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サンデラーラの概要概要

ノーザンテリトリーのウラン探鉱・開発が主要事業ザ テリ リ ウラ 探鉱 開発 要事業

– ３ヵ所の主要ウラン鉱床地域に広大な借地

– 昨年のうちに20.3%U3O8までのドリル交差部を含む優れた
探鉱結果探鉱結果

– 2010年末までを目標とした初JORC 資源

西オーストラリア産ベースメタル

– レッド・ボア鉱山での最近の試掘で相当量の銅・金交差部

– コペルニクス・ニッケル鉱山の40％権利を保持

十分な資金を有し当分野で活発に活動十分な資金を有し当分野で活発に活動

– 2000万ドル以上の現預金

– 2010年に4万メートル以上の探鉱掘削及び大型地球物理学
プログラムを数件完了の予定プログラムを数件完了の予定
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サンデラーラ資本金の構成

ASX(オーストラリア証券取引所）にコード THX THXOAで上場ASX(オ ストラリア証券取引所）にコ ド THX, THXOAで上場
完全払込済み株式 150.5 百万

上場オプション(2013年3月、20 セント) 7.1 百万

非上場オプ非上場オプション 19.4 百万

時価総額 $130 百万

現預金 $20 百万以上現預金 $20 百万以上

上位株主5社
1 ラギッド・レーンジ・マイニングPty Ltd & アソシエーツ 14 7%1. ラギッド・レーンジ・マイニングPty Ltd & アソシエーツ 14.7%
2. ノレルスク・ニッケル・オーストラリア Pty Ltd 5.2%
3. ABN AMRO ノミニーズ 4.2%

ズ4. HSBC ノミニーズ・リミテッド 2.3%
5. グランドー Pty Ltd 2.3%

株主数は総計約3 200株主数は総計約3,200
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ノーザン・テリトリーのウラン鉱床地域

パイン クリ クパイン・クリーク
造山帯

マ フィマーフィー
内座層

ナ リア
ウランの存在

ナーリア
構造盆地
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パイン・クリーク鉱区とインフラストラクチャー

ダーウィン

鉄道 カカドゥ

港

メアリー・リバー・
プロジェクト

主要道路
鉄道

アデレイド
川

国立公園

川

ヘイズ・クリーク ・
プロジェクト

アラムバー ・
プロジェクト

パイン・クリーク

ガス・パイプライン

THX 100%
THX ウラン権70%
THX 取得オプシ ン100%
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キャサリン

THX 取得オプション100%
THX  収益 70-90%
パイン・クリーク造山帯

ウラン鉱山と 鉱床



ヘイズ・クリーク・プロジェクト – ウラン達成目標

高精細放射線画像

8895

地質構造地図



サンダーボール試掘計画と重要インターセプト
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サンダーボール – 断面図
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サンダーボール – ドリルコアホールTPCDD026
4.6 メートルの8.0%U3O8を含む11 メートルの 3.4%U3O8

高密度閃ウラン鉱
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ナーリア構造盆地の位置

ナ リア
ウランの存在

ナーリア
構造盆地

9



ナーリア構造盆地 – 地質と鉱区

ビガリー
ナジ タ ズ パ デ

熱い花崗岩–
(エナジー・メタルズ/パラディン)

29.4MIb U3O8
ウラン 根源岩

ユエンデム

試掘計画拡大図
ナパビー

(ディープ・イエロー)( )
7.4MIb U3O8

マウント・エクリプス 砂岩 –
ウラン 母岩

主要道路

アリス・スプリングス

THX 100%
THX 収益 70 90%

ウラン 鉱床 パメラ/アンジェラ
(カメコ/パラディン)
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THX 収益 70-90%
花崗岩 >20ppm ウラン
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ナーリア構造盆地 – 試掘開始プログラム

掘削孔－予定

掘削孔－完成掘削孔 完成
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ナーリア構造盆地―掘削孔 TNG006MDを
通した断面図通した断面図
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マーフィー内座層の位置

マ フィマーフィー
内座層

ウランの存在
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マーフィー内座層
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サンデラーラのベースメタル・プロジェクト

ローズウッド
銅

イースト・キンバリー JV
ニッケル-銅-白金族

コペルニクス JVコペルニクス JV
ニッケル-銅

ピラミッド
銅-鉛-亜鉛

ドゥーガーナ
銅・金
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ノーザン・テリトリーウラン開発戦略

パイン・クリークパイン クリ ク

– 中期的には単独の鉱山操業開発を正当化できる規模の資源ベースを
確定することが目的。

– グレードが高く中規模の数量でありインフラは既存するので、
資本コストはサンデラーラの資金能力内と予想される。

– サンデラーラ は製品のオフテイクと交換で開発を支援できる参入者とサンデラ ラ は製品のオフテイクと交換で開発を支援できる参入者と
関係を樹立することに関心を持っている。

ナーリア 構造盆地

– 短期的には中央構造盆地でのウラン採鉱の可能性を更に示し、
総合的な地質学的・地球物理学的データを構築することが目的。

– サンデラーラの土地を十分探索するために必要な仕事が大規模なことと、サンデラ ラの土地を十分探索するために必要な仕事が大規模なことと、
広大な鉱床発見の可能性があるため、当社は2010年以降の探鉱に

資金提供することにより当プロジェクトのジョイントベンチャー権入手を
希望する参入者を求めている。希望する参入者を求めている。
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連絡先

登録事務所 郵便宛先
Level 3, IBM Building PO Box 7363 
1060 Hay Street Cloisters Square 
WEST PERTH WA 6005 PERTH WA 6850WEST PERTH WA 6005 PERTH WA 6850

電話: +618 9321 9680
ファックス: +618 9321 9670
Eメール: info@thundelarra.com.auEメ ル: info@thundelarra.com.au
ホームページ: www.thundelarra.com

オーストラリア証券取引所にて上場: コード THX 
THXOATHXOA

詳しくは次までご連絡ください。
ブレット・ランバート
代表取締役代表取締役

brett.lambert@thundelarra.com.au



Cautionary & Competent Person Statementsy p

This presentation is not intended to form the basis of any investment decision or any decision toThis presentation is not intended to form the basis of any investment decision or any decision to 
purchase any securities in Thundelarra Exploration Ltd ("Thundelarra"). The material provided to you 
does not constitute an invitation, solicitation, recommendation or an offer to purchase or subscribe for 
securities.
Thundelarra makes no representation or warranty, express or implied as to the accuracy or completeness 
of any of the information in this document or in any other written or oral communication to a prospective 
investor and expressly disclaims any and all liability relating to or resulting from the use of such 
information.  In particular, no representation or warranty is given as to the achievement or 

bl f f d l ki t t t j ti f t th breasonableness of any forward-looking statements, projections or forecasts as there can be no 
assurance that actual results will not differ from Thundelarra's expectations.
The details contained in this presentation that pertain to ore and mineralisation are based upon 
information compiled by Mr Brian Richardson a full-time employee of the Company Mr Richardson is ainformation compiled by Mr Brian Richardson, a full-time employee of the Company.  Mr Richardson is a 
Member of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AUSIMM) and has sufficient experience 
which is 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 December 2004 edition of the 
“Australasian Code for Reporting of Exploration Results Mineral Resources and Ore Reserves” (JORCAustralasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves  (JORC 
Code).  Mr Richardson consents to the inclusion in this report of the matters based upon his information 
in the form and context in which it appears.


