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Maruzen eBook Library 
サービスのご案内 

 
丸善雄松堂株式会社 

学術情報ソリューション事業部     
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Maruzen eBook Libraryとは？ 

使い方①～書籍をさがす～ 

使い方②～書籍をよむ～ 

■目次 

使い方③～研究につかう～ 

よくあるご質問 
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■Maruzen eBook Libraryとは？ 

丸善雄松堂が独自に開発運営する、 

オリジナルの図書館向け電子書籍配信サービスです。 

学術分野の専門書や教養書、学術雑誌を取り揃え、 

多くの機関でご利用いただいております。 

 

＊機関向けサービスのため、 

 個人では契約いただけません。 

 

■ Maruzen eBook Library     
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■Maruzen eBook Libraryとは？ 

■ どんな書籍があるの？    
Maruzen eBook Libraryには、 

和書の専門書・研究書・レファレンス・学術雑誌バックナン
バーの他に、多読用リーダー、ＰＣ 教材・ＩＴ資格、就活
支援本などの学生用図書も多数搭載されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２２０出版社 

  約45,400タイトル！ 

コンテンツ数 分野別構成比率 国内最大級の 

学術電子書籍
サイト!! 

人文 

社会 

60% 
理工 

17% 

医学 

23% 
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■使い方①～書籍をさがす～ 

書名、著者名、 
キーワードから 
検索できます 

 

https://elib.maruzen.co.jp/ 
このURLにアクセスして、トップページを開きます。 

＊図書館のHPからもアクセスできます。 

すべての書籍の 
うち新着10点が 
ジャンルごとに 
表示されます 

検索窓 
から 

一 覧 
から 

購読契約 
タイトル一覧 
ご利用いただける 
書籍一覧を表示します。 

 
 
 
 
 
すべての 
タイトルからさがす  
未契約の書籍も 
含めて、 掲載されている 
すべての書籍から検索します。 
 
購読契約している書籍から 
さがす 
契約している書籍に絞って 
検索します。 
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■使い方①～書籍をさがす～ 
 

検索結果が一覧で表示されます。 

     ボタンを押して、書籍の閲覧ページを開いてください。 
 

＊「閲覧」ボタンのない書籍は契約されておりません。 

＊「閲覧待ち」は他の方が閲覧中です。しばらく後にご利用ください。 

 

 

このボタンから 
閲覧します 

閲覧画面へ 
「閲覧」ボタンをクリックすると 
閲覧画面が開きます。 
 

書誌情報のページへ 
書籍の詳細情報ページが 
開きます。 
 

 
 
 
 
   絞り込み  
出版年、 
出版社／提供元、 
ジャンルで検索結果を 

絞り込みます。 
 
 
 
 
 

条件を 
追加 
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■使い方②～書籍をよむ～ 

ページを拡大・ 
縮小します 
＊ページの縦幅と 
横幅に合せた 
ズームも可能！ 

見開き表示に 
切り替えます クリックすると 

ページを 
めくります 
＊「←」「→」キー 
でもページ移動が 
できます。 

            は閲覧を終えるときに 
              クリックしてください。 

シリーズボタン 
シリーズ本はシリーズ本横断検索 
ページを開きます。 
 

目次 
閲覧している書籍の目次をクリック 
すると、該当のページが開きます。 

目次を「閉じる」 
目次を隠して画面いっぱいに書籍を 
表示します。 
「見開き」ボタンと合わせてご利用 
ください。 
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■使い方②～書籍をよむ～ 

■ 単語検索 

本文内検索 

検索窓で本文検索 

検索窓の下に、検索結果が表示
されます。 

クリックすると、該当の本文
ページが開きます。 
 
and検索 

単語と単語の間に「スペース」
を入れるとand検索を 

行います。 

＊検索窓には、最大で3単語ま
で入力できます。 
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■使い方②～書籍をよむ～ 

■ 単語検索 

シリーズ内横断検索 

 

①シリーズ本の閲覧画面を開き、 

右上の「表示」をクリックしてください。 

②表示されたリンクをクリックします。 

③セット本の専用ページが開きます。 

このページの検索窓にキーワードを 

入れると、シリーズ本の横断検索が 

できます。 
＊検索した言葉が含まれる巻の初出ページを 

 一覧表示します。 

＊検索窓には、最大で5単語まで入力できます。 

 

読みたいシリーズは見つかったけれどどの巻を読もうか・・・ 

そんな時にご活用ください。 

① 

③ 

② 
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■使い方③～研究につかう～ 

■ レポート、論文作成に 

共有・エクスポート 

「共有」ボタン 

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLを表示します。 

「エクスポート」ボタン 

Refer／BiBIX形式、BibTeX形式で書
誌情報を出力します。 
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■使い方③～研究につかう～ 

■ レポート、論文作成に 

メールでの情報共有 

・次回の授業までに学生へ事前学習させる書籍を提示 
・学生間でもメール、SNSなどで容易に情報ソースの共有可能 

共有：閲覧している書籍の書名と書籍詳細ページ、 
対象ページへのURLをメール送信することが出来ます 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://socialmediaexperience.jp
http://button.topsy.com/retweet?nick=ayumifukaya&url=http://socialmediaexperience.jp&title=Social Media Experience
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■使い方③～研究につかう～ 

保存/印刷 

「印刷／保存」ボタン 

PDF形式で本文をダウンロードして、 

印刷ができます。 

＊著作権保護のための制限があります 

 

■ レポート、論文作成に 
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■使い方③～研究につかう～ 

ページをダウンロードすると、 
「書名_年月日_時間.pdf 」という 
ファイル名で保存されます。 
 
ダウンロードしたPDFファイルから、 
本文のコピーや印刷ができます。 

 

 

保存/印刷 

 

＊著作権保護のための制限があります＊ 

 

・ダウンロードは1回の閲覧につき60ページまでです。 

・ダウンロードしたページには、注記と“すかし”が入っています。  

・本文テキストのコピーは、ダウンロードしたファイルから 

 ご利用ください。 

 

 

 

 
 
 
 

透かし 

注記 
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■よくあるご質問 

Q どのようなPC環境で利用できますか? 

A 以下のOS、ブラウザで動作確認をしています。 
 ・Windows 7/8（IE 8、IE 9、IE 10、IE11、Firefox 21.X、Chrome 27.X） 

 ・MacOS 10.8（Safari 6.X） 

 ・Adobe Reader（ダウンロードしたPDF形式のファイル閲覧用） 

  ＊一部のタブレット端末からも利用できます。 iOS 6以上、 Adobe Readerがインストールされているものに限ります。 

Q 印刷・保存したファイルの利用範囲を知りたいです。 

A 著作権法に則った個人利用の範囲内でご利用ください。 

Q 出張先、自宅など所属機関の外から電子書籍に  

  アクセスできますか？ 

A 電子書籍の検索機能はどこからでもご利用いただけます。 
   電子書籍本文の閲覧は、VPN経由でご利用ください。 

   MeL専用リモートアクセス機能もご提供しています。 

Q 「閲覧待ち」と表示されます。なぜですか？ 

A 他の方が閲覧しています。 
    同時アクセス数を越えておりますので、しばらく後にご利用ください。  
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■お問合せ窓口 

 ご質問や照会は、担当営業もしくは 

        eBook Library 担当まで。 

丸善雄松堂株式会社 eBook Library担当 

 お電話でのお問合せ 

Tel:03-6367-6008 

9:00～17:30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

 電子メールでのお問合せ 

e-mail：ebook-i@maruzen.co.jp 

 住所 

〒105-0022 東京都港区海岸1-19-18 国際浜松町ビル 


