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本日のウェビナーの内容
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１．オーストラリアの公的データベース

２．会社登記（Company Search）

３．不動産登記（Title Search）

４．動産担保登記（Personal Property Securities Register：PPSR 
Search）

５．訴訟データ（Litigation Search）

６．その他のデータベース・調査方法



オーストラリアの公的データベース（１）
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• オーストラリア企業との取引を考えている日本企業は、取引相手
となるオーストラリア企業がどのような会社であるかを調査して
知っておくことが重要である。

• オーストラリアでは、日本と比べて、取引相手の調査にあたり、
政府機関が提供しているオンラインのデータベースを利用するこ
とができ、参考となる情報・資料が取得しやすくなっている。

• 例えば、オーストラリアでは、会社の登記、不動産の登記、動産
担保の登記、訴訟のデータがオンラインで取得できるようになっ
ており、日本からでもオーストラリア企業に対してオンラインで
かなりの程度の調査が可能となっている。



オーストラリアの公的データベース（２）
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• 登記や訴訟データは、登記機関や裁判所などの公的機関が管理して
おり、公的機関のウェブサイトで登記や訴訟データを入手すること
ができる。

• 公的機関からライセンスを受けて登記や訴訟データを提供している
企業（Information Brokerと呼ばれる）があり、Information Brokerの

ウェブサイトでは、公的機関のウェブサイトにはない便利な検索機
能が付いている（個人名・会社名による検索が可能であるなど）。
➢ InfoTrack：https://www.infotrack.com.au/
➢ CITEC：https://www.confirm.com.au/
➢ GlobalX：https://globalx.com.au/

• Information Brokerのサービスを利用する場合には、アカウントを作
る必要があり、また、サービスには一定の手数料がかかる。

https://www.infotrack.com.au/
https://www.confirm.com.au/
https://globalx.com.au/


オーストラリアの公的データベース（３）
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• InfoTrackのアカウントを設定するためのウェブサイト：
https://www.infotrack.com.au/contact-us/create-account/
➢ InfoTrackはアカウント設定時にABN（Australian Business 

Number）の提出が求められる。ABNを持たないオーストラリア
国外の会社は、InfoTrackに個別に相談。

• CITECのアカウントを設定するためのウェブサイト：
https://www.confirm.citec.com.au/preloginsbfe/register.html
➢ CITECでアカウントを設定するためにABNは不要。ただ、オース

トラリアの電話番号と住所を提供することが必要。オーストラリ
ア国外の会社は、CITECに個別に相談。

➢ CITECでは訴訟データの取得（Litigation Search）ができない。

Information Brokerのアカウントの設定方法

https://www.infotrack.com.au/contact-us/create-account/
https://www.confirm.citec.com.au/preloginsbfe/register.html


会社登記（１）
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• オーストラリアの会社登記は、ASIC（Australian Securities and 
Investments Commission）が管理している。

• オーストラリアの会社の登記情報はオンラインで即時に取得するこ
とができる。

• 会社登記に記載される情報：会社名、会社番号（ACN：Australian 
Company Number）、会社の住所、倒産手続の開始の有無、取締役・

秘書役（氏名、生年月日、出生地、住所）、発行株式数、資本金、
株主（名前、住所、持株数）
※オーストラリアの会社は、主にProprietary Company（名前の最後にPty Ltd、Proprietary 
Limited又はPty Limitedが付く会社）とPublic Company（名前の最後にLtd又はLimitedだけが
付く会社）の2種類があり、Public Companyの場合、株主情報は会社登記に掲載されていな
い。Public Companyは主に上場会社に使用される会社の種類であり、上場会社であれば開示
書類（Annual Reportなど）に主要株主の情報は記載されている。



会社登記（２）
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ASICの会社登記ウェブサイト：https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/

Organisation & Business Namesを選択

会社名又はACN（Australian Company 
Number）を入力した後でGoをクリック

選択・入力後

会社登記の取得方法①

https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/


会社登記（３）
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ACN（Australian 
Company Number）は

オーストラリアの全ての
会社に割り当てられる会
社の識別番号。

会社の名前は変更される
可能性があるが、ACNは
変更されない。

会社の同一性を確認する
際には必ずACNを見る。

会社の登記住所は「郵便
番号」、「州
（State）」及び
「Suburb」までが表示さ
れる。

ここでは黒塗りにしてい
る。

似たような名前の会社が
複数表示されるが正確に
合致している会社名を選
んでクリック

会社登記の取得方法②



会社登記（４）
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設立日、登記の状態、会社の種類、
おおよその登記住所（Suburbまで）
であれば無料で分かる

登記情報を取得する場合には、
Company extractのCurrent company 
information（現在の登記事項）又は
Current and historical company 
information（現在と過去の登記事項）
をチェックする。

会社登記の取得方法③



会社登記（５）
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Current and historical company 
information（現在と過去の登記事項）

をチェックして、ページの一番下に
あるAdd to Cartをクリック

会社登記の取得方法④



会社登記（６）
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手順①
Shopping CartにSuzuki Law Pty Ltdの
Current and historical company 
informationが入っていることを確認し
た上でPay Nowをクリック

手順③

手順②

取得する会社登記情報が送付されるメー
ルアドレスを記入した上でNextをクリッ
ク

クレジットカードの情報を入
力した上でSubmitをクリック

※使用できるクレジットカードはVisa
又はMastercardのみ

会社登記の取得方法⑤



会社登記（７）
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会社登記の読み方①

現在の会社の基本情報：会社名、ACN、ABN（事

業者番号）、登記された州、登記日（＝会社設立
日）、ASICの次回審査日、名称の使用開始日、会
社の状態（Status）、会社の種類・クラスなど。
Statusの項目は、会社に対して倒産手続が開始さ
れているとExternally Administered（第三者であ

る管財人・清算人に管理されている）と表示され
る。

Registered Office Addressは、会社の登記住所（公
式の連絡先）であり、ASICなどの政府機関から

の通知・連絡先、訴訟の際の訴状送達先などに
なる。会社が使用している会計事務所や弁護士
事務所の住所である場合もある。

Principal Place of Businessは、会社が実際に事業を
行っている場所。



会社登記（８）
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現在の取締役の氏名、住所、生年
月日、就任日

現在の秘書役の氏名、住所、生年
月日、就任日

過去の取締役の氏名、住所、生年
月日、就任日、退任日

会社登記の読み方②



会社登記（９）
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現在の会社の資本に関する情報：株式の種類、
発行済株式数、払込済の資本金の金額、未払の
資本金の金額など

現在の会社の株主に関する情報：保有している
株式の種類・数、自己のために株式を保有して
いるか又は第三者のために（主として受託者と
して信託のために）株式を保有しているか、株
式は払込済かなど

会社登記の読み方③



会社登記（１０）
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Documentsの項目には、この会社に関してASIC

に提出された書類が掲載されている。
Document Numberを使用することでASICに提出
された書類を取得することができる。

Proprietary Companyのうち、（１）連結売上が
5,000万豪ドル以上、（２）連結総資産が2,500
万豪ドル以上、（３）連結従業員数が100名以
上の3つのうち2つ以上の条件を満たす会社は、
Large Proprietary Companyとなり、毎年財務報
告書を作成してASICに提出する義務がある。

Documentsの項目では、財務報告書がASICに提

出されたことを確認することができる。また、
Document Number（ここでは黒塗りにしてい
る）を使用することで、このASICに提出された
財務報告書を取得することができる。

会社登記情報の読み方④



会社登記（１１）
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ASICの登記情報取得のウェブサイトで会社情報

を入力して購入する情報を選ぶページにおいて、
Documentsの項目があり、ASICに提出された書

類が表示されている。そこに表示されている財
務報告書を選択することで財務報告書を取得す
ることができる。

ASICに提出された書類の
取得方法



会社登記（１２）
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InfoTrackの個人名から会社登記データを検索するページ

Matter、First Name、Surname
の3つの項目に情報を入力した
上で右端にあるLookupをク
リック

Matterは記入必須項目だが、

任意で適当な数値を入力して
構わない（ここでは今日の日
付を記入）。

※ Matterの番号はInfoTrackが請求書を

送ってくる際に、請求書の中で案件
（Matter）毎の金額を記載してくれて
おり、どの案件（Matter）にどのくら

いの費用が掛かったか分かりやす区別
して表示するためのものにすぎない。

InfoTrack①



会社登記（１３）
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似たような名前の候補がいく
つも表示されるが、完全に合
致するものを選択した上で、
Orderをクリック

Masatoshi Suzukiが取締役・秘

書役又は株主になっている会
社の情報が入手できる。

黒塗りしているが、ここには生年月日と出
生地の情報が記載されている。同姓同名の
者がいる場合には、生年月日や出生地の情
報をもとに判断する。

InfoTrack②



不動産登記（１）
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• オーストラリアの不動産登記は、各州の不動産登記機関（Title Office
などと呼ばれる）が管理している。
※オーストラリアの不動産法上、建物は土地の一部とされるため、土地の登記しか存在せず、

建物の登記は存在しない。

• オーストラリアの不動産の登記情報はオンラインで即時に取得するこ
とができる。

• 不動産を特定する情報である「住所」、「PlanとLot番号（登記図
面）」、「Title Reference（Folio）（不動産識別番号）」のいずれ
かがわかれば、その不動産の登記情報を取得できる。

• 不動産登記（Title Search）に記載されている情報は、所有者、抵当
権、賃借権等の登記されている権利。



不動産登記（２）
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• 登記申請時の提出書面も取得することができる。例えば、不動産譲渡
時の登記書面（Transfer Document）を取得すれば譲渡金額がわかる。

不動産賃貸時の登記書面（賃貸借契約）を取得すればどのようなテナ
ントがいくらの賃料で借りているかも調査できる。

• Information Broker（InfoTrackなど）のサービスを利用すれば、個人名

や会社名から検索して、その個人・会社がどのような不動産を所有し
ているかを調査することができ、資産チェックに使える。

• 不動産登記機関の登記情報提供ウェブサイト：
➢ QLD州：https://search.titlesqld.com.au/product-search
➢ VIC州：https://www.landata.vic.gov.au/
➢ WA州：https://www0.landgate.wa.gov.au/titles-and-surveys
※ NSW州の不動産登記機関は、オンラインの登記情報提供サービスを行っていないため、

NSW州の不動産登記情報を取得するためには、Information Brokerを利用する必要がある。

https://search.titlesqld.com.au/product-search
https://www.landata.vic.gov.au/
https://www0.landgate.wa.gov.au/titles-and-surveys


不動産登記（３）
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QLD州の不動産登記ウェブサイト：https://search.titlesqld.com.au/product-search

住所による検索（Search 
by Address）に240 Queen 
Street, Brisbane 4000を入力

PlanとLot番号（登記図
面）とTitle Reference
（不動産識別番号）による
検索も可能

不動産登記の取得方法①

https://search.titlesqld.com.au/product-search


不動産登記（４）
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240 Queen Street, Brisbane QLDの地図

上の位置と特定情報（PlanとLot番号
とTitle Referenceが表示される。

Current Title/State Lease Search（現在の所
有権の確認）のAdd to Cartをクリック

※ Current Title/State Lease Searchが2つ表示されてい
るのは、本物件の所有権（Title）が2つに分かれてい
るため

Image of Survey Planは登記図面

My CartにCurrent Title/State 
Lease Searchが表示された後、
Checkoutをクリック

不動産登記の取得方法②



不動産登記（５）
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名前、Eメールアドレ

ス、電話番号を記入
し、I accept…の項目

をチェックした上で、
一番下のBuy Nowをク
リック

不動産登記の取得方法③



不動産登記（６）
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クレジットカードの情報を入
力した上でNextをクリック

※使用できるクレジットカードはVisa
又はMastercardのみ

不動産登記の取得方法④



不動産登記（７）
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登記された所有者（Registered Owner）

※オーストラリアの不動産法では、登記に公信力

があり、登記された所有者が不動産の所有者とな
る。

抵当権（Mortgage）、地役権
（Easement）、賃借権（Lease）などの
所有権以外の権利が登記されている

200175番の登記図面（Registered Plan）
のLot 5（5番の土地）

不動産識別番号

不動産登記の読み方①



不動産登記（８）
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ASICのLease（賃借権）が登記
されている。

●●のMortgage（抵当権）が登
記されている。

Dealing Number（登記手続の

番号）により登記書類の取得
が可能（次ページ以下を参
照）

不動産登記の読み方②



不動産登記（９）
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Dealing Number（登記手続の番

号）により、登記書類の取得
が可能
⇒先ほど見たASICのLease（賃
借権）のDealing Numberである
713902076を入力してSearchを
クリック

登記書類の取得方法①



不動産登記（１０）
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表示された取得可能な情報（Products 
available）のうちImage of Dealing Instrument
（登記書類の画像）のAdd to Cartをクリック

入力されたDealing Numberに対応す
る登記書類の概要が表示される。

買い物かご（My cart）にImage 
of Dealing Instrument（登記書類

の画像）が入ったことを確認し
た上でCheckoutをクリック

この後のクレジットカードの情
報の入力の手続は登記情報の取
得の場合と同じ

登記書類の取得方法②



不動産登記（１１）
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先ほど見たASICのLease（賃借権）の賃貸借契
約書の全文を入手することができる。

ここでは個人情報を黒塗りした上で1ページ目
のみを表示。

賃貸借契約書には、賃貸期間、賃料、賃貸借
の諸条件（経費の支払い、原状回復義務な
ど）が記載されている。

登記されたLease
のDealing Number

登記書類の取得方法③



不動産登記（１２）
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InfoTrackの個人／会社名から不動産登記データを検索するページ

会社名での検索は、Search Forの項目
でCompanyをマークして会社名を入
力する。

個人名での検索は、Search Forの項目
でPersonをマークし、個人名を入力す
る。

Matterの項目は記入必須項目だが、任

意で適当な数値を入力して構わない
（ここでは今日の日付を記入）。

InfoTrack



動産担保登記（１）
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• 「動産（Personal Property）」とは、基本的に「不動産（Real 
Property）」以外の財産を指し、現金、銀行預金、自動車、製品在庫、
コンピューター機器、株式、知的財産権なども含まれる。

• オーストラリアでは、不動産に対する担保権は不動産登記簿に登記さ
れ、動産に対する担保権は動産担保登記簿（Personal Property 
Securities Register：PPSR）に登記される。

• オーストラリアの会社の動産担保の登記情報はオンラインで即時に取
得することができる。

• 会社名・個人名で検索することにより会社や個人に設定された動産担
保登記（担保権者、担保物、設定日など）を確認することができる。



動産担保登記（２）
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動産担保登記のウェブサイト：
https://www.ppsr.gov.au/searching

Do an organization searchのLearn moreを
クリック

動産担保登記の取得方法①

https://www.ppsr.gov.au/searching


動産担保登記（３）
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Do an organization searchのページの右端に
あるDo an organization searchをクリック

動産担保登記の取得方法②



動産担保登記（４）
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ARSN (Australian Registered 
Scheme Number)はNoを選択

オーストラリアの会社は全てACN
（Australian Company Number）を
持っているので、Yesを選択して、
ACNを入力し、Verify（確認）を
クリック

会社名が表示される

動産担保登記の取得方法③



動産担保登記（５）
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先ほどのページをそのままスクロール
ダウンして一番下の右側にあるNextを
クリック

動産担保登記の取得方法④



動産担保登記（６）
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クレジットカードの情報を入手した上で、
ページ右下にあるPay Nowをクリック

※使用できるクレジットカードは、Visa、Mastercard又
はAmerican Express

動産担保登記の取得方法⑤



動産担保登記（７）

37

登記されている動産担保が存在しな
い場合

動産担保登記情報のサンプル
（動産担保が一つも登記されて
いないケース）

動産担保登記の読み方①



動産担保登記（８）
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担保物（Collateral）の情報が記載されている。
All present and after-acquired property – No 
exceptionとは、担保設定者の全ての財産を指す。

全財産に対する担保（いわゆる全資産担保）が
設定されていることがわかる。

担保権者（Secured Party）の情報が記載されて
いる。

全資産担保を設定していることから、XYZ 
Widget CompanyはContoso Companyからコーポ
レートローンを受けていることが推察される。

動産担保登記情報のサンプル
（動産担保が登記されている
ケース）

検索結果のサマリー：ど
のような種類の担保物に
何個の動産担保登記がさ
れているかを表示

動産担保登記の読み方②

担保設定者（Grantor）の情報が記載されている。



動産担保登記（９）
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リース会社にプリンターへの動産担保を設定
されている。
⇒リース会社からプリンターのリースを受け
ていると推察される。

登記例A

登記例B

銀行から製造番号：MMU●●53の車両への動産
担保を設定されている。
⇒銀行から製造番号MMU●●53の車両について
自動車ローンを受けて購入したと推察される。

動産担保登記の読み方③



動産担保登記（１０）
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登記例D

登記例C

牧畜業者から畜牛（Cattle）に対して動産担
保を設定されている。
⇒牧畜業者から畜牛の供給を受けており、牧
畜業者から畜牛に対して所有権留保がされて
いると考えられる。

供給業者（サプライヤー）から●●の設備・関
連製品に対して動産担保を設定されている。
⇒設備・関連製品の供給を受けており、供給
業者から販売された設備・関連製品に対して

所有権留保がされていると考えられる。
※オーストラリアの動産担保法では、動産に対する所有
権留保は担保として扱われ、動産担保登記が必要になる。

動産担保登記の読み方④



訴訟データ（１）
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• 民事の訴訟データはオンラインで取得することができる。

• 個人名・会社名で検索することで、過去及び現在において、当該個人・
会社がどのような訴訟の当事者となったのかを調査することができる。

• データベースは裁判所毎に異なるため、裁判所のデータベース毎の調査
が必要になる。

• 連邦裁判所とQLD州裁判所については、誰でも無料で訴訟データの取得
が可能。その他の州の裁判所については、Information Brokerを通じて取
得する必要がある。

• 調査対象者が多くの訴訟の当事者となっている場合には注意が必要。



訴訟データ（２）
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連邦裁判所の訴訟データ：
https://www.comcourts.gov.au/public/esearch

いきなりDisclaimerのページから始ま
るが、一番下のAcceptをクリック

連邦裁判所は、連邦法である会社法（Corporations 
Act：金融商品取引法を含む）、競争・消費者法
（Competition and Consumer Act）、労働法（Fair 
Work Act）などに関連する訴訟を取り扱っている。

データ取得方法（連邦）①

https://www.comcourts.gov.au/public/esearch


訴訟データ（３）
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訴訟当事者名で検索する場合には、
Last Name/Org. Nameの項目に会
社名を入力してSearchをクリック

ここでは例としてASIC
（Australian Securities and 
Investment Commission：会社を監
督する政府機関）を入力

名前が部分的に合致しれば検索結
果に引っかかるようにするために
「Partial」をチェックしておく

なお、個人名で検索する場合には、
Last Name/Org. Nameの項目に
Last Name（名字）を、その右側
にあるGiven Namesの項目に名前
を入力してSearchをクリック

データ取得方法（連邦）②



ASICが当事者となった連邦裁判所

の訴訟案件が検索結果として表示
される。

ASICは会社法の監督機関として

様々な会社法違反の訴訟の当事者
となっている。

StatusがOpenとなっているので係
属中の案件であることがわかる

訴訟データ（４）
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訴訟の具体的な情報を見
る場合にはFile Numberを
クリック

データ取得方法（連邦）③
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Corporationsの項目の下に、Court 
Event and Orders、Documents Filed、
Partiesのサブ項目がある。

＋マークをクリックして情報を開
ていく。

データ取得方法（連邦）④

訴訟データ（５）



訴訟データ（６）
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Court Events and Ordersには、これ

までに行われた裁判手続（及び今
後行われる予定の裁判手続）の情
報が記載されている。

次回の裁判手続は2022年5月18日
に●●裁判官（Justice ●●）が行う
Case Management Hearing（争点整

理手続のようなもの）であること
がわかる。

Orders（命令・決定）の項目にあ
るView Ordersをクリックすると各

裁判手続において裁判所が下した
Order（命令・決定）を見ること
ができる。

データ取得方法（連邦）⑤



Documents Filedの項目には、これ

までに裁判所に提出された書面が
記載されている。

Partiesの項目には裁判の当事者の

情報が記載される。代理人弁護士
の名前や連絡先も記載される
（Contactの横にある＋をクリック
すると表示される）。

訴訟データ（７）
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データ取得方法（連邦）⑥



訴訟データ（８）
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QLD州裁判所（Supreme and District 
Court）の訴訟データ（民事）：
http://apps.courts.qld.gov.au/esearching/

州裁判所は、州法が管轄する契約法、不法行為法、
不動産法などに関連する訴訟を取り扱っている。

訴訟当事者名で検索する場合は、Last/Company 
Nameの項目に会社名を入力して一番下にある
Searchをクリック

個人名で検索する場合には、Last/Company 
Nameの項目にLast Name（名字）を、その右側
にあるGiven Nameの項目に名前を入力して、
Searchをクリック

ここでは例として自分の名前（Masatoshi 
Suzuki）を入力

データ取得方法（QLD）①

http://apps.courts.qld.gov.au/esearching/


訴訟データ（９）
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QLD州裁判所（Supreme and 
District Court）の民事の訴訟
で自分（Masatoshi Suzuki）が

当事者になった案件が検索結
果として表示される。

ここでは自分が故人の遺産管
財人から依頼を受けてLetters 
of Administration（遺産管理承

認書）の申請を裁判所に対し
て行った案件が表示されてい
る。

View File Detailsをクリックする

と案件の詳細情報を見ること
ができる。

データ取得方法（QLD）②



裁判案件の種類が記載される。ここではLetters of 
Administration（遺産管理承認書）の申請手続とされ
ている。
損賠賠償案件であればClaim – Damages、債権回収案
件であればClaim – Money Owing、人身傷害（不法行
為）案件であればPersonal Injuryなどと表示される。

裁判案件の当事者の名前及び役割（原告：Plaintiff、
被告：Defendantなど）並びに代理人（弁護士：
Representative）が記載される。ここでは遺産管理承
認書の申請案件であるため、Applicant（申請者）と
Deceased（被相続人）となっている。

これまでに行われた、及び今後行われる予定の裁判
手続（Trial：証拠調べ、Judgment Delivery：判決言渡
しなど）が記載される。

Documents Filedの項目には、これまでに裁判所に提

出された書面が記載される。申請者から数多くの
Affidavits（宣誓供述書）が提出され、また、Registrar
（裁判所書記官）からLetters of Administration（遺産
管理承認書）が出されたことがわかる。

訴訟データ（１０）
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データ取得方法（QLD）③



訴訟データ（１１）
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連邦裁判所とQLD州裁判所

以外の裁判所の訴訟記録に
ついては、Information 
Brokerを通じて取得する必
要がある。

InfoTrackの訴訟データを検索するページ

Matter、Type（Company又
はIndividual）、
Company/Individual Nameの
項目を入力

Select Jurisdictionsの項目で

は、訴訟データを検索した
い裁判所などを選択する。

InfoTrack①



例えば、NSW州の裁判所では、
Supreme Court – Civil（通常の民
事裁判所）とLand and 
Environment Court（環境・開発

規制等を専門に扱う裁判所）の
訴訟データを検索できる。

訴訟データ（１２）
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InfoTrack②



訴訟データを取得したい裁
判所（紛争解決機関）の項
目をチェックした上で右下
のOrderをクリック

訴訟データ（１３）
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InfoTrack③



その他のデータベース・調査方法（１）
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• 会社の倒産情報のチェック：
https://publishednotices.asic.gov.au/browsesearch-notices/

• 金融業者（金融商品取引業者：Australian Financial Services Licensee、
貸金業者：Credit Licenseeなど）の許認可のチェック：
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/Professiona
lRegisters.jspx?_adf.ctrl-state=8m8byr0qu_12

• 知的財産権（登録された商標、特許、意匠など）のチェック：
https://www.ipaustralia.gov.au/

• ABN（Australian Business Number）のチェック（登記システムが存在
しない信託や組合の確認に有用）：
https://abr.business.gov.au/

https://publishednotices.asic.gov.au/browsesearch-notices/
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/ProfessionalRegisters.jspx?_adf.ctrl-state=8m8byr0qu_12
https://www.ipaustralia.gov.au/
https://abr.business.gov.au/


• 調査専門会社の利用：

➢ Red Flag Report（Dow Jonesなど）：
https://www.dowjones.com/professional/

➢ Credit Report（illion、Equifaxなど）：https://www.illion.com.au/

➢ 探偵業者（Investigator）の利用

• オーストラリア選挙人名簿（オーストラリア国籍の有無の確認）：
https://check.aec.gov.au/

• オーストラリア証券取引所（Australian Securities Exchange：ASX）に上
場している会社の開示情報：
https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/directory

その他のデータベース・調査方法（２）
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https://www.dowjones.com/professional/
https://www.illion.com.au/
https://check.aec.gov.au/
https://www2.asx.com.au/markets/trade-our-cash-market/directory


ご清聴ありがとうございました。
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質問等ございましたら、masatoshi_suzuki@greenviewlawyers.com
までご連絡ください。可能な範囲で回答させていただきます。

mailto:masatoshi_suzuki@greenviewlawyers.com

