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どういうサービス？ 

変動情報をEメールにて日次で配信 
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重要変更事項 

重要変更事項の随時把握 

調査対象企業の信用情報の変動情報

を定期的にアラートし、全ての最新登

記情報や税関の企業への格付け評価の

情報をいち早く提供。 

金融機関にとっては定期的に関連企業

への登記情報を入手するための直接・

間接コスト削減に寄与するだけではな

く、関連企業の信用リスクを正確に把

握し有効的なリスク回避に役立てる。 
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訴訟記録 

系统监控 

3/4 

全国法院 
    最高裁判所 

    高級地裁 

    中級地裁 

    地方裁判所 

全国訴訟記録 

人的モニタリング 

（25％） 

全国の裁判所 

公開裁判 

裁判内容の文書送達 

執行文書の送達 

催促公示文書 

破産文書 

海事文書 

仲裁文書 

競売公示 清算文書 

システムモニタリング 

（75％） 

全国の裁判所 

全国2700余りの裁判所のホームページを随時監視し、6,400にわたる項目に関して訴訟記録を毎日更新し、Experianのデータ

バンクと連携することで内容の充実を図る 
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訴訟記録（詳細） 

情報源： http://www.bafy.gov.cn/caseinfo_show.php?id

=23165746924903624 

受理裁判所： 广东省深圳市宝安区人民法院 

案件番号： (2011)深宝法民二初字第2709号 

原告： 深圳市辰申立电子有限公司 

被告： 深圳市索菱实业股份有限公司 

案件の審理期： 2011-09-21 

裁判理由： 案由: 売買契約トラブル 
訴訟請求:被告に対して68816元及び利息を原

告側へ支払い、訴訟費用被告側負担  
案件状态: 終結（解決） 

訴訟記録登録： 2012-09-14 

信息源： http://www.bafy.gov.cn/caseinfo_show.php?id

=23117586929597249 

受理裁判所： 广东省深圳市宝安区人民法院 

案件番号： (2011)深宝法民二初字第2208号 

原告： 万源油品涂料（深圳）有限公司 

被告： 深圳市索菱实业股份有限公司 

案件の審理期： 2011-08-02 

裁判理由： 案由: 买卖合同纠纷  
诉讼请求: 请求被告支付货款25000元。 
案件状态: 已经归档 

訴訟記録登録： 2012-09-14 

情報源： 广东省广州市海珠区人民法院 

受理裁判所： 广东省广州市海珠区人民法院 

案件番号： （2013）穗海法民二初字第00001号 

原告： 苏州东启科技有限公司 

被告： 广州恒大材料设备有限公司 

案件の審理期： 2013-2-4 

裁判理由： 买卖合同纠纷 

公告詳細： 公  告 案    号： (2013)穗海法民二初字第00001号 适用程序： 普通 案    由： 买卖合同纠纷 原    告： 苏州东启科技有
限公司 被    告： 广州恒大材料设备有限公司 开庭时间： 2013年02月04日 08时40分 开庭地点： 第32法庭A607 主
审法官： 肖昌稳 书 记 员： 贾岚 

訴訟記録登録： 2013-2-1 

審理終結記録 

公開裁判告示 
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抵当/担保情報 

• 中国人民銀行信用調査センターと工商部門企業情報システムで発布された以下十数種抵当担保融資情報： 

売掛債権担保と譲渡登録、賃貸登録、賃借·購入登録、所有権留保登録、頭金担保登録、在庫品/倉庫証券担保登録、農業
施設抵当登録、林木所有権抵当登録、その他登録、動産信託登録、動産留置権登録、動産抵当登録、株式担保登録など 

• 企業資産変動状況と対外融資状況がわかります 

 

＊本項目はオプション選択する必要があります 
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電力消費量 

• 工業企業月度電力消費量データ、及び前月比の変化率を提供します 

• 大幅な変動は生産経営状况に動きがあった可能性があります 

＊本項目はオプション選択する必要があります. 
 *  場合によっては入手できない可能性もございます。 
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その他（公的記録・マスメディア・上場公告・特許商標） 

• 全国1000以上の国家行政機構のホームページを即時に監視し、（工商局、税関、
環境保護、証券監査、銀行監査の関連データをExperian側で収録し、その中の優
良企業やブラックリストにあたる企業の情報を定期的に把握 

公的記録 

• 毎月、調査対象企業に関するニュース、ホームページ、フォーラム、SNS等の情
報を大衆メディアを通じて入手、その最新のマイナス面の情報を特定 マスメディア 

• 中国国内の証券取引所に上場する企業については各種上場公告も適宜入手 上場公告 

• 調査対象企業自身が行政機構のホームページに公開される商標登録（毎月2週）、
特許（毎月）の情報を把握、集約 特許商標 
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エクスペリアン中国企業モニタリングサービスの特長 

メリット 

即時性 

利便性 

低コスト 

広範囲 

   

Experianは変動情報をEmailで配信。どの項目

について、どういう変動があったのか、一目

で判断することが可能 

  お客様の自社で情報取得するよりもExperianの

追跡サービスを活用することにより運営上のコス

ト削減に有効的である 

  Experianの先進的な情報収集ネット

ワークにより、情報の広範囲性、正確性

を保証できる 

  Experianのモニタリングシステムを活用し、いち

早く調査対象企業の詳細な変動情報を把握し、リス

ク回避に役立てる 
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日次アラートメール① 

次のページへ 
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日次アラートメール② 
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料金 

パッケージ詳細 6ヶ月 12ヶ月 

 < 標準パッケージ > 

 
重要事項変動 + 訴訟記録 + 公的記録 + マスメディア + 特許商標  + 上場広告  

¥7,000 ¥11,000 

 < 詳細パッケージ > 

 
重要事項変動 + 訴訟記録 + 公的記録 + マスメディア + 特許商標  + 上場広告  

+ 抵当/担保 + 電力消費量* 

¥15,000 ¥22,000 

まずは対象の中国企業についてエクスペリアンレポートをご取得下さい 

参考： 
エクスペリアンレポート 

Normal Express Superflash 

標準目安 16営業日 12営業日 6営業日 

料金（税抜） ¥22,000 +￥5,000 +￥10,000 

モニタリングオプション 

*  場合によっては入手できない可能性もございます。 



エクスペリアンジャパン株式会社 信用情報サービス部 

 

Tel: 03-6262-7601 

Email: bizinfo@jp.experian.com 

Website: www.experian.co.jp/bi 

 


