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サービスについて

各コースのご説明と年会費（基本費用）

1契約で、管理者1ID、利用者50IDを発行（1,000IDまで追加可能）

部署・プロジェクトなど、複数スタッフでのサービス利用を支援する利用者管理ツール「IDマネージャー」を標準装備しています。

法人でのご利用に最適です。

法人会員

1契約1IDを発行

お申込みと同時にIDを発行し、サービスがご利用いただけます。今すぐサービスを使いたい方にお勧めです。

クレジットカード決済のみのお取扱いとなります。

クレカ会員

G-Searchデータベースサービスは会員制となっております。また「法人会員」、「クレカ会員」の2種類のサービスをご用意しています。

お客様のご利用形態にあわせてお選びください。

・利用者管理機能

本サービスを統括する「管理者の」IDをお客様に発行いたします。管理者は実際にサービスを利用する「利用者」のIDを発行することができます。

利用者の部署名、氏名、連絡先の情報も同時に管理できますので、社内でのデータベース利用を一元管理することが可能です。

・利用データベース設定機能

利用するデータベースを選択することができます。ご希望のデータベースを選択すると、指定されたもののみご利用が可能になります。

・利用状況紹介

前日までの利用状況（利用料）を日別・ご利用サービス別・ID別に照会することができます。

・あんしん機能

ID管理者が設定した月額従量利用料金を超過した場合、管理者と利用者にメールにて通知します。

IDマネージャー機能について（法人会員のみ）

G-Searchではオプション契約をすることで日経テレコン２１をご利用いただけます。

複数IDをご契約の場合、月額基本料金が各単価の積み上げ

になります。

◆例えば20IDをご契約の場合

8,000×1+7,000×4+6,000×15＝126,000円（税込

138,600円）になります。

【お問合せ先】 株式会社ジー・サーチ ヘルプデスク 電話：03-3570-7505 FAX：044-533-7533

項目

当初料金

月額基本料金

２ヶ月分の基本料金

ID数

1ID

2ID~5ID

6ID～20ID

21ID~50ID

51ID~100ID

101ID~200ID

201ID~

料金

8,000円（税込 8,800円）

7,000円（税込 7,700円）

6,000円（税込 6,600円）

4,000円（税込 4,400円）

3,000円（税込 3,300円）

1,000円（税込 1,100円）

500円 （税込 550円）

日経テレコン２１料金表

法人会員

無料

6,000円（税込 6,600円）

無料

請求書決済（振込または自動引落）

複数IDで利用される予定の法人の方

クレカ会員

無料

無料

300円（税込 330円）

クレジットカード決済

今すぐ利用したい、法人・個人の方

項目

入会金

年会費

月会費

支払方法

お勧めタイプ

ご注意事項

請求金額は、月の利用金額の合計値に消費税が掛かります。そのため、料金表で示された各情報単体の消費税込金額と合計金額が異なる場合がございます。あらか

じめご了承ください。 なお、G-Search販売代理店経由でご利用のお客様は消費税の算出方法が各社で異なります。詳細はご登録の販売代理店にご確認ください。
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サービス名

新聞・雑誌記事横断検索

新聞・雑誌記事横断検索は、朝日、読売、毎日、産経の全国紙の他、地方紙、専

門紙、経済誌等、約150紙誌の過去記事を一括して検索できるデータベースサービス

です。切抜きやインターネットの無料情報だけでは調べきれない情報を、膨大な情報源

から簡単に調べることができます。

サービス名

共同通信

共同通信社が新聞社、ラジオ・テレビ局へ配信する国内・海外のニュースのうち、主要な

記事＋写真を収録しています。

情報提供者：共同通信社　収録期間：過去10年分

記事見出し

記事本文

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

時事通信
時事通信社が配信する社会・政治・経済・国際のジャンルの記事を収録しています。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2013年12月～

記事見出し

記事本文

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

朝日新聞

朝日新聞社が発行する全国の朝刊、夕刊記事を収録。東京本社の最終版、大阪・

名古屋・西部本社、北海道支社版、各県の地域面を検索することが可能です。

情報提供者：朝日新聞社　収録期間：1984年8月～

記事見出し

記事本文

10円 （税込11円）／件

100円（税込110円）／件

読売新聞

読売新聞社（東京・大阪・西部の各本社）が発行した朝夕刊最終版の記事と、沖

縄を除く46都道府県の地域版記事を収録しています。

情報提供者：読売新聞社　収録期間：1986年9月～

記事見出し

記事本文

10円 （税込11円）／件

100円（税込110円）／件

毎日新聞

毎日新聞東京本社発行の朝夕刊最終版をはじめ、大阪本社、西部本社、中部本

社、北海道支社の記事、各都道府県の地方面の記事を収録しています。

情報提供者：毎日新聞社 収録期間：1987年1月～ ※記事イメージPDFは

2003年1月～2004年8月を収録

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円 （税込11円）／件

100円（税込110円）／件

100円（税込110円）／件

産経新聞

産経新聞の東京・大阪朝刊最終版、大阪夕刊最終版に掲載された記事を収録して

います。

情報提供者：産経新聞社 収録期間：1992年9月～（大阪本社版は1999年1

月より収録、2020年4月9日～2020年10月31日の大阪朝刊の収録はありませ

ん）

記事見出し

記事本文

10円 （税込11円）／件

100円（税込110円）／件

日経四紙

★本サービスは別途登録が必要

日本経済新聞朝夕刊、日経産業新聞、日経MJ、日経ヴェリタス等の日経新聞社発

行紙を収録しています。

情報提供者：日本経済新聞社　収録期間：1981年10月～

記事見出し

記事本文

無料

200円（税込220円）／件

NHKニュース

NHKの放送センターに入ってきたニュース原稿のうち、全国ニュースと首都圏向けに放送

されたニュースを収録しています。

情報提供者：NHKグローバルメディアサービス　収録期間：1985年1月～

記事見出し

記事本文

5円　　（税込5円）／件

100円（税込110円）／件

サービス名 利用料金

北海道新聞

北海道内はもとより国内外のニュースを掲載した全道版をはじめ、地方の出来事をきめ

こまかく報道した各地方版や広域版の記事も収録しています。2005年12月からの記

事中の写真・図表と、 2005年9月からの記事イメージPDFファイルも収録。

情報提供者：北海道新聞社　収録期間：1988年7月～

記事見出し

記事本文

写図表示

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

20円　（税込22円）／件

 150円（税込165円）／件

東奥日報

青森県の地元紙である東奥日報の紙面に掲載された記事を収録しています。また、

2012年11月からの記事イメージPDFも収録しています。

情報提供者：東奥日報社　収録期間：2005年4月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

岩手日報

岩手県を代表する県紙である岩手日報の過去記事データベースです。政治、経済、文

化、スポーツを始め、各地の出来事など岩手県内の詳細な情報を提供しています。

情報提供者：岩手日報社　収録期間：2004年4月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

河北新報
東北6県を発行エリアとする河北新報の記事データベースです。

情報提供者：河北新報社　収録期間：1992年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

秋田魁新報

秋田魁新報は秋田県を代表する県紙であり、秋田県内の様々な情報を提供していま

す。

情報提供者：秋田魁新報社　収録期間：2004年8月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

山形新聞

山形県内を中心とした政治、経済、スポーツなどのニュースや文化関係、さらに山形広

域と置賜、内陸、庄内の県内4地域の話題を収録しています。

情報提供者：山形新聞社　収録期間：1999年12月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

各サービスの利用料金に準拠します。

全国紙・通信社

地方紙

サービス概要

サービス概要

利用料金

利用料金

サービス概要

新聞・ニュース
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サービス名 利用料金

福島民報

福島県の県紙の1つである福島民報のデータベースです。地域密着主義の編集方針と

きれいで見やすい紙面作りは高く評価されています。

情報提供者：福島民報社　収録期間：2008年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

茨城新聞

茨城県の地元紙である茨城新聞の記事を全文で収録しています。茨城県内の詳細な

情報を提供しています。

情報提供者：茨城新聞社　収録期間：2002年3月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

下野新聞

栃木県の地方紙である下野新聞の記事データベースです。 政治、経済、文化、スポー

ツを始め、各地の出来事など栃木県内の詳細な情報を提供しています。

情報提供者：下野新聞社　収録期間：2001年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

上毛新聞

群馬県の地元紙である上毛新聞の記事を収録しています。群馬県内の詳細な情報を

提供しています。

情報提供者：上毛新聞社　収録期間：直近5年分

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

埼玉新聞

埼玉県の地方紙である埼玉新聞の記事データベースです。事件事故、政治行政、経

済、話題などの情報を収録しています。

情報提供者：埼玉新聞社　収録期間：2016年7月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

千葉日報
千葉日報の記事データベースです。千葉県内のニュースを収録しています。

情報提供者：千葉日報社　収録期間：2008年2月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

東京新聞

中日新聞社の発行する日刊紙「東京新聞」の記事データベースです。97年4月以降の

東京新聞朝刊・夕刊（最終版）と、2010年4月以降の記事イメージPDFを収録。

情報提供者：東京新聞社　収録期間：1997年4月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

神奈川新聞
神奈川県を代表する県紙である神奈川新聞の記事データベースです。

情報提供者：神奈川新聞社　収録期間：2013年10月～

記事見出し

記事本文

記事イメージPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

新潟日報

新潟県を代表する県紙である新潟日報の記事データベースです。朝夕刊の記事を収

録し、新潟県内の詳細の情報を提供しています。記事イメージPDFも収録。

情報提供者：新潟日報社　収録期間：2004年4月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

北日本新聞

富山県を代表する北日本新聞の記事データベースです。充実した富山県内の情報を

はじめとする、さまざまな記事を提供しています。

情報提供者：北日本新聞社　収録期間：2004年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

北國・富山新聞

石川県で発行する北國新聞および富山県で発行する富山新聞の記事データベースで

す。平成5年4月以降の北國新聞の朝刊・夕刊と富山新聞の朝刊を収録しています。

情報提供者：北國新聞社　収録期間：1993年4月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

福井新聞

福井新聞の記事データベースです。経済、政治・行政、社会、原発分野を中心に過去

記事の検索・閲覧ができます。

情報提供者：福井新聞社　収録期間：1995年12月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

山梨日日新聞

山梨県日日新聞の記事データベースです。山梨県内の政治、行政、経済、産業、社

会全般から県民の暮らしまで、地元紙ならではの地域に密着した情報が満載です。

情報提供者：山梨日日新聞社　収録期間：2011年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

信濃毎日新聞
長野県を代表する県紙である信濃毎日新聞の過去記事データベースです。

情報提供者：信濃毎日新聞社　収録期間：1995年7月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

岐阜新聞

岐阜新聞の過去記事データベースです。岐阜本社をはじめ県内各地に設置している支

社・総支局で収集した地域密着のニュースを提供しています。

情報提供者：岐阜新聞社　収録期間：2000年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

静岡新聞

静岡県の地元紙である静岡新聞の記事を全文で収録。静岡県を中心とした東海地

区の詳細な情報を提供しています。2009年4月分からの記事イメージPDFも収録。

情報提供者：静岡新聞社　収録期間：1988年5月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

伊豆新聞

伊豆半島から熱海・三島までの地域を対象に発行されている日刊紙「伊豆新聞」「熱

海新聞」「伊豆日日新聞」の記事を収録したデータベースです。

情報提供者：伊豆新聞社　収録期間：2010年9月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

中日新聞

中日新聞社の発行する「中日新聞」の記事データベースです。朝刊・夕刊（最終版）

と中部地方各県版を収録しています。2010年4月以降の記事イメージPDFも収録。

情報提供者：中日新聞社　収録期間：1987年4月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

京都新聞

京都新聞の記事データベースです。国内の情報はもとより京都府および滋賀県の詳細

なニュースを収録しています。

情報提供者：京都新聞社　収録期間：1998年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

大阪日日新聞

新日本海新聞社大阪本社が発行する大阪日日新聞の記事データべースです。

大阪の府政、市政、区政をはじめ、地域の身近な話題などのローカルニュースのテキスト

記事と切り抜きＰＤＦを収録しています。

情報提供者：新日本海新聞社　収録期間2015年3月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

サービス概要
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サービス名 利用料金

神戸新聞

兵庫県を中心としたニュースや地域の話題など詳細な情報を提供している、神戸新聞

の記事データを収録しています。

情報提供者：神戸新聞社　収録期間：2000年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

日本海新聞

新日本海新聞社が発行する日本海新聞の記事データべースです。

鳥取県、兵庫県但馬地方、島根県東部の政治、経済、社会、スポーツ、文化などの

ローカルニュースのテキスト記事と切り抜きＰＤＦを収録しています。

情報提供者：新日本海新聞社　収録期間：2015年3月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

山陰中央新報

山陰中央新報社が発行する山陰最大の地元紙・山陰中央新報の記事データべース

です。島根・鳥取両県の各地域に密着した情報を収録しています。

情報提供者：山陰中央新報社　収録期間：2012年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

山陽新聞

岡山県の県紙「山陽新聞」に掲載された記事を収録しています。 また、2009年3月以

降の記事イメージPDFも収録しています。

情報提供者：山陽新聞社　収録期間：2002年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

中国新聞
広島県を中心とした中国地方の地方紙「中国新聞」の記事データベースです。

情報提供者：中国新聞社　収録期間：1996年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

徳島新聞

徳島新聞の過去記事データベースです。徳島県唯一の県紙として、地元紙ならではの

地域に密着した情報を提供しています。

情報提供者：徳島新聞社　収録期間：1998年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

四国新聞

香川県の地元紙「四国新聞」に掲載された記事の全文を収録。創刊120年余の地方

紙ならではのきめ細かい情報を提供しています。

情報提供者：四国新聞社　収録期間：1999年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

愛媛新聞

愛媛新聞に掲載された記事テキストと掲載イメージを確認いただける記事イメージPDF

を収録しています。

情報提供者：愛媛新聞社　収録期間：1992年5月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

高知新聞

高知県内唯一の県紙「高知新聞」の記事データベースです。高知新聞が伝えるさまざま

な“今”の記事を収録しています。

情報提供者：高知新聞社　収録期間：1992年6月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

西日本新聞

福岡県を中心としたブロック紙「西日本新聞」に掲載された記事を収録しています。ま

た、2012年9月以降の記事イメージPDFも収録しています。

情報提供者：西日本新聞社　収録期間：1989年11月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

佐賀新聞

佐賀新聞の提供する佐賀県の地方情報、地域特集、地域社会・行政・経済など、充

実したローカルニュースの過去記事を検索・表示することができます。

情報提供者：佐賀新聞社　収録期間：1994年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

長崎新聞

長崎県を代表する県紙、長崎新聞の過去記事データベースです。県内の政治、経

済、文化、スポーツなどの出来事、人の動きをフォローしています。

情報提供者：長崎新聞社　収録期間：1999年7月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

熊本日日新聞

熊本県の地元紙である熊本日日新聞の記事を収録。地元紙ならではの詳細情報を

提供。記事イメージPDFも収録しています。

情報提供者：熊本日日新聞社　収録期間：1988年5月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

大分合同新聞

大分県の県紙である大分合同新聞の記事データベースです。紙面に掲載された記事

の中から大分合同新聞社が特に重要だとされる記事を選択して収録しています。

情報提供者：大分合同新聞社　収録期間：2008年7月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

宮崎日日新聞

宮崎県の地方紙である宮崎日日新聞の記事データベースです。宮崎県内の詳細な情

報を提供しています。

情報提供者：宮崎日日新聞社　収録期間：2001年10月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

南日本新聞

鹿児島県の地元紙である南日本新聞の記事を全文で収録。地元紙ならではの詳細

情報を提供しています。

情報提供者：南日本新聞社　収録期間：1997年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

琉球新報

沖縄を代表する県紙「琉球新報」の記事データベースです。社会・政治問題、独特の

文化、南西諸島の自然、市町村の話題など、沖縄を伝える記事を収録しています。

情報提供者：琉球新報社　収録期間：1998年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

沖縄タイムス

沖縄県の県紙の1つである沖縄タイムスの過去記事データベースです。沖縄タイムスに

掲載された政治・経済、社会など全ての記事を収録。号外なども収録しています。

情報提供者：沖縄タイムス社　収録期間：1997年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

150円（税込165円）／件

サービス概要
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サービス名 利用料金

日刊工業新聞・流通サービス

新聞

日刊工業新聞掲載の記事から、国内外の新製品・新技術、大学や研究機関の科学

技術動向などの情報を中心に主要なものを収録しています。

情報提供者：日刊工業新聞社　収録期間：1987年6月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

日刊工業新聞

（記事速報）

日刊工業新聞朝刊から150～200本の経済・産業などのニュースをいち早く収録して

います。収録期間は当日分です（土曜分のみ翌更新分（原則月曜）と合わせて更

新）。

情報提供者：日刊工業新聞社

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

FujiSankei Business i.

総合経済専門紙「FujiSankei Business i.」に掲載された記事を収録しています。

（2004年2月以前の記事は日本工業新聞の記事として収録）

情報提供者：産経新聞社　収録期間：1991年9月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

化学工業日報

化学工業および関連業界の専門紙「化学工業日報」のデータベースです。

本紙12面のほか、特集記事や臨時増刊号を含めたほとんどの記事を提供しています。

情報提供者：化学工業日報社　収録期間：1987年1月～

記事見出し

記事本文

30円　（税込33円）／件

400円（税込440円）／件

時事通信企業ニュース

時事通信社が取材した企業関連ニュースを収録しています。新製品、決算、新組織、

人事などのニュースが、配信された翌日に検索できます。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2000年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

電気新聞

電力会社をはじめとしたエネルギー各業界動向から、エネルギー・環境行政、電気、情

報通信業界、建設、電設工事・資材、電気保安など多岐にわたる記事を収録。

情報提供者：日本電気協会新聞部　収録期間：2003年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

繊研新聞

日本と世界の繊維・ファッション業界の動きを網羅し、素材から製品、流通、店頭までの

記事を総合的に収録したアパレル業界紙「繊研新聞」の記事データベースです。

情報提供者：繊研新聞社　収録期間：1997年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

繊維ニュース

日刊繊維専門総合紙「繊維ニュース」の記事データベースです。特に短繊維素材、紳

士アパレル、家庭用繊維製品、生産流通に関する情報には定評があります。

情報提供者：ダイセン株式会社　収録期間：2006年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

日刊薬業等5紙

株 式 会 社 じ ほ う が 発 行 す る 「 日 刊 薬 業 」 「 The Medical&Test journal 」

「MEDIAPEX」「ME japan」「Pharmaweek」の記事を収録しています。

情報提供者：株式会社じほう　収録期間：1990年1月～　（日刊薬業）

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

薬事ニュース等2紙

株式会社薬事ニュース社が発行する「薬事ニュース」「THE DOCTOR」の記事を収録

したデータベースです。

情報提供者：株式会社薬事ニュース社　収録期間：2005年4月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

ＣＢ医療介護ニュース

株式会社キャリアブレインが提供する医療・介護関連のニュースデータベースです。

専属の記者が独自に集めた記事から医療・介護業界の最新情報を提供します。

情報提供者：株式会社CBナレッジ　収録期間：2008年8月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

ヘルスデーニュース

米国にあるニュース配信会社ScoutNews LLCが提供する、最新の医学・医療情報

データベースです。

情報提供者：ヘルスデージャパン　収録期間：2006年6月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

保険毎日新聞

生命保険・損害保険業界で定評のある日刊専門紙「保険毎日新聞」の記事データ

ベースです。新商品、各社動向など主要記事を収録しています。

情報提供者：保険毎日新聞社　収録期間：2010年7月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

金融専門紙ニッキン

日本金融通信社の発行する金融専門紙「ニッキン」の記事データベースです。日銀など

の政策・行政の動き、証券・保険など金融業界の記事を収録。

情報提供者：日本金融通信社　収録期間：1997年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

日刊商品投資特報

産業新聞社提供の先物取引専門紙『日刊商品投資特報』の過去記事データベース

です。毎日の先物市況、主要商品のマーケット動向、アナリストによる解説などを提供。

情報提供者：産業新聞社　収録期間：2006年5月～2012年12月

記事見出し

記事本文

5円　　（税込5円）／件

100円（税込110円）／件

日本証券新聞

株式市況の解説や個別銘柄の追跡記事、外国投資家の動向分析など株式関連の

マーケット情報を幅広く収録。企業ニュース、マネー情報、商品先物情報も豊富です。

情報提供者：日本証券新聞社　収録期間：1998年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

プレスリリース情報

株式会社共同通信ＰＲワイヤーが配信する企業・団体のプレスリリースを収録していま

す。

情報提供者：株式会社共同通信PRワイヤー　収録期間：2016年12月～

記事見出し

記事本文

記事PDF

無料

20円（税込22円）／件

無料

ダイヤモンド人事異動情報

主に上場企業を中心とした企業発表の「人事異動」「機構改革」の情報を収録してい

ます。

情報提供者：ダイヤモンド社　　収録期間：2010年1月～

記事見出し

記事本文

無料

150円（税込165円）／件

株式新聞

株式入門や毎日のマーケットニュース、注目銘柄、企業のIR（投資家向け広報）情

報、IPO（新規公開）情報、投資信託の話題ファンド紹介、アナリスト情報などを収

録。

情報提供者：モーニングスター株式会社　収録期間：1998年11月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

専門紙・業界紙
サービス概要
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サービス名 利用料金

建設通信新聞

日刊建設通信新聞社の発行する日刊紙「建設通信新聞」の記事情報を収録してい

ます。

情報提供者：日刊建設通信新聞社　収録期間：1996年4月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

日刊建設工業新聞

国の機関及び地方自治体の建設関連施策・予算、官民のプロジェクト・工事計画・入

札、企業の経営・財務・技術・新製品、機構組織・人事などの情報を収録しています。

情報提供者：日刊建設工業新聞社　収録期間：1998年5月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

建通新聞

建設ニュースや入札情報を中心に建設産業界に関連した情報を提供。東京版、神奈

川版、静岡版、中部版、大阪版、岡山版、香川版、徳島版、高知版、愛媛版を収

録。

情報提供者：株式会社建通新聞社　収録期間：2007年10月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

建設工業新聞

北陸工業新聞社発行の「建設工業新聞」の記事を収録しています。

北陸4県（石川、富山、福井、新潟）の建設産業・経済から各自治体の事業計画

や土木・建築などの工事に関する情報など、地域に密着した情報を提供します。

情報提供者：株式会社北陸工業新聞　収録期間：2003年2月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

住宅新報

開発・分譲、流通、賃貸をはじめ、法律・税制の改正、建設法規、不動産金融・投

資、市況・データ、コンサルティング、資産経営など幅広い情報をウィークリーで提供。

情報提供者：住宅新報社　収録期間：1998年9月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

北海道建設新聞

北海道建設新聞社発行の「北海道建設新聞」の記事を収録しています。道内公共事

業など行政関連の情報や、民間の建築計画・設備投資の情報など、建設産業を中心

に北海道の活性化に資する情報を幅広く提供します。

情報提供者：株式会社北海道建設新聞社　収録期間：2005年4月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

鉄鋼新聞

海外の原料購買から金属製品の生産、技術、流通、需要業界の動向、インタビュー

記事、各社の経営計画や官庁・業界団体の取り組み、ニュース解説などを収録。

情報提供者：鉄鋼新聞社　収録期間：1998年3月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

400円（税込440円）／件

日刊産業新聞

業界再編をはじめとした鉄鋼業界の動きとともに、鉄骨・建材・自動車業界など、鋼材

需要産業の動向などの情報を収録しています。

情報提供者：産業新聞社　収録期間：2006年5月～2012年12月

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

10円　（税込11円）／件

400円（税込440円）／件

400円（税込440円）／件

日刊自動車新聞

自動車業界における国内／海外最新ニュースから各社の動向、新製品情報など幅広

い情報を収録しています。

情報提供者：日刊自動車新聞社　収録期間：2004年8月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

日本食糧新聞等3紙

食品業界最大の発行部数を誇る「日本食糧新聞」、「日食外食レストラン新聞」、「百

菜元気新聞」の記事を収録しています。

情報提供者：日本食糧新聞社　収録期間：1992年1月～　（日本食糧新聞）

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

日本農業新聞

日本農業新聞に掲載された記事のうち、市況データを除く主要な記事を毎日約50本

ほど収録しています。

情報提供者：株式会社日本農業新聞　収録期間：1990年6月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

農業共済新聞

農政の動向から農業の現場まで、全国に張り巡らされた取材網による最新の生きた情

報を収録しています。

情報提供者：社団法人全国農業共済協会　収録期間：2005年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

農経新聞

卸売市場、産地集出荷業者、加工業者など、国民の健康的な食生活を支える青果

流通業者の活動に関する記事を収録しています。

情報提供者：株式会社農経新聞社　収録期間：1995年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

ニッポン消費者新聞

生活の中の様々な製品・サービスについての安全性情報や事故事例はもちろん、悪質

商法やトラブル情報など、消費生活関連の「知っておきたい」情報を収録。

情報提供者：日本消費者新聞社　収録期間：2004年12月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

東洋経済四季報速報

東洋経済新報社が選定した上場企業を中心に、『会社四季報』執筆記者によるコメン

トと業績予想数値の掲載記事を提供する速報サービスです。

情報提供者：東洋経済新報社　収録期間：2001年6月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

時事通信行政ニュース

時事通信社が提供する中央省庁や地方自治体の政策・行財政の動向などのニュース

を収録しています。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2013年12月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

海外邦字新聞

ASEAN各国を中心とした現地邦字新聞の記事を収録しています。

情報提供者：日豪プレス、ニッケイ新聞、Yangon Press

収録期間：2014年4月～

記事見出し

記事本文

20円　（税込22円）／件

200円（税込220円）／件

The Asahi Shimbun

AJW

The Asahi Shimbun AJWは朝日新聞社が提供する英文ニュースです。 ピジネス、

政治、経済、社会、文化、スポーツ、アジアのニュースや解説などを収録しています。

情報提供者：朝日新聞社　収録期間：2015年4月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

夕刊フジ・ＺＡＫＺＡＫ

夕刊フジ、及び夕刊フジの公式サイト「ZAKZAK」に掲載された記事を収録していま

す。芸能・スポーツから政治・社会ニュースまで、幅広いジャンルの「話題の記事」を提供

します。

情報提供者：産経新聞社　収録期間：直近6ヶ月

記事見出し

記事本文

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

サービス概要
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サービス名 利用料金

公明新聞
公明党の機関紙「公明新聞」の記事データベースです。

情報提供者：公明新聞　収録期間：1999年7月～

記事見出し

記事本文

5円（税込5.5円）／件

50円 （税込55円）／件

しんぶん赤旗
日本共産党の機関紙「赤旗」の記事データベースです。

情報提供者：しんぶん赤旗　収録期間：1999年1月～

記事見出し

記事本文

5円（税込5.5円）／件

50円 （税込55円）／件

朝鮮日報

韓国で最大の発行部数を誇る日刊紙「朝鮮日報」の日本語訳記事データベースで

す。政治・経済・社会・文化など多方面の分野からの主要記事を収録しています。

情報提供者：株式会社朝鮮日報日本語版　収録期間：2000年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

NNAアジア経済

NNA発行の「The Daily NNA」の中国版（華北東北版・華東版・華南版）、香港

版、韓国版、台湾版、シンガポール版、タイ版、ベトナム版、マレーシア版、フィリピン版、

インドネシア版、オーストラリア版、インド版を収録しています。

情報提供者：株式会社エヌ・エヌ・エー　収録期間：1999年1月～

記事見出し

記事本文

20円　（税込22円）／件

200円（税込220円）／件

ジェトロ・ビジネス短信

日本貿易振興機構（JETRO）が提供する「ビジネス短信」の記事データベースです。

※2018年3月までの名称は「通商弘報」

世界70カ所を超える海外事務所から送られる、世界主要国・地域の政治・経済に

関する制度、統計、市場動向など、世界のビジネスニュースを収録しています。

情報提供者：日本貿易振興機構（JETRO）収録期間：1998年7月～

記事見出し

記事本文

20円　（税込22円）／件

300円（税込330円）／件

時事通信アジアビジネス情報

時事通信社が提供するアジア各国の経済／産業情報／政治動向など、現地の情報

を収録しています。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2013年12月～

記事見出し

記事本文

20円　（税込22円）／件

300円（税込330円）／件

アジア経済・ワールドトレンド

独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)・アジア経済研究所が発行する定期刊

行物（「アジア経済」「アジ研ワールドトレンド」「ラテンアメリカレポート」）の記事データ

ベースです。

情報提供者：日本貿易振興機構・アジア経済研究所 　収録期間：2010年4月～

記事見出し

記事PDF

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

エマージングマーケットニュース

ASEAN地域の各国メディアが報道する現地ニュース。

収録媒体：新華社（中国）、ANTARA News（インドネシア）、The Jakarta

Post（インドネシア）、BERNAMA（マレーシア）、New Straits Times（マレーシ

ア）、The Nation（タイ）、Bangkok Post（タイ）、Viet Nam News（ベトナ

ム）、The Straits Times（シンガポール）、BusinessTimes（シンガポール）

収録期間：2009年4月～

記事見出し

記事本文

40円　（税込44円）／件

490円（税込539円）／件

サービス名 利用料金

日刊スポーツ

日刊スポーツ新聞の東京版・北海道版・大阪版・名古屋版・西部版の記事を提供。

番組欄や小説等を除くほとんどの記事を収録しています。

情報提供者：日刊スポーツ新聞社　収録期間：1990年8月～（東京版）

記事見出し

記事本文

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

スポーツニッポン

プロ野球・Ｊリーグ等のスポーツ記事から競馬や芸能関連の記事まで、幅広く収録して

います。

情報提供者：スポーツニッポン新聞東京本社 収録期間：1996年11月～2013年

2月

記事見出し

記事本文

5円  税込5.5円）／件

50円（税込55円）／件

スポーツ報知

ジャイアンツの記事を中心としたプロ野球やサッカーなどのスポーツ記事や芸能記事などを

収録をした「スポーツ報知」と、報知新聞社の発行する「月刊ジャイアンツ」「報知高校

野球」「報知高校サッカー」の主要記事を収録しています。

情報提供者：報知新聞東京本社　収録期間：1998年1月～（スポーツ報知）

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

200円（税込220円）／件

サンケイスポーツ

スポーツはもちろん、幅広い芸能情報も充実したサンケイスポーツの記事データベースで

す。

情報提供者：産経新聞社収録期間：2006年7月1日～2020年4月8日

記事見出し

記事本文

5円（税込5.5円）／件

50円 （税込55円）／件

デイリースポーツ

タイガースの記事を中心としたプロ野球、サッカー、その他スポーツ、芸能、レジャー、ギャ

ンブルなどの記事を収録しています。

情報提供者：デイリースポーツ社　収録期間：2003年7月～

記事見出し

記事本文

5円（税込5.5円）／件

50円 （税込55円）／件

サービス概要

サービス概要

スポーツ紙

- 8 -



サービス名

新聞・雑誌記事横断検索

新聞・雑誌記事横断検索は、最大で1984年8月（朝日新聞記事情報）から、朝

日、読売、毎日、産経の全国紙の他、地方紙、専門紙、経済誌等、約150紙誌の過

去記事を一括して検索できるデータベースサービスです。切抜きやインターネットの無料情

報だけでは調べきれない情報を、膨大な情報源から簡単に調べることができます。

日経BP雑誌記事横断検索

日経BP社が発行する33誌を横断的に一括検索することができるサービスです。

【収録誌】

・日経ビジネス（97/09/08号～）

・日経トップリーダー（99/04号～）

・日経ESG（99/07創刊号）

・日経アドバンテージ（休刊）

・日経パソコン（97/10/06号～）

・日経バイト（休刊）

・日経windowsプロ（休刊）

・日経インターネットソリューション（休刊）

・日経ソフトウェア（99/07号～）

・日経Linux（99/10創刊号～）

・日経IT21（休刊）

・日経ITプロフェッショナル（統合）

・日経コンピュータ（98/3/2号～）

・日経情報ストラテジー（休刊）

・日経SYSTEMS（98/11号～）

・日経ソリューションビジネス（休刊）

・日経MAC（休刊）

情報提供者：日経BP社

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

　10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

500円（税込550円）／件

日外アソシエーツ

　　　　　　　雑誌目次情報

日外アソシエーツ社の雑誌記事データベース「magazineplus」の主要データ（国立国

会図書館（NDL）の雑誌記事索引ファイルや一般雑誌、年報類・論文集などの書誌

情報）を収録しています。

情報提供者：日外アソシエーツ株式会社　収録期間：1920年代以降

記事見出し 　 30円（税込33円）／件

週刊ダイヤモンド
ダイヤモンド社の発行する週刊ダイヤモンドの記事データベース。誌面イメージPDFも収

録。最新号の記事が発売日当日に検索できます。

情報提供者：株式会社ダイヤモンド社　収録期間：1999年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　 3頁~

　10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

DIAMOND

　　ハーバード・ビジネスレビュー

ダイヤモンド社が翻訳・発行する日本語版の「ハーバード・ビジネスレビュー」の記事データ

ベース。ビジネス哲学から最新のマーケティング戦略論、人事や財務にまつわる入手困難

な論文まで、 世界のトップクラスの論文を収録しています。

情報提供者：株式会社ダイヤモンド社　収録機関：2006年1月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1頁※2

　10円　（税込11円）／件

300円（税込330円）／件

200円（税込220円）／件

ダイヤモンドＺＡｉ

月刊誌「ダイヤモンドZAi」（ダイヤモンド・ザイ）の記事データベース。豊富なビジュアルや

個人投資家目線の記事が満載。株式当社だけではなく投資信託やETF（上場投資

信託）、FX、Jリート、不動産投資、株主優待などの情報も充実。

情報提供者：株式会社ダイヤモンド社　収録期間：2008年4月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

300円（税込330円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

ダイヤモンド・チェーンストア

ダイヤモンド・フリードマン社発行の「チェーンストアエイジ」（毎月1日・15日発行）の記

事データベース。 量販店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアやドラッグストアなどの業

界動向から、チェーンストアビジネスの理論解説、海外情報、業界ランキング、経営分

析、店頭情報まで、総合的な専門情報を提供しています。

情報提供者：ダイヤモンド・フリードマン社　収録期間：2008年4月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

300円（税込330円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

週刊エコノミスト

毎日新聞社発行の週刊経済雑誌「週刊エコノミスト」及び「週刊エコノミスト増刊号『エコ

ノミスト マネー』（旧『投資の達人』）」の全文テキスト記事及び記事イメージPDFを収

録しています。

情報提供者：毎日新聞出版　収録期間：1989年11月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

週刊東洋経済
東洋経済新報社の発行する総合経済ビジネス誌「週刊東洋経済」の記事データベース

です。

情報提供者：東洋経済新報社　収録期間：1997年1月～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

プレジデント

プレジデント社発行のビジネス情報誌「プレジデント」の過去記事データベースサービスで

す。 最新のマネジメント手法や経済情報など仕事に役立つ情報を提供しています。あわ

せて収録している「プレジデントファミリー」は”子どもを元気にする。親も元気になる。”を

テーマにした月刊誌です。 あらゆる家庭の問題を解決するヒントを独自視点で探求して

います。

情報提供者：株式会社プレジデント社 収録期間：2009年12月14日号～（プレ

ジデント）

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

300円（税込330円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

TKC戦略経営者

年商50億円をめざす中小企業の経営者を読者対象として、経済動向・経営環境の変

化を独自の切り口でとらえながら、徹底した取材をもとに経営者に知ってほしい情報を厳

選して提供する月刊誌『戦略経営者』の記事データベースです。

情報提供者：株式会社TKC 収録期間：2000年1月～（テキスト） 2005年2月

~（PDF）

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1頁
※１

　10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

100円（税込110円）／件

書籍・雑誌
サービス概要 利用料金

各サービスの利用料金に準拠します。

・日経コミュニケーション（休刊）

・日経ネットビジネス（休刊）

・日経NETWORK（2000/05創刊号～）

・日経エレクトロニクス（98/08/10号～）

・日経ものづくり（98/08号～）

・日経マイクロデバイス（休刊）

・日経デジタル・エンジニアリング（休刊）

・日経アーキテクチュア（99/04/05号～）

・日経コンストラクション（98/07/24号～）

・日経ホームビルダー（99/07創刊号～）

・日経デザイン（99/01号～）

・日経レストラン（休刊）

・日経食品マーケット（休刊）

・日経ヘルスケア（99/04号～）

・日経ドラッグインフォメーション

（2000/01/10号～）

書籍・雑誌

- 9 -



サービス名

AERA
朝日新聞社発行の週刊誌「AERA」を創刊号から収録した記事データベースです。朝日

新聞分類コードによる分類検索も可能です。

情報提供者：朝日新聞社　収録期間：1988年5月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

週刊朝日
朝日新聞社発行の週刊誌「週刊朝日」の記事データベースです。 朝日新聞分類コード

による分類検索も可能です。

情報提供者：朝日新聞社　収録期間：2000年4月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

サンデー毎日

毎日新聞社が発行する「日本で最初に創刊された総合週刊誌」の記事データベースで

す。政治・経済・社会情勢を鋭く分析することで、硬派なスクープ記事を豊富に掲載しま

す。

情報提供者：毎日新聞出版

収録期間：2010年6月20日号（6月8日発売号）～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

週刊新潮

株式会社新潮社が発行する週刊誌「週刊新潮」の記事データベースです。政治、芸

能、スポーツと様々なジャンルに切り込む記事を豊富に掲載します。

情報提供者：株式会社新潮社

収録期間：2015年12月24日号（12月17日発売）～

記事見出し

記事本文

20円　（税込22円）／件

200円（税込220円）／件

商業界

商業の世界に新しい時代をつくりあげ、それによって大衆の豊かな消費生活を実現してい

こうとする意欲あるすべての流通産業人、商業人のための雑誌－（株）商業界の発行

する月刊「商業界」の記事データベースです。小売業において大多数を占める中小店を

対象にした具体的な経営情報を収録しています。

情報提供者：株式会社商業界　収録期間：2011年12月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

販売革新

チェーンストアのための経営戦略とITをはじめとする革新的マネジメント技術を、多角的、

論理的に紹介する経営専門誌「販売革新」の記事データベースです。

豊かで安全な普段の暮らしを実現するために必要な衣・食・住すべてのマーケティング＆

マーチャンダイジング情報を収録しています。

情報提供者：株式会社アール・アイ・シー　収録期間：2011年11月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

食品商業

食品スーパー、食品専門小売業、酒販店などの経営者、店長、従業員を対象に、豊富

な経営知識と最新情報を提供する月刊誌「食品商業」の記事データベースです。

流通理論の展開に加えて、実践的な経営実務、多彩な商品知識、精緻な店舗分析

記事を収録しています。

情報提供者：株式会社アール・アイ・シー　収録期間：2011年11月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

飲食店経営

企業化を志すフードサービスの経営者、幹部、店長、そしてフードサービスに携わる人たち

の経営専門誌「飲食店経営」の記事データベースです。

家業から企業へと成長するために不可欠な、より実務的で具体的な経営情報、マネジメ

ント情報を収録しています。

情報提供者：株式会社アール・アイ・シー　収録期間：2011年11月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

ファッション販売

ファッションビジネスの「現在」を鋭く分析し、「明日」の方向性を的確に提案する流通専門

誌「ファッション販売」の記事データベースです。

ファッション小売流通業を対象にトレンド分析、販売ノウハウマネジメント関連の実務記

事、マーケティング、ＭＤ情報を収録しています。

情報提供者：株式会社アール・アイ・シー　収録期間：2011年11月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

コンビニ

コンビニエンスストア業界の最新動向、チェーン本部機能分析、売れ筋アイテム動向、売

場づくり＆販促提案、防犯対策など、コンビニエンスストアの経営実務情報をタイムリーか

つ的確に提供するコンビニエンスストア業界唯一の経営専門誌「コンビニ」の記事データ

ベースです。

情報提供者：株式会社アール・アイ・シー　収録期間：2011年11月号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

FACTA

ファクタ出版が発行する「FACTA」の記事データベースです。既存メディアの報道だけでは

満足できない、情報感度の高いリーダー向けの総合誌です。 圧倒的なスクープ力と独自

の分析力に裏打ちされた活きた情報を提供しています。

情報提供者：ファクタ出版株式会社　収録期間：2006年4月～

記事見出し

記事本文

20円　（税込22円）／件

400円（税込440円）／件

東洋経済Think！

東洋経済新報社発行の季刊雑誌「Think!」の記事データベースです。思考するプロ

フェッショナルのための実践的ビジネストレーニング誌として発行され、ビジネスにおける問題

解決と意思決定をサポートし、自立したプロフェッショナルを育成することを方針としている

季刊雑誌です。

情報提供者：東洋経済新報社　収録期間：2006年春号～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1~2頁

　　　　　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

300円（税込330円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

一橋ビジネスレビュー

東洋経済新報社発行、一橋大学イノベーション研究センター責任編集の季刊雑誌「一

橋ビジネスレビュー」の記事データベースです。経営学・イノベーション研究分野の研究者、

学生、MBA、知的ビジネスパーソンのために最新の経営理論・手法を分析しています。

情報提供者：東洋経済新報社　収録期間：2006年6月～

記事見出し

記事本文

PDF表示1~2頁

　　　　　　3頁~

10円　（税込11円）／件

300円（税込330円）／件

200円（税込220円）／件

300円（税込330円）／件

ハウジング・トリビューン

住宅産業"住生活産業"と捉え、住生活・住ビジネスに役立つ情報を多角的・横断的に

お届けする 新時代の総合専門誌です。ニュース感覚溢れる速報力とシャープな解説・分

析力に定評があります。

情報提供者：株式会社創樹社 収録期間：2011年3号（2011年2月10日発

売）～

記事見出し

記事本文

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1頁
※１

　10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

100円（税込110円）／件

サービス概要 利用料金
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サービス名

ジェトロセンサー

日本貿易振興機構（JETRO）発行の国際ビジネス情報誌月刊「ジェトロセンサー」の

記事データベースです。ジェトロの海外ネットワークを生かして、環境やFTAなどタイムリーな

テーマを複数の国々からさまざまな角度で分析・解説した特集や、 国・地域ごとの現状を

毎月報告するエリアリポート”世界のビジネス潮流を読む”が好評です。

情報提供者：日本貿易振興機構（JETRO）収録期間：2005年1月～

記事見出し

記事ｲﾒｰｼﾞPDF1頁※3

20円　（税込22円）／件

300円（税込330円）／件

時事通信NewsLetter:

内外教育

時事通信社が提供する専門情報誌「内外教育」の記事データベースサービスです。教育

基本法や教育改革関連3法の相次ぐ改正、教育免許への更新制導入など、急速に変

わりつつある教育分野の情報をいち早くお届けする教育専門情報誌です。文部科学省、

教育関連団体、研究機関など教育界の動向を的確にとらえ、主要なテーマを掘り下げた

「解説」や「特集」を中心に掲載しています。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2007年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

時事通信NewsLetter：

厚生福祉

時事通信社が提供する専門情報誌「厚生福祉」の記事データベースサービスです。 厚

生、医療に携わる人々に密着取材をし、注目を集める政策やその背景、課題などを伝え

る専門情報誌です。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2007年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

時事通信NewsLetter：

地方行政

時事通信社が提供する専門情報誌「地方行政」の記事データベースサービスです。新行

政経営（NPM）をいち早く紹介した専門情報誌です。自治体事業を民間手法で経営

分析する手法を提案するなど常に時代を先取りする情報が満載です。 国内外の先進的

な取り組み、失敗事例を、詳細かつ具体的に分析・解説します。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2007年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

時事通信NewsLetter：

税務経理

時事通信社が提供する専門情報誌「税務経理」の記事データベースサービスです。 財

務省、国税庁、総務省など税制・税務に関係の深い官公庁、団体を密着取材。税制

改正や各地の税務の動向を的確にとらえて提供します。 税制改正について、その胎動か

ら決定までを逐一解説、施行時には実務者向けに特集を組んで手引きにします。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2007年1月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

時事通信NewsLetter：

農林経済

時事通信社が提供する専門情報誌「農林経済」の記事データベースサービスです。 「農

林経済」は、中央農政、地方の農林水産政策、農林水産団体の動き、各地の事例に

ついての情報、解説を中心に、食品加工・流通政策や産業界の動向も加えて、食産業

界に欠かせない情報を総合的に提供する専門情報誌です。

情報提供者：時事通信社 収録期間：2007年1月～2008年10月 ※休刊に伴

い更新終了

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

時事通信NewsLetter：

金融財政ビジネス

時事通信社が提供する専門情報誌「金融財政ビジネス」の記事データベースサービスで

す。 一流エコノミストや経済・金融専門家と、財務省、日銀、証券担当を中心とした第

一線記者が、その時どきのニュースを掘り下げた解説記事や注目を集めそうなテーマを積

極的に先取りして取り上げる金融財政関係者必読の専門情報誌です。 旧「金融財

政」、旧「Jiji Top Confidential」の記事も収録しています。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2006年12月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

世界の科学技術文献情報

世界の科学技術文献情報は、日本最大級の科学技術文献データベース「JDream

Ⅲ」に収録している 日本国内及び世界50数カ国で発行された科学技術(医学を含む)

全分野に関する文献情報の中から、 最新10年分の抄録付きデータを提供します。

情報提供者：独立行政法人　科学技術振興機構　収録期間：最新10年分

文献タイトル

文献抄録

30円　（税込33円）／件

200円（税込220円）／件

日本の医学薬学文献情報

日本の医学薬学文献情報は、日本最大級の科学技術文献データベース「JDream

Ⅲ」に収録している 日本国内で発行された医学・薬学・歯科学・看護学・生物科学・獣

医学等に関する文献情報の中から、 最新10年分の抄録付きデータを提供します。

情報提供者：独立行政法人　科学技術振興機構　収録期間：最新10年分

文献タイトル

文献抄録

30円　（税込33円）／件

150円（税込165円）／件

JAPIC医薬文献情報

国内・海外の医学・薬学関連文献から医薬品に関する情報を蓄積したデータベースで

す。国内文献は、医薬品の基礎から臨床までの情報で、特に医薬品の有効性や安全

性を中心に収録し、海外文献は、安全性に関する情報のみを収録しています。

情報提供者：一般財団法人日本医薬情報センター　収録期間：1983年4月～

文献タイトル

文献抄録

30円　（税込33円）／件

220円（税込242円）／件

東洋経済オンライン

東洋経済新報社が運営するビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の記事を収録

しています。ビジネス、経済情報に加え、新世代リーダーのための教養、スキル、センスを

磨く情報も充実しています。

情報提供者：株式会社東洋経済新報社　収録期間：2012年11月～

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

書籍・雑誌項目内のその他詳細料金
※1 1ページ増加毎に50円（税込55円）刻みで加算　7ぺージ以降は一律400円（税込440円）／件
※2 1ページ増加毎に100円（税込110円）刻みで加算　7ぺージ以降は一律800円（税込880円）／件
※3 1ページ増加毎に50円（税込55円）刻みで加算

サービス概要 利用料金
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サービス名

企業情報横断検索
企業情報横断検索は、帝国データバンク、東京商工リサーチをはじめとした企業情報の

メジャーサービスを一括検索できるサービスです。各情報提供元の提供する様々な情報

がご利用いただけます。

信用情報横断検索

信用情報横断検索は、G-Search が提供する信用情報サービス「帝国データバンク信

用情報」「東京商工リサーチ信用情報」「東京経済信用情報」を一度にご利用いただく

ことができるサービスです。各社が発表する信用情報の速報を提供し、キーワード、地

域、期間による絞り込みも可能です。

帝国データバンク企業情報

帝国データバンクが保有する企業プロフィールデータベースです。企業概要、業績デー

タ、代表者プロフィールなどの最新企業情報から帝国データバンク独自の評点まで、与

信調査の必須項目を収録しています。

情報提供者：株式会社帝国データバンク

企業名一覧

企業情報詳細

無料
1,600円（税込1,760円）／件

帝国データバンク

　　　　　　　　新設企業情報

帝国データバンクが収集した設立24ヶ月以内の新設企業情報です。企業名、代表者

名、地域、代表電話番号、企業番号、資本金、設立年月、また事業目的を含むキー

ワード検索が可能です。

情報提供者：株式会社帝国データバンク　収録期間：最新24ヶ月

企業名一覧

企業情報詳細

無料

700円（税込770円）／件

帝国データバンク

　　　　　　　　企業財務情報

帝国データバンクが収集した全国主要企業の貸借対照表、損益計算書、財務分析

比率表などの財務データ（単独決算・連結決算）を収録しています。

情報提供者：株式会社帝国データバンク

企業名一覧

財務情報出力　単

独

財務情報出力　連

結

無料

7,500円（税込8,250円）／3期

7,500円（税込8,250円）／3期

帝国データバンク信用情報

帝国データバンクが発行している日刊紙「帝国ニュース」に掲載される企業の倒産情報

の速報を提供しています。全国の倒産した企業のうち負債額が大きいもの、影響の大き

いものを収録しています。

情報提供者：株式会社帝国データバンク　収録期間：最新60日分

速報記事一覧

記事本文

5円　　（税込5円）／件

100円（税込110円）／件

Teikoku Databank

Japanese Companies

帝国データバンクが提供する英文による国内企業のプロフィール情報です。企業概要／

業績データ／代表者プロフィールなどの最新情報から帝国データバンク独自の評点ま

で、与信調査の必須項目を英語で収録しています。

情報提供者：株式会社帝国データバンク

企業名一覧

企業情報詳細

無料
1,600円（税込1,760円）／件

東京商工リサーチ企業情報
全国145万社の企業概要、業績、代表者プロフィールなど最新企業情報を提供しま

す。

情報提供者：株式会社東京商工リサーチ

企業名一覧

企業概要表示

無料
1,200円（税込1,320円）／件

東京商工リサーチ

　　　　　　　　新設企業情報

東京商工リサーチが収集した設立18ヶ月以内の新設企業情報。企業名、代表者

名、地域、電話番号、企業番号、資本金、設立年月で検索が可能です。

情報提供者：株式会社東京商工リサーチ　収録期間：最新18ヶ月

企業名一覧

企業情報詳細

無料

400円（税込440）／件

東京商工リサーチ

　　　　　　　　企業財務情報

東京商工リサーチが収集した全国主要企業の貸借対照表、損益計算書、財務比率

表などの財務データを収録しています。

情報提供者：株式会社東京商工リサーチ

企業名一覧

財務情報出力

無料

3,900円（税込4,290円）／3期

東京商工リサーチ信用情報

東京商工リサーチが発行している日刊紙「TSR情報」に掲載される企業の倒産情報の

速報を提供しています。 全国の倒産した企業のうち負債額が大きいもの、影響の大き

いものを収録しています。キーワード、地域、期間による絞り込みも可能です。

情報提供者：株式会社東京商工リサーチ　収録期間：最新60日分

速報記事一覧

記事本文

5円　　（税込5円）／件

100円（税込110円）／件

リスモンG-与信ナビ

リスクモンスター株式会社が提供する企業与信情報。総合商社の与信ノウハウをもと

に、利用者の体力に応じてカスタマイズした与信情報を提供。RM格付、RM与信限度

額、RM短期動向、RM目標利益率など、今までにない踏み込んだ与信情報を提供

し、与信意志決定を的確にナビゲートします。

情報提供者：リスクモンスター株式会社

企業情報一覧

企業リスク格付

与信限度額算出

無料

950円（税込1,045円）／件

200円   （税込220円）／件

日経会社プロフィル

★本サービスは別途登録が必要

上場企業をはじめ、全国主要約3万社の事業内容、役員、大株主、労務状況、要約

貸借対照表、要約損益計算書、監査意見、申告所得、売上構成、本社所在地など

の最新データを収録した企業情報データベースです。 資本金規模、売上高規模、本

社所在地、業種などでの検索も可能です。社名・会社概要は、各取引所報や日経独

自調査により毎日更新しています。それ以外のデータについては、上場会社は決算月

末から約5ヶ月後、非上場会社はデータを入手次第更新しています。

情報提供者：日本経済新聞社

一覧表示

本文表示

無料

900円（税込990円）／社

各サービスの利用料金に準拠します。

サービス概要 利用料金

各サービスの利用料金に準拠します。

企業情報
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サービス名

会社四季報データベース

東洋経済新報社の発行する会社四季報のデータベース版です。全上場企業の基本

情報の他、企業概況、事業構成、株主・役員構成、業績（実績・予想）、財務内

容、資本異動、キャッシュフローなどの「会社四季報」掲載内容を表示します。テキスト、

PDFでの表示形式が可能です。

情報提供者：東洋経済新報社

企業名一覧

企業概要表示

無料

100円（税込110円）／社

東洋経済関係会社情報
上場企業やその他有力企業の親会社と関係会社（連結子会社、持分法適用会

社、関連会社）を収録した企業情報データベースです。

情報提供者：東洋経済新報社

会計会社名一覧

関係会社詳細

200円（税込220円）／回

300円（税込330円）／社

東洋経済海外進出企業情報

上場企業やその他有力企業の海外129ヶ国の現地法人のうち、出資比率10％以上

の現地法人を収録した企業情報データベースです。 昨今注目を集めている東南アジア

に進出している現地法人の情報を見ることができます。

情報提供者：東洋経済新報社

企業名一覧

企業詳細

200円（税込220円）／回

300円（税込330円）／社

東洋経済逆引き大株主情報

全上場企業の持ち株情報の本・中間決算時上位11位までの大株主構成を、各企業

における投資先企業情報としてまとめた企業情報データベースです。各企業における投

資先企業を知ることができます。

情報提供者：東洋経済新報社

投資先企業名

一覧表示
300円（税込330円）／回

東洋経済外資系企業情報

資本金5000万円以上で外資比率が50％超の企業、外資比率20％以上の株式公

開企業や有力企業など約3,100社を収録した企業情報データベースです。基本情報

の他、仕入先・販売先、ブランド、輸出・輸入比率、海外の親企業情報、日本法人の

特色・近況などを収録しています。

情報提供者：東洋経済新報社

会社名一覧

外資系企業詳細

無料

300円（税込330円）／社

信用交換所企業情報

繊維とその関連企業のプロフィールデータを収録した企業情報データベースです。上場

企業から個人企業にいたるまで、繊維業界を中心に企業概要、業績、格付など豊富

なデータを提供。詳細検索項目からの条件検索も可能です。

情報提供者：株式会社信用交換所

企業名一覧

企業概要表示

無料
1,500円（税込1,650円）／社

東京経済企業情報

企業概要、特色、評点、業績データ、代表者情報など、与信に必要な各情報項目に

加え、財務データとして要約貸借対照表を収録した企業情報データベースです。企業

名での検索のほか、多様な詳細項目からの条件検索にも対応しています。

情報提供者：東京経済株式会社

企業名一覧

企業概要表示

無料
1,200円（税込1,320円）／社

東京経済信用情報

東京経済発行の電子メール情報 e-News "ASNA" 及び「東経情報」掲載の情報を

提供しています。全国の倒産した企業のうち負債額が大きいもの、影響の大きいものを

収録。また、倒産速報である短信、債権者リストも収録しています。キーワード、地域、

期間による絞り込みも可能です。

情報提供者：東京経済株式会社 収録期間：最新60日分（債権者リストは除

く）

速報記事一覧

記事本文

短信

債権者リスト

5円　　（税込5円）／件

100円（税込110円）／件

50円　（税込55円）／件

800円（税込880円）／件

トーショー企業信用履歴情報

企業の行政処分・違法行為・債権譲渡登記設定・赤字・倒産など100種類以上の信

用に関わる情報を収録、企業名での検索のほか、多様な条件検索にも対応していま

す。

情報提供者：株式会社トーショー　収録期間：直近5年分

情報タイトル

情報本文

10円　（税込11円）／件

150円（税込165円）／件

時事通信企業ニュース

時事通信社が取材した2000年以降の企業関連ニュースを収録しています。 新製品、

決算、新組織、人事などのニュースが、配信された翌日に本データベースで検索できま

す。

情報提供者：時事通信社　収録期間：2000年1月~

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

利用料金サービス概要
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サービス名

人物情報横断検索

「人物情報横断検索」は、人物情報データベース「朝日新聞人物データベース」「日外

アソシエーツ現代人物情報」「読売人物データベース」「ダイヤモンド役員・管理職情

報」「東京商工リサーチ経営者情報」を横断して検索することができるサービスです。ビ

ジネスパーソン、一般・芸能人など、検索対象の分野ごとに最適なフォームを選択し、よ

り詳細な条件での検索を簡単に行うことができます。

日外アソシエーツ

　　　　　　　　現代人物情報

人物調査の定番ツールとして、日本人／外国人を問わず、政治、経済、科学、文化・

芸術、芸能、スポーツと幅広い分野の人物を網羅。また物故者や、明治期以前の歴

史上の人物も収録した人物情報データベースです。

情報提供者：日外アソシエーツ株式会社

人物表示一覧

プロフィール情報

無料

300円（税込330円）／件

東京商工リサーチ経営者情報

東京商工リサーチが保有する全国約142万社の企業経営者（代表者）の履歴や

連絡先等豊富な情報を収録しています。氏名、勤務地、出身地などで検索が可能で

す。

情報提供者：株式会社東京商工リサーチ

経営者一覧表示

経営者概要表示

無料

300円（税込330円）／件

ダイヤモンド役員・管理職情報

ダイヤモンド社提供の上場企業・有力非上場企業の会社役員・管理職、約23万人

の人物プロフィールを収録した人物情報データベースです。人物プロフィール、会社事業

所リストも収録。特定人物のプロフィールのほか、条件にあった人物リストの作成も可能

です。

情報提供者：ダイヤモンド社

人物一覧　特定検索

人物一覧　条件検索

人物詳細

視点・事業所一覧

無料

50円　（税込55円）／人

400円（税込440円）／人

300円（税込330円）／社

ダイヤモンド人事異動・

組織改革情報

上場、店頭企業を中心とした企業発表による人事異動速報を提供いたします。 企業

の組織改革がどのように行われたかの解説も収録。 今週の人事異動発生企業も簡単

にチェックすることができます。

情報提供者：ダイヤモンド社

会社一覧

人事異動情報

組織改革情報

無料

100円（税込110円）／50人

100円（税込110円）／50件

日経Who’s Who

★本サービスは別途登録が必要

全国の上場および有力未上場企業約20,000社の役員・執行役員・部長・次課長

約28万件に加え、中央官庁、政府関係機関、審議会、経済・業界団体、都道府県

および市の幹部職員または国会議員および県議会議員約2万件の人事情報を収録

した人物情報データベースです。役職名については新聞、官報により毎日、その他の

データは原則として年1回調査して随時更新されます。

情報提供者：日本経済新聞社

一覧表示

本文表示

項目指定

無料

350円  （税込385円）／人

30円（税込33円）／項目・人

朝日新聞人物データベース

朝日新聞社の取材力を生かした迅速な収録と本人確認で、キーパーソンの正確な最

新情報（毎日更新）が得られる人物情報データベースです。各界の有識者を中心

に、政治、行政関係者、経済人、ジャーナリスト、教育者、研究者・学者、文化人、ス

ポーツ選手など幅広く収録しています。フリーキーワード対応の豊富な検索項目に加

え、更新情報のリストアップ機能も特長です。

情報提供者：朝日新聞社

人物一覧表示

人物詳細表示

無料

300円（税込330円）／件

読売人物データベース

各界で活躍する人物の情報を収録した人物情報データベースです。 氏名のほか、経

済・産業、スポーツなど18の活動分野、生年月日などからも検索できます。また、その

人物に関連する読売新聞記事（1986年9月以降全期間が対象）へリンクする機能

がついています。

情報提供者：読売新聞社

人名一覧

人物詳細

読売新聞関連記事見出

読売新聞関連記事本文

無料

300円（税込330円）／件

無料

100円（税込110円）／件

各サービスの利用料金に準拠します。

人物情報

サービス概要 利用料金

人物情報
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サービス名

日経業界分析レポート

日本経済新聞の記者が業界情報を網羅的に、分かりやすく解説した市場分析レポー

ト。業界の現状を把握するための市場シェアや競争環境に加え、 業界の今後を知るた

めの市場規模予測やバリューチェーン、技術・法規制の動向、グローバル市場の影響な

ど幅広く網羅しています。

レポート見出し

レポート本文・PDFダ

ウンロード

　　　無料

　　　7,000円

　　（税込7,700円）／件

富士経済グループ

　　　　　マーケットシェアデータ

富士経済グループの市場調査レポートを元に基礎情報を再編集し、市場規模推移、

マーケットシェアの数値データと市場概要、マーケットシェア動向、将来展望などを収録し

たマーティング情報データベースです。市場規模、市場動向、トップシェア企業が1枚のレ

ポートに集約されています。

情報提供者：富士経済ネットワークス

レポート見出し

レポート本文・PDFダ

ウンロード

　　　無料

　　　2,000円

　　（税込2,200円）／件

東洋経済CSR企業総覧

新たな企業評価の物差しとして注目されるCSR（企業の社会的責任）についての国

内唯一の情報誌です。環境、雇用・人材活用、企業統治、社会貢献策など国内主

要1000社の個別CSR情報が満載のほか、CSRおよび財務の格付け情報を提供いた

します。

情報提供者：東洋経済新報社　収録期間：2012年度版

PDF別企業データ

PDF付録資料

800円（税込880円）／件

200円（税込220円）／件

リサーチレポートライブラリー

G-Searchに収録されている 産業調査レポートや統計データ等のマーケティング情報を

一括検索できるサービスです。レポートの商品棚から業界やデータ種別を選ぶことで、必

要なレポートが選択できます。もちろん、キーワードを指定してレポートを検索することもで

きます。

インプレスR&D

　　　　　　調査報告書シリーズ

株式会社インプレスR&Dが販売する調査報告書シリーズです。調査報告書では、モバ

イル関連、クラウド関連、電子出版関連、新産業関連など、情報技術を中心としたテー

マを取扱い、企業による企画・設計・製造・宣伝・販売業務に役立つ情報をご提供しま

す。

情報提供者：株式会社インプレスＲ＆Ｄ　収録期間：2009年8月~

PDF調査報告書

（58,000円）

PDF調査報告書

（85,000円）

　　　58,000円

　　（税込63,800円）／件

　　　85,000円

　　（税込93,500円）／件

中国マーケティングデータ総覧

2010

中国マーケティングを実践するために役立つデータを、中国の政府機関等から公表され

ている統計データを中心に厳選・収録したデータ集です。

情報提供者：株式会社日本能率協会総合研究所 収録期間：『中国マーケティン

グデータ総覧2010』（2010年2月発行）

PDFレポート 400円（税込440円）／件

ダイヤモンド社ブックス

ダイヤモンド社が発行する知的財産関連情報を収録したミニブック「早わかりブックス」と、

金融・通信・エネルギーからプロスポーツまで、46業界を対象にランキングや豊富な図解

で解説する「世界業界マップ2011」を収録しています。

情報提供者：ダイヤモンド社

早わかりブックス

世界業界マップ

580円（税込638円）／件

300円（税込330円）／件

サービス産業要覧

対個人サービス業を主な対象業種として、一部の対事業所サービス業（広告業、警

備業、産業廃棄物処理業など）も調査対象に含め、業種別サービス業の市場動向や

参入事例を分析した、事業実態の把握を目的としたマーケティング情報です。今後の事

業推進方向性の検討、新規参入・提携先の探索などに資する基礎データとしてご利用

ください。

情報提供者：株式会社富士経済ネットワークス

PDFレポート

（2,000円）

PDFレポート

（3,000円）

　　　　2,000円

　　　（税込2,200円）／件

　　　　3,000円

　　　（税込3,300円）／件

テレビ番組放送データ

テレビ番組放送ログのデータベースです。関東キー6局と関西キー6局で放送された番組

内容の概要を記録したデータを提供しています。ニュース／報道特集／ワイドショー／リ

アリティー／ファイナンス／教養・趣味／旅・紀行のカテゴリに該当する2010年4月以降

のデータが検索可能です。

情報提供者：ワイヤーアクション株式会社 収録期間：2010年4月～（関西キー

局の放送データは2012年1月～）

記事見出し

記事本文

無料

100円（税込110円）／件

TBS生活者データ

ＴＢＳテレビをキー局とする全国28社のテレビ局(ＪＮＮ系列)が、毎年共同で行って

いる総合ライフスタイル調査（ＪＮＮデータバンク／総合嗜好調査／ＪＮＮデータバ

ンク ヤング調査）の調査結果を収録しています。

情報提供者：株式会社ジェーディーエス

収録期間：『ＪＮＮデータバンク』 2010版、2014版・『総合嗜好調査』2011版、

2015版・『ＪＮＮデータバンク　ヤング調査』2011版、2015版

調査項目

調査データ（エクセル

ファイル）

無料

800円（税込880円）／件

落札情報ナビ

株式会社データウェアが提供する落札情報のデータベースサービスです。発注機関、案

件名、落札者などから検索することが可能です。過去の事例案件の調査、競合他社の

動向分析や自社の強みを調べることができます。官公庁・自治体等の落札結果を一括

検索、入札時の参考価格の調査にもお使いいただけます。

情報提供者：株式会社データウェア　収録期間：2005年4月~

記事見出し

記事本文

10円　（税込11円）／件

200円（税込220円）／件

マーケティング情報

サービス概要 利用料金

各サービスの利用料金に準拠します。

マーケティング情報
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入札公告情報ナビ 株式会社データウェアが提供する掲示公告調達情報サービスです。データウェア社が独

自に収集した入札・公募の情報（掲示公告）を即日メール配信いたします。全国の

官公庁、地方自治体、独立行政法人での案件情報を収集し、その中から事前に登録

された指定条件にマッチする案件を抽出。お知らせメールにて毎日夕方に配信されま

す。 官公庁・自治体等の入札・公告情報を自動で入手、収集作業を大幅に軽減しま

す。

情報提供者：株式会社データウェア

 1都道府県

 2都道府県

 3都道府県

 4都道府県

 5都道府県

 

 6都道府県

 7都道府県

 8都道府県

 9都道府県

10都道府県

11都道府県

12都道府県

13都道府県

14都道府県

15都道府県

16都道府県

17都道府県

18都道府県

19都道府県

20都道府県

21都道府県

22都道府県

23都道府県

24都道府県

25都道府県

26都道府県

27都道府県

28都道府県

29都道府県

30都道府県

31都道府県

32都道府県

33～47都道府県

（全国）

　　　8,000円

　　（税込 8,800円）／月

　　　9,000円

　　（税込 9,900円）／月

　　10,000円

　　（税込11,000円）／月

　　11,000円

　　（税込12,100円）／月

　　12,000円

　　（税込13,200円）／月

　　13,000円

　　（税込14,300円）／月

　　14,000円

　　（税込15,400円）／月

　　15,000円

　　（税込16,500円）／月

　　16,000円

　　（税込17,600円）／月

　　17,000円

　　（税込18,700円）／月

　　18,000円

　　（税込19,800円）／月

　　19,000円

　　（税込20,900円）／月

　　20,000円

　　（税込22,000円）／月

　　21,000円

　　（税込23,100円）／月

　　22,000円

　　（税込24,200円）／月

　　23,000円

　　（税込25,300円）／月

　　24,000円

　　（税込26,400円）／月

　　25,000円

　　（税込27,500円）／月

　　26,000円

　　（税込28,600円）／月

　　27,000円

　　（税込29,700円）／月

　　28,000円

　　（税込30,800円）／月

　　29,000円

　　（税込31,900円）／月

　　30,000円

　　（税込33,000円）／月

　　31,000円

　　（税込34,100円）／月

　　32,000円

　　（税込35,200円）／月

　　33,000円

　　（税込36,300円）／月

　　34,000円

　　（税込37,400円）／月

　　35,000円

　　（税込38,500円）／月

　　36,000円

　　（税込39,600円）／月

　　37,000円

　　（税込40,700円）／月

　　38,000円

　　（税込41,800円）／月

　　39,000円

　　（税込42,900円）／月

　　40,000円

　　（税込44,000円）／月
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サービス名

ゼンリン住宅地図サービス

ご希望地域の住宅地図情報を、ブラウザ表示／ダウンロードから出力形式を選び、1

枚からリーズナブルに購入可能です。住所による検索はもちろん、駅名・公共施設名

等による検索や緯度経度による検索が可能です。

地図情報提供者：株式会社ゼンリンデータコム

ダウンロード：PDF

ダウンロード： PDF/複

製利用許諾証付き

ダウンロード：PNG

画面表示：標準サイズ

画面表示：面積2倍

画面表示：面積4倍

画面表示：標準サイズ

/建物詳細情報機能付

500円（税込550円）／件

700円（税込770円）／件

500円（税込550円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

200円（税込220円）／件

500円（税込550円）／件

サービス名

信用情報横断検索

信用情報横断検索は、G-Search が提供する信用情報サービス「東京商工リサーチ

信用情報」「東京経済信用情報」を一度にご利用いただくことができるサービスです。

各社が発表する信用情報の速報を提供し、キーワード、地域、期間による絞り込みも

可能です。

東京商工リサーチ信用情報

東京商工リサーチが発行している日刊紙「TSR情報」に掲載される企業の倒産情報

の速報を提供しています。 全国の倒産した企業のうち負債額が大きいもの、影響の

大きいものを収録しています。キーワード、地域、期間による絞り込みも可能です。

情報提供者：株式会社東京商工リサーチ　収録期間：最新60日分

速報記事一覧

記事本文

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

東京経済信用情報

東京経済発行の電子メール情報 e-News "ASNA" 及び「東経情報」掲載の情報

を提供しています。全国の倒産した企業のうち負債額が大きいもの、影響の大きいも

のを収録。また、倒産速報である短信、債権者リストも収録しています。キーワード、

地域、期間による絞り込みも可能です。

情報提供者：東京経済株式会社 収録期間：最新60日分（債権者リストは除

く）

速報記事一覧

記事本文

短信

債権者リスト

5円 （税込5.5円）／件

100円（税込110円）／件

50円　（税込55円）／件

800円（税込880円）／件

ダイヤモンド人事異動・

組織改革情報

上場、店頭企業を中心とした企業発表による人事異動速報を提供いたします。 企

業の組織改革がどのように行われたかの解説も収録。 今週の人事異動発生企業も

簡単にチェックすることができます。

情報提供者：ダイヤモンド社

会社一覧

人事異動情報

組織改革情報

無料

100円（税込110円）／50人

100円（税込110円）／50件

サービス概要 利用料金

サービス概要 利用料金

各サービスの利用料金に準拠します。

地図・不動産情報

メール・速報情報
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入札公告情報ナビ 株式会社データウェアが提供する掲示公告調達情報サービスです。データウェア社が

独自に収集した入札・公募の情報（掲示公告）を即日メール配信いたします。全国

の官公庁、地方自治体、独立行政法人での案件情報を収集し、その中から事前に

登録された指定条件にマッチする案件を抽出。お知らせメールにて毎日夕方に配信さ

れます。 官公庁・自治体等の入札・公告情報を自動で入手、収集作業を大幅に軽

減します。

情報提供者：株式会社データウェア

 1都道府県

 2都道府県

 3都道府県

 4都道府県

 5都道府県

 

 6都道府県

 7都道府県

 8都道府県

 9都道府県

10都道府県

11都道府県

12都道府県

13都道府県

14都道府県

15都道府県

16都道府県

17都道府県

18都道府県

19都道府県

20都道府県

21都道府県

22都道府県

23都道府県

24都道府県

25都道府県

26都道府県

27都道府県

28都道府県

29都道府県

30都道府県

31都道府県

32都道府県

33～47都道府県

（全国）

　　　8,000円

　　（税込 8,800円）／月

　　　9,000円

　　（税込 9,900円）／月

　　10,000円

　　（税込11,000円）／月

　　11,000円

　　（税込12,100円）／月

　　12,000円

　　（税込13,200円）／月

　　13,000円

　　（税込14,300円）／月

　　14,000円

　　（税込15,400円）／月

　　15,000円

　　（税込16,500円）／月

　　16,000円

　　（税込17,600円）／月

　　17,000円

　　（税込18,700円）／月

　　18,000円

　　（税込19,800円）／月

　　19,000円

　　（税込20,900円）／月

　　20,000円

　　（税込22,000円）／月

　　21,000円

　　（税込23,100円）／月

　　22,000円

　　（税込24,200円）／月

　　23,000円

　　（税込25,300円）／月

　　24,000円

　　（税込26,400円）／月

　　25,000円

　　（税込27,500円）／月

　　26,000円

　　（税込28,600円）／月

　　27,000円

　　（税込29,700円）／月

　　28,000円

　　（税込30,800円）／月

　　29,000円

　　（税込31,900円）／月

　　30,000円

　　（税込33,000円）／月

　　31,000円

　　（税込34,100円）／月

　　32,000円

　　（税込35,200円）／月

　　33,000円

　　（税込36,300円）／月

　　34,000円

　　（税込37,400円）／月

　　35,000円

　　（税込38,500円）／月

　　36,000円

　　（税込39,600円）／月

　　37,000円

　　（税込40,700円）／月

　　38,000円

　　（税込41,800円）／月

　　39,000円

　　（税込42,900円）／月

　　40,000円

　　（税込44,000円）／月
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サービス名

TKC法律情報データベース

[LEX DB]

明治8年の大審院判例から現在までの判例全文と関連情報をフルテキストで収録し

ています。 本サービスでは、民事法、民事特別法、公法、社会経済法、刑事法の全

てを網羅的に収録した「総合データベース」、 総合データベースのうち税務、知的財産

権、交通事故に関する判例及び、特許庁の公開している審決を個別に収録した 「個

別データベース」、昭和23年以降の税務判決および国税不服審判所裁決事例を平

易に要約した「要旨データベース」、 税務関係の事例について質問・解答形式で提供

する「Q&Aデータベース」を提供します。また、日本初の新着判例自動配信サービス

「ＬＥＸニュース・レター」により、お客様が事前に登録したキーワードに関係する新着

判例をメールおよびホームページ上で閲覧することができます。

情報提供者：株式会社TKC

判例情報書誌一覧

判例情報書誌情報

判例情報全文情報

判決一覧

判決全文

Q&A一覧

Q&A情報

要旨一覧

要旨情報

ニュースレター書誌情報

ニュースレター全文情報

20円　（税込22円）／件

400円（税込440円）／件

3,000円（税込3,300円）／件

80円　（税込88円）／件

100円（税込110円）／件

20円　（税込22円）／件

800円（税込880円）／件

20円　（税込22円）／件

400円（税込440円）／件

400円（税込440円）／件

3,000円（税込3,300円）／件

PatentSQUARE

近年、権利保護の目的に加え、技術戦略や商品戦略を優位に進めるために、特許

の有効活用が重要視されています。グローバルな視点で特許を戦略的に活用し、国

際企業競争力を強化するには、研究開発の現場を含めた全社規模での取り組みが

必要です。

「PatentSQUARE（パテントスクエア）」は、知財担当者をはじめ、調査ノウハウをも

たない現場の技術者でも、専門家に導かれるような特許調査環境をご提供します。

収録国は日本・米国・欧州・PCT・中国・DocDBです。お客様のニーズに合わせて、

四種類のサービスとしてご提供いたします。ご利用料金は安心の月額固定料金のた

め、どれだけご利用いただいても追加料金は発生しません。

※更新頻度：各国特許庁の更新頻度により異なる

プロデューサー：パナソニック　ソリューションテクノロジー株式会社

サービスＡ 初期費用

月額費用

サービスＢ 初期費用

月額費用

サービスＣ 初期費用

月額費用

サービスＤ 初期費用

月額費用

25,000円（税込27,500円）

25,000円（税込27,500円）

30,000円（税込33,000円）

30,000円（税込33,000円）

45,000円（税込49,500円）

45,000円（税込49,500円）

15,000円（税込16,500円）

15,000円（税込16,500円）

サービス概要 利用料金

法律・特許・技術情報
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提供形態

郵送

FAX送信

電子配信
配信される電子データは、保存することがで

きません。印刷してご利用ください。

サービス名 サービス概要

JDreamⅢ複写サービス

JDreamⅢ複写サービスは、学術文献の複写（コピー）をお取り寄せするサービスです。国内外のジャーナル、レポー

ト、会議録など約2万誌に収録される 幅広い分野の学術文献が対象となります。提供される文献は全て、著作権処

理されており、適正かつ安心してご利用いただくことができます。

サービス料金（1文献） 著作権料 送付・送信料金 オプション料金・備考

・和雑誌（1文献）

　1,500円（税込1,650円）～

・洋雑誌（1文献）

　2,900円（税込3,190円）～

著作権料金はサービス料金に含

まれます。
－

820円（税込902円）または

1,400円（税込1,540円）

※雑誌によって異なります。

雑誌によって異なります。
600円（税込660円）

（一括送付）

820円（税込902円）または

1,400円（税込1,540円）

※雑誌によって異なります。

雑誌によって異なります。
500円（税込550円）

（1文献）

・カラーコピー

　500円（税込550円）（1文献）

・分割送付

　600円（税込660円）（1送付）

－
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株式会社ジー・サーチ

ヘルプデスク

TEL :  03-3570-7505

FAX :  044-533-7533

URL :  https://db.g-search.or.jp/


