
JDreamⅢ複写サービス
ご利用手順
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1.JDreamⅢ複写サービスとは？

JDreamⅢ収録文献の整理番号や記事番号、資料番号と書誌情報より、原文献の複写がオンライン
でご注文いただける複写サービスです。JDreamⅢの回答表示画面からもご利用いただけます。
株式会社サンメディアとの連携により、国内外約2万誌の学術文献の複写がご利用いただけます。提供さ
れる文献は、株式会社サンメディアを通じて、著作権管理団体または著作権者に対して、複写使用料が
処理されるため、適正かつ安心してご利用いただくことができます。
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・弊社よりお送りしている管理者IDまたは、ID管理機能「IDマネージャー」より発行
できる利用者IDにてログインいただけます。

・ログイン後にご利用IDを切り替える場合、お手数ですが、開いているブラウザを全て
閉じた上で、再度複写トップページにアクセスしてください。

https://jdream3.com/copy/

・複写をお申込みいただく場合、JSTの整理番号または記事番号、もしくは資料番号
と書誌情報のいずれかが必要となりますので、あらかじめご用意ください。

・管理者IDは複写サービス以外に、G-Searchデータベースの全てのサービスがご利用
いただけるIDです。複写サービスのみにご利用を制限されたい場合は、
「IDマネージャー」にて利用者ID発行の上、利用サービス設定にて制御してください。

ID／パスワードを入力してログイン

https://jdream3.com/copy/
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2.納品方法とご利用料金

納品方法は郵送/FAX/電子配信の3種類の納品方法がお選びいただけます。

提供形態 納期目
安

サービス料金
（1文献） 著作権料 送付

料金
オプション
料金・他

郵送 4営業日
以内

820円または1,400円

※料金は雑誌によって異なりま
す。

雑誌によって
異なります。

一括送付
600円

①カラーコピー
1文献 500円

②分割送付
1送付 600円

FAX送信 2営業日
以内

820円または1,400円

※料金は雑誌によって異なりま
す。

雑誌によって
異なります。

1文献
500円

ー

電子配信
※対象文
献のみ

1時間～
72時間
以内

①和雑誌：1,500円～
②洋雑誌：2,900円～

※料金は雑誌によって異なりま
す。

著作権料は
サービス料
金に含まれ
ます。

ー

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。

・著作権料は、雑誌によって文献毎またはページ毎に設定されています。

・電子配信の対象は、出版社の許諾が取れている約2,600誌(国内・海外合わせ
て)です。必ずファイルを印刷してご利用ください。配信される電子データにはDRM
（Digital Right Management）)措置が施されていますので、ファイルの保存を
することはできません（文献閲覧・印刷はブラウザ表示した1回限り ）。

・納期目安は16時までにいただいたご注文が対象となります。
（電子配信については、17時までが当日受付となります）

・郵送での納品の場合、一部地域については別途料金を申し受ける場合があります。



3.複写を注文する（複写申込画面から）
①複写申込画面

②文献の整理番号／記事番号／資料番号＋書誌情報
のいずれかをご入力ください。

③カラーコピー等の
オプションを選択してください。

④納品先情報をご入力ください。
ご入力いただいたメールアドレス宛に
申込受付メールをお送りいたします。

⑤申込確認画面に進みます。

※「電子配信で受け取る」にチェックされた場合、次の申込確認画面で電子データの提供可否が表示
されます。

※複数の文献をお申込みいただく場合、「分割発送」にチェックがない場合、全ての文献のご用意がで
き次第の発送となります。

※資料番号でお申込みいただく場合、書誌情報の入力が必要となりますので、正確にご入力をお願
いいたします。
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①郵送/FAXの指定と
必要なオプションを
ご指定ください。



②申込確認画面

①書誌情報が表示されますので、申込文献に間違いが
ないかご確認ください。

②納品方法と概算料金を
ご確認ください。

③納品方法毎の件数が表示されます。
※電子配信を選択された場合、電子データで納品可能な件数が表示されます。

④納品先のご住所／宛先に間違いがないかご確認ください。

※申込者名／メモは任意入力となります。ご入力いただいた情報は、納品伝票および履歴照会時に
表示されます。

※表示される料金は概算金額となります。文献発送時に料金が確定いたします。

⑤ご注意事項に同意の上、お申込みを
確定してください。
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③申込完了画面

※納品先でご入力いただいたメールアドレスに受付メールが配信されます。
１０分以内にメールが届かない場合、受付未完了または、ご入力いただいたメールアドレスに
誤りがあった可能性があるため、弊社ヘルプデスクまでお問合せください。

※１週間経過しても、納品物の送付、あるいは複写不可の連絡が無い場合は、大変お手数ですが、
「注文番号」をご確認の上、弊社ヘルプデスクまでお問い合せください。
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4.複写を注文する（JDreamⅢの回答結果から）
①JDreamⅢ回答表示画面

①「JDreamⅢ複写可能」と
表示されている文献がご注文
いただけます。

↓複写できない場合の表示

②複写申込の対象文献
にチェックしてください。

③文献のチェックを確認の上、
「JDreamⅢ複写申込」ボタンを
クリックしてください。
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②複写申込画面

①選択した文献の整理番号があらかじめ入力された状態で
表示されます。

②納品方法、オプション有無を選択の
上、お申込みください。
以降は、５ページ記載の複写申込と
同様となります。
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5.注文履歴を確認する

※管理者IDでログインした場合、全利用者IDの履歴がご覧いただけます。
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履歴照会【注文中】画面

①複写サービスログイン後の画面右上「履歴照会」よりご確認いただけます。

履歴照会【納品済み】画面 「納品済み」の文献は
確定料金が表示されます。

利用者IDと履歴対象期間を指定して
検索ボタンをクリックしてください。

「注文中」または「納品済み」を
選択してください。



6.よくあるご質問

質問 回答

01
JDreamⅢ複写サービスの申込みで郵送の場
合選択できる 「一括送付」「分割送付」とはな
んですか？

複写注文は１回（検索→複写という１動作内）につき最大20件まで可能
です。「郵送」については送付方法につき、一括／分割を指定できます（１回
の注文動作で「送付先」を１つ指定可能です）。
「一括送付」は、全ての文献がそろってから一括して発送いたします。「分割送
付」は手配できたものから順次発送いたします（分割送付の場合、送付料金
は発送回数分かかります）。

02 JDreamⅢ複写サービスの電子配信には、デー
タの利用制限がありますか？

はい。あります。必ずファイルを印刷してご利用ください。配信される電子データに
はDRM（Digital Right Management）)措置が施されていますので、ファ
イルの保存をすることはできません（文献閲覧・印刷はブラウザ表示した1回限
り ）。

03 JDreamⅢ複写サービスの海外文献の著作権
料金は不課税になりますか？

不課税となります。請求書上は、「データベース利用料金（海外文献著作権
料不課税分）」と別費目での記載となります。

04
JDreamⅢ複写サービスについて複写ができな
いことはありますか？

ごく稀に発生します。抄録作成中且つJST資料館でしか収集していない文献
（会議録など）。複写できない（返却）など。この場合、サンメディアからお客
様にその旨のご連絡をさせていただきます。

05 JDreamⅢ複写サービスの料金が確定するの
はいつですか？

注文時点では概算料金となります。ページ単位の著作権料金、分割発送は、
サンメディアから出荷された時点で確定します。

06 JDreamⅢ複写サービスの対象文献は、JST
複写と同じですか？

JST複写をすべてカバーはしておりません。著作権処理が対応できる国内外の
約2万誌が対象となります（JST複写の約70%をカバーしています）。

07 JDreamⅢ複写サービスの複写文献は、ジー・
サーチから発送されるのですか？

弊社パートナーの株式会社サンメディアにより、手配・発送されます。（お客様
の納品先情報をサンメディアに提供させていただきます。）

08
JDreamⅢの検索用IDを別途契約しているが、
回答結果から複写申込を行う場合は、今回取
得したIDを使用したい。

別途弊社ヘルプデスクまでお問合せください。JDreamⅢの検索用IDの複写
連係を解除させていただきます。
（JDreamⅢ検索料金と複写サービスのご請求書を別とすることができます）

09 JDreamⅢの検索用IDを別途契約しているが、
検索と複写の請求書を分けたい。

JDreamⅢ検索用IDとは別に、複写用IDを取得いただく必要ございます。ま
た、JDreamⅢ検索用IDの複写連携を解除する必要があるので、別途、弊
社ヘルプデスクまでお問合せください。

10 複写申込した料金はいつオンライン利用履歴に
反映されますか？

最終的な料金は文献発送時に確定いたします。文献発送日の20時頃に、利
用履歴の納品済みに反映されます。

11 請求書発送のタイミングは？ 毎月末締めで、翌月５営業日前後にご請求書を発送いたします。

12 管理者IDでも複写申込はできますか？ 管理者IDまたは、管理者機能である「IDマネージャー」上から発行する利用者
IDどちらでも複写をお申込みいただけます。

13 G-Searchデータベースサービスとは何ですか？

今回お送りしたIDは、複写サービスのご利用以外に、G-Searchデータベース
サービスもご利用いただけます。過去に発行された新聞記事や企業／人物プロ
フィール／特許情報など、様々なビジネスコンテンツがオンラインでご検索いただ
けます。
複写サービス以外のご利用を制限されたい場合は、管理者機能である「IDマ
ネージャー」上の”利用サービス設定”より、利用可能サービスを選択してください。
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お問い合わせ

サービスのご利用についてご不明な点などありましたら、下記まで電話・メールでお問い合わせください。

＜お願い＞
できるだけ迅速かつ正確な回答を期すため、お問い合わせの際はユーザIDまたは顧客番号（請求書・ご
利用控えに記載）をご用意ください。
メールの場合には、お名前・ご連絡先等も併せてお書き添えください。

接続や検索に関するお問い合わせの際は、具体的なサービス名・エラーメッセージ・エラーになるまでの操
作などの詳細を併せてお知らせください。

また、よくあるご質問と回答を掲載した下記URL「よくあるご質問」もご覧ください。

https://jdream3.com/question/copy.html

■JDreamⅢ複写サービスのお問合せ先

TEL : 03-3570-7505
E-mail : gsh-jd-help@cs.jp.fujitsu.com

※お名前、ご連絡先をご記入ください。
※会員の方はユーザIDまたは顧客番号もご記入ください。
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