジャパン 運用力を強みにグローバルな投資戦略と資産運用サービスをご提供しています。

ドイチェ・アセット・マネジメント 信頼と実績、ドイツクオリティ

東京海上アセットマネジメント TMAM Quality～お客様の期待の一歩先へ～

日興アセットマネジメント 「前を向く」資産運用を応援

野村アセットマネジメント 私たちは業界をリードする資産運用会社です。

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン 歴史と実績ある米国屈指の銀行の融合により誕生した世界最大級の総合金融会社

ピクテ投信投資顧問 200年を超えて蓄積されたインサイト

フィデリティ投信 日本で50年以上の実績を持つ独立系資産運用会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント 日本・アジア最大級の資産運用会社

三菱UFJ国際投信 「MUFG」における資産運用の中核会社

UBSアセット・マネジメント スイスを本拠地とするグローバルな資産運用会社です。

●保険会社
企業名 企業紹介

第一フロンティア生命保険 一生涯のパートナー「いつでもあなたに、とっておきを。」

ニッセイ・ウェルス生命保険 当社は、日本生命グループの一員です

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険 あなたの資産を保険で備えてみませんか

三井住友海上プライマリー生命保険 金融機関窓販を通じてお客さまの資産形成を支えます。

メットライフ生命保険 いい明日へ、ともに進んでゆく。

野村IR資産運用フェア2022
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2022年1月7日（金）、8日（土）にオンラインで開催する「野村IR資産運用フェア2022」〔WEBサイトは1

月31日（月）15:00までオープン〕。ブース出展やオンライン講演のほかにも盛り沢山にある企画の中から、
主なものをピックアップしてご紹介します。

資産運用フェアの楽しみ方

「資産運用フェア2022」に登録して、フェア当日、スマートフォンやパソコンでトッ
プ画面に来たら、まずは「フェアの歩き方」に行くことをおすすめします。フェアの
楽しみ方がわかる動画をご用意しています。

ブースツアー
会場開催で大好評だったブースツアーをオンライ
ンでも!!　4つのテーマに沿って出展社をご紹介し
ています。また、ツアー内企画「ライブ IR」は、
企業の IR担当者と視聴者がリアルタイムで参加
するライブ企画です。お見逃しなく !

NOMURAコーナー
毎年多くの個人投資家から好評を得ている「新春
野村投資セミナー」を、本フェアで視聴すること
ができます。気になる 2022年の展望をぜひご視
聴ください。

主催コーナー「ミライ FIELD」にお越しください
主催・野村 IRがお届けする「ミライ FIELD」では、さまざまな企画をご用意しています。基調講演やゲスト講演、
金融市場経済リポート、トークライブ、コラボ企画など多彩なラインアップをお楽しみください。

MIR@I会員には限定特典があります !

野村 IR投資家向け情報サービス「MIR@I（ミライ）」は、個人投資家の皆さまに企業情報やセミナー開催情報
などを提供する会費無料の会員サービスです。MIR@I会員の方には、今回の「資産運用フェア 2022」への参
加でMIR@Iポイントをプレゼントいたしますので、この機会にぜひ会員登録を !

“スまいる”を貯めて抽選に参加しよう !

“スまいる”とは、フェア内の動画視聴、資料ダウンロード、アンケート回答などのアクシ
ョンをとった際に貯めたり使用できるポイントのこと。マイページより、獲得“スまいる”
を使ってその場で抽選に参加できます。何度でも参加できますので、積極的にフェア内を
めぐりましょう !

野村コーナー

「ライブ IR」は Zoomウェビナーを利用する
企画のため、あらかじめ Zoomのアプリをイ
ンストールいただくと便利 !

2022年新春野村投資セミナー開催 !フェアの参加登録画面から
MIR@I会員登録ができます!

事前登録で“スまいる”をゲット！

業界第一人者による必聴オンライン講演

基調講演・ゲスト講演 ������������
豪華ゲスト陣によるTALK LIVE

FRONTEER
RESEARCH

野村證券フロンティアリサーチ部による

ミライと出会う
プレゼンテーション

LINE でかんたん口座開設

はじめての
LINE 証券

日経テレ東大学新コンテンツ！

イ ン ベ ス タ ー
I    n    v    e    s    t    o    r Z E X

Tradors DRAFT

MIR  I@

MIR@I に登録してミライに潤いを

MIR@I 会員に
なったなら !?

ZUU online 特別企画

ウィズコロナ時代に勝つ！

個人投資家のための

新しい投資の常識 ・非常識新しい投資の常識 ・非常識

MIR@Iの詳細は、本誌 P.68、69をご参照ください

トップ画面のイメージ

※ライブIRは1/7（金）・1/8（土）限定開催

野村IR資産運用フェア2022
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