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Important Notices and Forward-Looking Statements
Forward-Looking Statements
This presentation has been prepared by TNG Ltd. This document contains background information about TNG Ltd current at the date of this presentation. 
The presentation is in summary form and does not purport to be all inclusive or complete. Recipients should conduct their own investigations and perform 
their own analysis in order to satisfy themselves as to the accuracy and completeness of the information, statements and opinions contained in this 
presentation.

This presentation is for information purposes only. Neither this presentation nor the information contained in it constitutes an offer, invitation, solicitation or 
recommendation in relation to the purchase or sale of TNG Ltd shares in any jurisdiction. 

This presentation may not be distributed in any jurisdiction except in accordance with the legal requirements applicable in such jurisdiction. Recipients 
should inform themselves of the restrictions that apply in their own jurisdiction. A failure to do so may result in a violation of securities laws in such 
jurisdiction. 

This presentation does not constitute investment advice and has been prepared without taking into account the recipient's investment objectives, financial 
circumstances or particular needs and the opinions and recommendations in this presentation are not intended to represent recommendations of particular 
investments to particular persons. Recipients should seek professional advice when deciding if an investment is appropriate. All securities transactions 
involve risks, which include (among others) the risk of adverse or unanticipated market, financial or political developments.

To the fullest extent permitted by law, TNG Ltd, its officers, employees, agents and advisers do not make any representation or warranty, express or implied, 
as to the currency, accuracy, reliability or completeness of any information, statements, opinions, estimates, forecasts or other representations contained in 
this presentation. No responsibility for any errors or omissions from this presentation arising out of negligence or otherwise is accepted.

This presentation may include forward looking statements. Forward looking statements are only predictions and are subject to risks, uncertainties and 
assumptions which are outside the control of TNG Ltd. Actual values, results or events may be materially different to those expressed or implied in this 
presentation. 

Competent Person’s Statement
The information in this report that relates to Exploration Results and Exploration Targets is based on information compiled by Paul Burton who is a Member 
of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy and a Director of TNG Limited. Paul Burton has sufficient experience relevant to the style of 
mineralisation and type of deposit under consideration and to the activity which he is undertaking to qualify as a Competent Person as defined in the 2004 
Edition of the ‘Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves’. Paul Burton consents to the inclusion in the 
report of the matters based on his information in the form and context in which it appears.



TNG

健全な財政状態 > 440万ドル

削減した諸経費

先進的な探鉱プロジェクト

改善された資産ベース

TNG Shareprice



企業概要

会長 John W Barr
代表取締役兼CEO Paul E Burton
非常勤取締役 Neil G Biddle
非常勤取締役 Edward Fry

発行株式 2億5800万
ASX（オーストラリア証券取引所）にてTNGとして上場

投資を含む現金資産 440万ドル

主要株主 取締役 7.7%
RAB 4.9%
CBH 6.3%

上位株主20名が発行株式資本金の42％を保有



プロジェクト概要

北部準州プロジェクトに重点的に取り
組む –

鉄

非鉄

貴金属

J.V パートナーズとプロジェクト
開発の話し合い

新プロジェクト買収の追求

地温探査の適用



Mount Peakeプロジェクト – 鉄



Mount Peakeプロジェクト



Mount Peake – 鉄バナジウム

将来性の高い保有地100% TNG
2008年に発見された鉄–バナジウム–チタン鉱床

JORCによる予測鉱物資源量：

1億4000万トン@ 五酸化バナジウム0.3%、二酸化チタン9%、鉄
35%
Exploration Target  > 500Mt
冶金試験により磁選、破砕、磨鉱の結果、五酸化バナジウム
1.2%、二酸化チタン18%、鉄55% 以上に品位向上が確実

冶金試験は良好に進んでいる：特許出願中

Snowdensによる最初のスコーピングスタディ = 実証経済学



Mount Peakeプロジェクト – Exploration Target >500Mt



Mount Peakeプロジェクト – 質と量



Mount Peakeプロジェクト

Source: METS report for TNG.

バナジウムの価格は上
昇傾向にある

(価格は
USD / lb)

主な用途:



Mount Peake： スコーピングスタディ

METSデータ使用のSnowdenによる最新のスコーピング:   $ 55,000
合計 $ 248,000

湿式精錬 – スコーピングスタディ提案コスト

作業 METS コスト ($A) TNGコスト($A)
試験のデザインおよび指揮 $  17,409  $ 24,541 
プロセスフロー図 $ 10,050 
マスバランス $ 13,150 
プロセスデザイン基準 $ 4,280 
機器リスト $ 7,190 
機器サイジング $ 31,000 
仕様書およびデータシート $ 16,450 
CAPEX  $ 14,500 
OPEX  $ 7,200 
金融モデルおよび感度解析 $ 6,950 
インフラストラクチャーの研究 $ 19,750 
スコーピングスタディ報告 $ 25,210 
運営管理 $ 12,3750  $ 12,375 
スコーピングスタディ総計コスト $  29,784  $ 192,646 



Stirling Deepsプロジェクト – ニッケル銅



Mount Peakeプロジェクト – Stirling Deeps ニッケル –銅

ニッケル –銅 – 白金系金属の見込みの高い地域

苦鉄質層状貫入岩体のポテンシャル

まだ調査の行われていない多数のAEMおよびEM法による探査
対象地域



Mount Peakeプロジェクト

Rock Chips
Cu max 1300 ppm



Mount Peakeプロジェクト – Stirling Deeps ニッケル – 銅



Mount Peakeプロジェクト – GEOTEM Survey 

• 35 Targets identified

• 4 targets  for drill 
testing

• Drilling commence 
September



M1 Target – Mag low/Gravity High



Mount Peakeプロジェクト – Stirling Deeps ニッケル –銅

新しいEM対象地域のBGC1アノマリー



BGC1 – HIGH PRIORITY TARGET



Mount Peakeプロジェクトのポテンシャル

2010年のプラン：

冶金試験を完了させる

「Stirling Deepsプロジェクト」を進

めるために共同事業パートナ
ーを迎え入れる

ニッケル銅の開発対象地域を
調査



Manbarrumプロジェクト – ベースメタル



Manbarrumプロジェクト – ベースメタル

新興のベースメタル鉱

区100% TNG:

1500 km2の保有地

大量のベースメタル
産出

亜鉛－鉛－銀を合わ
せて推定5000万トン
を超える産出

探査目標1億トン



Manbarrum プロジェクト

JORCによる2種の規定
資源量

1600万トン@ 3% 亜鉛
+鉛
2000万トン@ 19 g/t 銀

肯定的な冶金試験完了

Brownsにおける鉱化作
用の発見

Sandy Creek の資源評価
を修正

まだ調査の行われてい
ない開発対象地域が多
数存在



Manbarrum プロジェクト

優れたインフラストラ
クチャー

Kununurra の町 – 80km



Manbarrum プロジェクト

優れたインフラストラ
クチャー

Wyndham 港– 150km



Manbarrum プロジェクト

2010年のプラン：

プロジェクトを進めるため
に共同事業パートナーを
迎え入れる

Brownsにおける資源量の
明確化

鉱物資源調査一覧に引き
続き追加する

スコーピングスタディ



Rover プロジェクト – 金



Tennant Creek – 歴史

550万オンスの金生産

鉱山平均 100万オンス以上

探鉱80年の歴史

そして開発



Rover プロジェクト – 金

EL 25581. TNG 100%, WDR 最高収益80%



2010年における次の段階

北部準州プロジェクトを引
き続き進める

新たな資源 - Mount Peake
とSandy Creek
冶金試験完了 - Mount 
Peake
WDRによるRover開発対象
地域の掘削

プロジェクトを進めるため
に中国の企業との話し合
い

新プロジェクトの買収



TNG Limited – 重要事項

Mount Peake:
最新の予測鉱物資源量1億4000万トン、品位：五酸化バナジウム0.30%、
鉄25%、二酸化チタン5.3% 
品位の範囲0.2% - 0.4%の五酸化バナジウム５億－７億トンという大きな
探査目標 ¹
鉄の給鉱品位がもとの32％から最大66％まで向上

二酸化チタンも給鉱品位が9.4%から16%に向上

現在探鉱中のバナジウム、チタン、鉄の全採収率：特許出願中

Manbarrum:
JORCによる3500万トンの2種の資源評価

１億トンの探査目標

Rover:
歴史的に金の産地であるこの地域に銅金のポテンシャル



ご視聴ありがとうございました！
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