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お申込み・お問い合わせ先

2023.3

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16
大阪証券取引所ビル１１階
公益社団法人日本証券アナリスト協会大阪事務所
Tel：06-6231-6234（9:00～17:30）
E-Mail：s-osaka@saa.or.jp

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1
東京証券取引所ビル５階
公益社団法人　日本証券アナリスト協会
Tel：03-3666-1632（9:00～17:30）
E-Mail：k-kaisai@saa.or.jp

このパンフレットの内容は2023年4月1日のものです。

注）原則メールでお問い合わせください。
　　月初第１営業日のみ、電話予約を受け付けます。

東　京 大　阪

個人投資家向けIRセミナーのお勧め
当協会では、個人投資家との対話機会を提供することで上場企業のIR活動に貢献するため、個人投資家向けＩＲセミナーを東京
会場と大阪会場で定期的に開催しています。詳しくはWebサイトまたは個人投資家向けＩＲセミナーのチラシをご覧ください。

①電話／メールで会場の空き状況を確認して予約。予約の受付開始は、東京は
7ヵ月前の月初（第1営業日）から、大阪は1年前の月初（第1営業日）から。

②電話／メールで予約した後、確認のため、予約の日時、会場名を明記したメールを送信。
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③開催申込書等の必要書類
（用紙）をメールで送付。

⑤開催決定通知書をメール
で送付。

④開催申込書を記入後、メール
で送信。

施設会場を利用した開催に加え、オンラインを活用した開催にも応じてまいります。当協会が対応させていただく
IRミーティングのメニュー（下表）をご参照の上、開催希望の企業は、末尾記載のお申込み先にご相談ください。

★リアルな会場型＋αのニーズへの対応（当協会が対応するメニュー）

1） 会場開催（会場に参加者を集めた従来の説明会）

2） 会場開催＋ビデオ撮影・オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が IR ミーティングをビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

3） 会場開催＋ライブ配信（中継）
＜開催会社様が Zoom /Teams 等を操作して IR ミーティングの模様をライブ配信する＞

4）
会場開催＋ライブ配信（中継）
＜外部の配信委託業者が配信プラットホーム、Zoom /Teams 等を操作して IRミーティングの模様を
ライブ配信する（操作の代行可能）＞

5）
会場開催＋ライブ配信（中継）＋オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が配信プラットホームを操作して IR ミーティングの模様をライブ配信すると同時に、
ビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

6） 無観客開催＋ビデオ撮影・オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が IR ミーティングをビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

7） 無観客開催＋ライブ配信（中継）
＜開催会社様が Zoom /Teams 等を操作して IR ミーティングの模様をライブ配信する＞

8） 無観客開催＋ライブ配信（中継）
＜外部の配信委託業者が配信プラットホームを操作して IR ミーティングの模様をライブ配信する（操作の代行可能）＞

9）
無観客開催＋ライブ配信（中継）＋オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が配信プラットホームを操作して IR ミーティングの模様をライブ配信すると同時に、
ビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

180,000 円
（第 2/ 第 3SR）

130,000 円
（小会議室）

36,000 円

当協会が対応するメニュー（兜町平和ビル） 開催費等負担金
（税込み）

オンライン配信サービス料（＋消費税）
外部の配信業者へのお支払い

外部配信
許諾料（税込み）

- -

140,000 円

0

210,000 円

250,000/ 290,000 円

140,000 円

0

210,000 円

250,000/ 290,000 円

36.000 円
120,000 円

（第 2SR/ 第 3SR/
小会議室）

2023年度

IRミーティング・セミナーのお勧め
〈㈱東京証券取引所  協賛〉

1
2
3

5

申込み常時受付 ! 電話／メールで簡単です。 

　リーズナブルな料金設定でコストセーブが実現できます。

協会が集客、受付、司会進行を担当しプレゼンに集中できます。

個人投資家向けIRセミナーも定期的に開催しています。

4 オンラインを活用した開催のご相談にも応じます。

協会Webサイト
https://www.saa.or.jp/learning
/ir/company/index.html
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出席者3

開催地および会場（原則として以下を使用）1

アナリスト向けIRミーティングの開催要項

IRミーティングの具体的な進行等4

“全文書き起こし”をしてWebサイトに掲載5

ビデオ動画の撮影および外部配信（オンデマンド配信・ライブ配信）6

開催費等負担金（いずれも消費税を含む）7

当協会は上場企業に IＲ活動の場を提供しています

１

２

３

当協会では、「IRミーティング」を会員向け事業の重要な柱のひとつとして長年にわたり開催して
おりますが、2013年度より㈱東京証券取引所に協賛いただき、さらに多くの企業にご登場いた
だいております。

IRミーティングは、企業の経営者が直接、多数の証券アナリストに対し、業績や中・長期経営
計画、あるいは新製品・技術の開発状況等の説明を行い、さらには経営理念や基本方針を自ら語る
重要な場となっております。なお近年は、ESGに関する情報を開示する企業も出てきております。

IRミーティングには、証券・金融関係の多様な業態に所属する約28,500名の日本証券アナリスト
協会認定アナリスト（CMA）ならびに法人・賛助会員約320社の役職員の自由な出席が認められ
ております。

東　京　当協会の保有する以下のセミナールーム（いずれも中央区日本橋兜町近辺）
　　　　　第2セミナールーム（兜町平和ビル２F）…第2SR
　　　　　第3セミナールーム（兜町平和ビル３F）…第3SR
　　　　　会議室（兜町平和ビル1Ｆ）…小会議室
　　　　中央区・千代田区内等の貸会議室・ホール…外部会場
　　　　（日経茅場町カンファレンスルームを含む（注））

（注）日経茅場町カンファレンスルームは、当協会保有の第1セミナールームではなく、外部会場と
位置付けます。ただし、直接予約する際に、「協会主催のIR」と伝えると、会議室利用料金は
通常の▲15％割引適用。（2022年11月より）

大　阪　北浜フォーラム会議室または中央区内の貸会議室・ホール…外部会場

○IRミーティングの具体的な進行（例）・・・・開催時間１時間の場合
　約40分 説明（業界と会社の現状と見通し、決算内容、新製品・技術の開発動向、ESG情報など）

なお、出席者からは経営哲学、中長期の経営戦略等も聞きたいとの要望が寄せられています。
　約20分 質疑応答
（IRミーティング終了後に、出席者が名刺交換をお願いすることがあります。）
○配布資料（例）
　決算短信、パワーポイント資料、アニュアルレポート、会社案内、事業報告書、ファクトブック等
○備付器材
　PC、プロジェクタ一、HDMI端子、VGA-HDMI変換アダプター、レーザーポインター
　ライブ配信用（オーディオインターフェース、Webカメラ、ネット回線）

○質疑応答部分を含め、全文を書き起こして当協会Webサイトに掲載いたします（作成は任意。
無料）。なお、全文を書き起こしたものは、自社のWebサイトにも掲載することができます。

○開催企業はIRミーティングの模様をビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像をオンデマンド動画
配信することができます。また、IRミーティングの模様のライブ配信もできます。外部配信をする
場合、外部配信許諾料をご負担いただきます。

〇「オンデマンド配信」「ライブ配信」「ライブ配信＋オンデマンド配信」の３種類からお選びいただ
けます。会場に参加者を集めた形式でも、無観客でも対応します。

〇オンライン配信をご希望される開催企業には、当協会がオンライン配信サービスの提供会社をご紹介
します。また、それ以外の配信業者を選んでいただくこともできます。配信業者に直接サービス内容
をご確認の上お決めください。

〇動画映像を自社Webサイトへ掲載する場合は、当協会のWebサイトとの間でリンクを張っていただきます。

開催日時（平日のみとし、原則次の中から選択）2
開催時刻 10:00、13:30、15:30、17:15
　　　　　　（但し、5月および11月については9:00、11:00、13:30、15:30、17:15）
開催時間 １時間、１時間30分、２時間（いずれも質疑応答時間を含む）

【開催企業サイド】
○出席者の役職、人数は特に限定していませんが、ミーティングの登壇者は原則として代表者の方に

お願いしております。実際上も社長が登壇者を務める企業が９割以上となっており、登壇者のほか
２～３名の役職者を同行する例が多くなっております。

【参加者サイド】
○会員会社（証券会社、調査研究所、投信委託、銀行、生損保、投資顧問等多業態にわたります）に

所属するリサーチアナリストやファンド・マネージャーが中心です。出席者数は登場企業により
異なりますが、平均的には約４０名で、１００名を超えることもあります。（コロナ禍の状況を除き）

○会員以外の方も企業の招待者の位置付けで出席できます。
○企業の同意があれば、報道関係者の出席や、学生の見学参加も可能です。
○大阪での開催に限り、企業の同意があれば個人投資家の出席も可能です。

○ライブ、オンデマンド配信する場合の外部配信許諾料：36,000円
○外部会場を使用した場合：開催費の他に外部会場使用料（実費）が必要
○キャンセル料：開催日の1週間前までのキャンセル：開催費の50%／
　　　　　　　　開催日の7日以内のキャンセル：開催費の100%＜応答日ベース＞
○開催日時、会場の変更料：50,000円（変更1回につき）
　注）上記キャンセル料と変更料は、開催日程を当協会Webサイトに掲載した時点（毎月1日と15日、0時に更新）以降に発生
　＜原則、1日～15日開催⇒前月1日0時に掲載、16日～月末開催⇒前月15日0時に掲載＞

Webサイト上の「IRミーティングと
IRセミナーの開催を希望される
企業へのご案内」もご参照ください。

○開催費用（IRミーティング１回当たり）
【東京での開催】

1時間

1時間30分

2時間

開催時間 会場 兜町平和ビル　第2SR、第3SR

180,000円

220,000円

250,000円

兜町平和ビル　小会議室

130,000円

170,000円

200,000円

外部会場（日経茅場町カンファレンスルーム含む）

180,000円

220,000円

250,000円

【大阪での開催】

【東京と大阪の2ヵ所での開催】

1時間

1時間30分

2時間

開催時間 会場 外部会場

150,000円

190,000円

230,000円

【無観客開催による動画の撮影・外部配信、全文書き起こし記事（東京）】
  ※ライブ配信の際に、事前の準備としての会場下見を含む。

1時間
開催時間 会場 兜町平和ビル（第2/3SR/小）

120,000円

1時間（2ヵ所とも）

1時間30分（2ヵ所とも）

2時間（2ヵ所とも）

開催時間 会場 東京が小会議室の場合

224,000円

288,000円

344,000円

東京が外部会場の場合

264,000円

328,000円

384,000円

東京が第2SRまたは第3SRの場合

264,000円

328,000円

384,000円

協会Webサイト
https://www.saa.o
r.jp/learning/ir/co
mpany/index.html
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出席者3

開催地および会場（原則として以下を使用）1

アナリスト向けIRミーティングの開催要項

IRミーティングの具体的な進行等4

“全文書き起こし”をしてWebサイトに掲載5

ビデオ動画の撮影および外部配信（オンデマンド配信・ライブ配信）6

開催費等負担金（いずれも消費税を含む）7

当協会は上場企業に IＲ活動の場を提供しています

１

２

３

当協会では、「IRミーティング」を会員向け事業の重要な柱のひとつとして長年にわたり開催して
おりますが、2013年度より㈱東京証券取引所に協賛いただき、さらに多くの企業にご登場いた
だいております。

IRミーティングは、企業の経営者が直接、多数の証券アナリストに対し、業績や中・長期経営
計画、あるいは新製品・技術の開発状況等の説明を行い、さらには経営理念や基本方針を自ら語る
重要な場となっております。なお近年は、ESGに関する情報を開示する企業も出てきております。

IRミーティングには、証券・金融関係の多様な業態に所属する約28,500名の日本証券アナリスト
協会認定アナリスト（CMA）ならびに法人・賛助会員約320社の役職員の自由な出席が認められ
ております。

東　京　当協会の保有する以下のセミナールーム（いずれも中央区日本橋兜町近辺）
　　　　　第2セミナールーム（兜町平和ビル２F）…第2SR
　　　　　第3セミナールーム（兜町平和ビル３F）…第3SR
　　　　　会議室（兜町平和ビル1Ｆ）…小会議室
　　　　中央区・千代田区内等の貸会議室・ホール…外部会場
　　　　（日経茅場町カンファレンスルームを含む（注））

（注）日経茅場町カンファレンスルームは、当協会保有の第1セミナールームではなく、外部会場と
位置付けます。ただし、直接予約する際に、「協会主催のIR」と伝えると、会議室利用料金は
通常の▲15％割引適用。（2022年11月より）

大　阪　北浜フォーラム会議室または中央区内の貸会議室・ホール…外部会場

○IRミーティングの具体的な進行（例）・・・・開催時間１時間の場合
　約40分 説明（業界と会社の現状と見通し、決算内容、新製品・技術の開発動向、ESG情報など）

なお、出席者からは経営哲学、中長期の経営戦略等も聞きたいとの要望が寄せられています。
　約20分 質疑応答
（IRミーティング終了後に、出席者が名刺交換をお願いすることがあります。）
○配布資料（例）
　決算短信、パワーポイント資料、アニュアルレポート、会社案内、事業報告書、ファクトブック等
○備付器材
　PC、プロジェクタ一、HDMI端子、VGA-HDMI変換アダプター、レーザーポインター
　ライブ配信用（オーディオインターフェース、Webカメラ、ネット回線）

○質疑応答部分を含め、全文を書き起こして当協会Webサイトに掲載いたします（作成は任意。
無料）。なお、全文を書き起こしたものは、自社のWebサイトにも掲載することができます。

○開催企業はIRミーティングの模様をビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像をオンデマンド動画
配信することができます。また、IRミーティングの模様のライブ配信もできます。外部配信をする
場合、外部配信許諾料をご負担いただきます。

〇「オンデマンド配信」「ライブ配信」「ライブ配信＋オンデマンド配信」の３種類からお選びいただ
けます。会場に参加者を集めた形式でも、無観客でも対応します。

〇オンライン配信をご希望される開催企業には、当協会がオンライン配信サービスの提供会社をご紹介
します。また、それ以外の配信業者を選んでいただくこともできます。配信業者に直接サービス内容
をご確認の上お決めください。

〇動画映像を自社Webサイトへ掲載する場合は、当協会のWebサイトとの間でリンクを張っていただきます。

開催日時（平日のみとし、原則次の中から選択）2
開催時刻 10:00、13:30、15:30、17:15
　　　　　　（但し、5月および11月については9:00、11:00、13:30、15:30、17:15）
開催時間 １時間、１時間30分、２時間（いずれも質疑応答時間を含む）

【開催企業サイド】
○出席者の役職、人数は特に限定していませんが、ミーティングの登壇者は原則として代表者の方に

お願いしております。実際上も社長が登壇者を務める企業が９割以上となっており、登壇者のほか
２～３名の役職者を同行する例が多くなっております。

【参加者サイド】
○会員会社（証券会社、調査研究所、投信委託、銀行、生損保、投資顧問等多業態にわたります）に

所属するリサーチアナリストやファンド・マネージャーが中心です。出席者数は登場企業により
異なりますが、平均的には約４０名で、１００名を超えることもあります。（コロナ禍の状況を除き）

○会員以外の方も企業の招待者の位置付けで出席できます。
○企業の同意があれば、報道関係者の出席や、学生の見学参加も可能です。
○大阪での開催に限り、企業の同意があれば個人投資家の出席も可能です。

○ライブ、オンデマンド配信する場合の外部配信許諾料：36,000円
○外部会場を使用した場合：開催費の他に外部会場使用料（実費）が必要
○キャンセル料：開催日の1週間前までのキャンセル：開催費の50%／
　　　　　　　　開催日の7日以内のキャンセル：開催費の100%＜応答日ベース＞
○開催日時、会場の変更料：50,000円（変更1回につき）
　注）上記キャンセル料と変更料は、開催日程を当協会Webサイトに掲載した時点（毎月1日と15日、0時に更新）以降に発生
　＜原則、1日～15日開催⇒前月1日0時に掲載、16日～月末開催⇒前月15日0時に掲載＞

Webサイト上の「IRミーティングと
IRセミナーの開催を希望される
企業へのご案内」もご参照ください。

○開催費用（IRミーティング１回当たり）
【東京での開催】

1時間

1時間30分

2時間

開催時間 会場 兜町平和ビル　第2SR、第3SR

180,000円

220,000円

250,000円

兜町平和ビル　小会議室

130,000円

170,000円

200,000円

外部会場（日経茅場町カンファレンスルーム含む）

180,000円

220,000円

250,000円

【大阪での開催】

【東京と大阪の2ヵ所での開催】

1時間

1時間30分

2時間

開催時間 会場 外部会場

150,000円

190,000円

230,000円

【無観客開催による動画の撮影・外部配信、全文書き起こし記事（東京）】
  ※ライブ配信の際に、事前の準備としての会場下見を含む。

1時間
開催時間 会場 兜町平和ビル（第2/3SR/小）

120,000円

1時間（2ヵ所とも）

1時間30分（2ヵ所とも）

2時間（2ヵ所とも）

開催時間 会場 東京が小会議室の場合

224,000円

288,000円

344,000円

東京が外部会場の場合

264,000円

328,000円

384,000円

東京が第2SRまたは第3SRの場合

264,000円

328,000円

384,000円

協会Webサイト
https://www.saa.o
r.jp/learning/ir/co
mpany/index.html
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お申込み・お問い合わせ先

2023.3

〒541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16
大阪証券取引所ビル１１階
公益社団法人日本証券アナリスト協会大阪事務所
Tel：06-6231-6234（9:00～17:30）
E-Mail：s-osaka@saa.or.jp

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町2-1
東京証券取引所ビル５階
公益社団法人　日本証券アナリスト協会
Tel：03-3666-1632（9:00～17:30）
E-Mail：k-kaisai@saa.or.jp

このパンフレットの内容は2023年4月1日のものです。

注）原則メールでお問い合わせください。
　　月初第１営業日のみ、電話予約を受け付けます。

東　京 大　阪

個人投資家向けIRセミナーのお勧め
当協会では、個人投資家との対話機会を提供することで上場企業のIR活動に貢献するため、個人投資家向けＩＲセミナーを東京
会場と大阪会場で定期的に開催しています。詳しくはWebサイトまたは個人投資家向けＩＲセミナーのチラシをご覧ください。

①電話／メールで会場の空き状況を確認して予約。予約の受付開始は、東京は
7ヵ月前の月初（第1営業日）から、大阪は1年前の月初（第1営業日）から。

②電話／メールで予約した後、確認のため、予約の日時、会場名を明記したメールを送信。

開

　催

　企

　業

日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会

③開催申込書等の必要書類
（用紙）をメールで送付。

⑤開催決定通知書をメール
で送付。

④開催申込書を記入後、メール
で送信。

施設会場を利用した開催に加え、オンラインを活用した開催にも応じてまいります。当協会が対応させていただく
IRミーティングのメニュー（下表）をご参照の上、開催希望の企業は、末尾記載のお申込み先にご相談ください。

★リアルな会場型＋αのニーズへの対応（当協会が対応するメニュー）

1） 会場開催（会場に参加者を集めた従来の説明会）

2） 会場開催＋ビデオ撮影・オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が IR ミーティングをビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

3） 会場開催＋ライブ配信（中継）
＜開催会社様が Zoom /Teams 等を操作して IR ミーティングの模様をライブ配信する＞

4）
会場開催＋ライブ配信（中継）
＜外部の配信委託業者が配信プラットホーム、Zoom /Teams 等を操作して IRミーティングの模様を
ライブ配信する（操作の代行可能）＞

5）
会場開催＋ライブ配信（中継）＋オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が配信プラットホームを操作して IR ミーティングの模様をライブ配信すると同時に、
ビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

6） 無観客開催＋ビデオ撮影・オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が IR ミーティングをビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

7） 無観客開催＋ライブ配信（中継）
＜開催会社様が Zoom /Teams 等を操作して IR ミーティングの模様をライブ配信する＞

8） 無観客開催＋ライブ配信（中継）
＜外部の配信委託業者が配信プラットホームを操作して IR ミーティングの模様をライブ配信する（操作の代行可能）＞

9）
無観客開催＋ライブ配信（中継）＋オンデマンド動画配信
＜外部の配信委託業者が配信プラットホームを操作して IR ミーティングの模様をライブ配信すると同時に、
ビデオ撮影し、終了後に編集した動画映像のオンデマンド配信する＞

180,000 円
（第 2/ 第 3SR）

130,000 円
（小会議室）

36,000 円

当協会が対応するメニュー（兜町平和ビル） 開催費等負担金
（税込み）

オンライン配信サービス料（＋消費税）
外部の配信業者へのお支払い

外部配信
許諾料（税込み）

- -

140,000 円

0

210,000 円

250,000/ 290,000 円

140,000 円

0

210,000 円

250,000/ 290,000 円

36.000 円
120,000 円

（第 2SR/ 第 3SR/
小会議室）

2023年度

IRミーティング・セミナーのお勧め
〈㈱東京証券取引所  協賛〉

1
2
3

5

申込み常時受付 ! 電話／メールで簡単です。 

　リーズナブルな料金設定でコストセーブが実現できます。

協会が集客、受付、司会進行を担当しプレゼンに集中できます。

個人投資家向けIRセミナーも定期的に開催しています。

4 オンラインを活用した開催のご相談にも応じます。

協会Webサイト
https://www.saa.or.jp/learning
/ir/company/index.html
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