
エクスペリアン
海外企業調査サービス
最新の企業情報および
コンプライアンス情報をご提供



海外コンプライアンス
サービス

海外企業調査
サービス

エクスペリアンは業界トップレベルの企業情報および

コンプライアンス情報をお届けします。

会員サイト

早い！ 便利！ リーズナブル！
24 時 間いつでもアクセス
年会費ゼロ・納品後の後払い

日本本社

年会費ゼロ・納品後の後払い

レポート共有可能

レポート共有可能

日本語・英語表示

日本語・英語対応

お申込み・お支払い

会員サイトIBR360

企業調査レポート

コンプライアンスチェック

サポートセンター

※会員サイトご利用に際して、事前に所定の会員申込書にて会員登録が必要となります。
※メールなどオフラインでのご注文も承っておりますので、お問い合わせ願います。

グループ企業IBR360
International Business Report 360

世界2 0 0か国以上をカバー

海外拠点からのご利用も可能なので
コーポレートガバナンス体制の強化ができます

エクスペリアンは世界各国で情報、データ及び分析ツールを提供しているグローバルな情報サービス企業です。

アイルランドのダブリン本社、Expe r i an  p l cはロンドン証券取引所に上場し、

FTSE100インデックスの対象銘柄にも選ばれており、39か国にてビジネスを展開しております。



与信管理・調達管理など海外ビジネスにおける重要な

最新企業情報およびリスク評価を短納期でお届けします。 

公的機関を含む、多くの企業にご利用いただいています。

※香港・マカオを除く

※個別事情により、取得できない情報がございます。予めご了承願います。

※各国の祝日により納品予定日が後ろ倒しになる場合もございます。
※レポートは原則英文でのご報告となります。和文報告ご希望の場合は、別途和訳作業が必要となります。ご了承くださいませ。
※なお、中国（香港・マカオ除く）、台湾、韓国は、新規調査の場合のみ無償にて日本語レポートの対応が可能です。
※既存レポートの対象国につきましては、お問合せ願います。

図）スコアと倒産確率の関係　（DP1- DP4は取引拡大を推奨されるレベル、D P 7- D P 8は要監視のレベル）

海外企業調査サービス

読みやすいレポート

レポートサンプルはこちら

精度の高い倒産予測

グローバルネットワークを通じて最新情報を取得。 格付けスコアとサマリーを付記し、読みやすいレポートとしてご提供。

エクスペリアングループが開発した統計学分析に基づくスコアリングモデルを採用。

企業概要 詳細情報 格付スコア サマリー

200か国以上を
カバーする網羅性。

スコア

倒産確率

DP1

～0.1%未満

DP2

0.1%～0.2%

DP3

0.2%～0.4%

DP4

0.4%～1.0%

DP5

1.0%～3.0%

DP6

3.0%～8.0%

DP8

14.0%～30.0%

DP7

8.0%～14.0%

納期目安
新規調査・超特急の場合

中国

5営業日 5営業日 5営業日 4営業日 3営業日

台湾 韓国 香港 シンガポール

● 企業名、住所
● 連絡先
● 代表者

● 登記情報　● 株主情報
● 役員情報　● 訴訟情報
● 取引情報　● 決算数値

世界統一基準の
8段階の倒産確率情報
(DP1 ～ DP8)

弊社アナリストによる
分析コメント

Business Information Service

8段階の格付評価。
読みやすいレポート。

6営業日以内で
レポート納品。

中国※・台湾・韓国の
新規調査は和訳無料。

統一スコア 超短納期 和訳無料200か国

和文 英文 和文 英文 和文 英文 英文 英文

手頃な料金と納品後の後払い

海外企業調査レポート
（統一評価レポート）

納期

料金（税抜）

普通 特急 超特急 既存レポート 和訳（翻訳）

～16営業日 ～12営業日 ～6営業日 即日～2営業日 追加5営業日

¥22,000 ¥27,000 ¥32,000 ¥22,000 ¥25,000

超短納期でレポート納品
中国（香港、マカオを除く） ・ 台湾 ・ 韓国は和文レポートも短納期でお届けいたします。

優良顧客層 要経過観察 要注意



海外ビジネスに潜むコンプライアンスリスクからの事前回避をサポートします。

コーポレートガバナンスの強化が求められる中、

企業コンプライアンスはグローバル規模での取り組みが重要になっています。

※データベースは全世界に対応しており、データは随時更新しています。
※検索言語は、英語、中国語、韓国語、日本語など各種言語に対応しています。
※レポートは原則英文でのご報告となります。

※該当無しの場合、基本検索にて完了となります。
※複数の詳細情報を閲覧する場合、それぞれ課金されます。

世界200か国以上、国内外2000以上のリストをカバーするグローバルデータベースは随時更新型。
急いでいる時でも、即時に結果が判明する利便性の高いスクリーニングサービスです。

企業審査

● 反社会勢力（犯罪組織・テロリスト等）チェック
● 世界各国の制裁・規制リスト確認（安全保障貿易）
● 贈収賄防止を目的とした公的要人（PEPs）チェック
● アンチマネーロンダリング（AML）対応

人物審査

グローバルデータベース

海外コンプライアンスサービス
KYC Check Service

国内外2000以上の
リストをカバーする網羅性。

簡単操作で
即時に結果判定。海外反社対応。

1件3,750円。
納品後の後払い。

即時判定反社
チェック

2000以上

主な用途

内容

料金

企業・人物審査 （基本検索）
Corporate ・ Individual KYC Check

規制・制裁、反社会的勢力、
PEPs、金融犯罪の該否判定

1検索／¥3,750

オプション（詳細情報閲覧）
Detail Search

基本検索にて該当ありの場合、
詳細情報を閲覧可能

1閲覧／¥2,500

一括おまとめプラン
KYC Bulk Check

件数及び金額については
ご相談ください。

低価格

海外

● USA : U.S. Office of Foreign Asset Control (OFAC) SDN List
● 中国 : Supreme Peoples Court – Court Debtor List
● 日本 : 経済産業省、財務省  制裁・規制リスト  暴追センター

日本

● 規制・制裁リスト
● 反社会勢力

豊富なデータベースから即時判定可能なコンプライアンスチェック

1件から低価格でご提供

データベース一部抜粋

● 規制・制裁リスト
● AML

● テロリスト・犯罪組織
● PEPs
  （外交官・軍事・官僚など）簡単検索

即時結果判明該当
あり

該当
なし

レポートサンプルはこちら



企業調査レポートを活用した取引先ポートフォリオ分析、取引安全度チェックが可能です。 詳細はお問い合わせください。

年会費ゼロ等のコスト面はもちろん情報の共有など貴社のビジネス現場での利便性を高めます。

企業独自のお悩みを解決します。グローバルなネットワークを持つエクスペリアンだから対応できるサービスです。

● 海外競合調査／海外市場調査
   相手先国の市場魅力度や競合先の顔ぶれ、競合先の詳細情報など、ご要望に応じたカスタム調査を提供します。
　事前のヒアリング、お見積もりは無料で対応します。

● 海外企業リスティング
　ご要望に応じた指定事項を中心に調査、リスティングを行います。
　事前のヒアリング・お見積もりなどは費用が掛かりませんので、お気軽にお問い合わせ願います。

● 海外債権回収アレンジメント
　海外取引における未回収債権に関して、グローバルなネットワークを活用し、現地サービサーをご紹介申し上げます。

● 財務分析サポート（与信限度額設定ツール）
● 取引先ポートフォリオ分析／取引安全度チェック

Experian GCによる調査を中心に各種中国ビジネスにかかる調査サービスをご提供します。

● 中国企業調査サービス／中国コンプライアンスサービス
　 取引先企業の適格性、また人物確認など、中国でビジネス展開する際に役立てていただけます。

● 中国モニタリングサービス
　半年間～1年間の企業の変化情報を随時メールにてアラーム情報としてお届けします。

● 中国デューデリジェンスサービス
　深度の深い調査を行いますので、提携、合弁、投資、撤退など重要な判断の一助となります。

※現地諸事情により対応できない場合もございます。

その他サービス

与信管理コンサルティング

Other Services

Risk Management

海外ビジネス支援サービス Order made Investigation

中国企業調査サービス China Business Information

ビジネスを支える優れた利便性

年会費ゼロ・後払い

エクスペリアン 一般的な調査会社

納品予定日をお知らせ

コンプライアンスサービス

グループ企業内のレポート共有

海外拠点からの利用

固定費ゼロ・前払いが不要です

スケジュールが立てやすく、業務効率化に役立ちます

決算事前確認※ 入手可能な決算期を無料で確認できます

海外の反社会的勢力もチェックできます

関係会社を含めた一元管理が可能です

日本語・英語によるサポートが受けられます

お客様のメリット



〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
TEL: 03-6262-7601（部門直通）   E-mail: bizinfo@jp.experian.com

URL: www.experian.co.jp/bi

※エクスペリアンが提供する情報は、社会的信頼が十分に担保された調査機関より取得いたします。 しかしその内容について一切責任は負いません。 ※本サービスは予告無く、変更・中止される場合がございますので、予めご了承願います。  
● 「Experian」とそのロゴはエクスペリアンとその関連会社の、EU・米国・日本・各国における登録商標、または商標です。  ● 無断複写・転載を禁じます。  ● 本サービスガイドは2019年4月1日時点での情報をもとに作成されております。

©2019 Experian Japan Co.,  Ltd. All rights reserved.

エクスペリアンジャパン株式会社　海外調査部

サービスや調査に関するお問い合わせはこちら

bizinfo@jp.experian.com


