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製品 対象分野 主な利用目的 主な収録内容 契約形態 

電子ジャーナル 
科学・技術・
医学 

最新技術、新規性・速報
情報の確認 

研究論文、レター、 

レビュー 

年間、買切り、
プリペイド 

電子ブック 
科学・技術・
医学 

確立された技術の確認 

モノグラフ、 

レファレンス、 

シリーズ、プロトコル 

年間、買切り、
プリペイド 

シュプリンガー・ 
プロトコルズ 

生物・医学 実験手順の再現・検証 
Methods in 

Molecular Biology 
年間固定料金 

シュプリンガー・ 
マテリアルズ 

材料科学 
新素材開発、 

実験データ検証 

ランドルト・ 
ベルンシュタイン 

年間固定料金 

AdisInsight 薬学 
開発医薬品調査、臨床
試験、副作用情報 

R&D Insight, Clinical 

Trials Insight, 

Pharmacovigilance 

Insight 

年間固定料金 

企業様向け電子コンテンツ一覧  

60日間の無料トライアルが可能です！ 



契約形態：電子ジャーナル＆電子ブック 

パッケージ購読 

 ①Springer for R&D 業種別コレクション  年間購読 

 ②JPLAコンソーシアム 年間購読 

 ③シュプリンガー・プリペイド 
前払い 

 ＇125 / 250 / 500 /1,000論文)  

タイトル別 

ジャーナル購読 

 ①冊子体＋購読年無料電子版 年間購読 

 ②電子版オンリー 年間購読 

 ③冊子体＋1997年以降電子版 年間購読 

バックファイル 

買切り 

 シュプリンガー・ジャーナル・アーカイブ＇タイトル別（ 
 「カスタムチョイス」 ※創刊号～1996年 

買切り 

電子ブック購入 
 分野＆刊行年単位パッケージ 

 ＇2005年以降刊行分（ 
買切り 



◆コンテンツアクセス範囲◆ 

• 15業種からコレクションを選択 

•電子ジャーナル：1997年＇電子化されているもの（～最新号 

•電子ブック：2005年～最新 ※新刊は随時閲覧可能 

 

Springer for R&D 業種別コレクション ご契約条件① 

【15業種コレクション】 
・Automotive                     ・Finance Business and Banking 

・Aerospace                      ・IT & Software 

・Biotechnology                  ・ Law 

・Chemical Manufacturing             ・Materials & Steel 

・Consumer Packaged Goods           ・ Oil, Gas and Geosciences 

・Electronics                      ・Pharma 

・Energy, Utilities & Environment               ・Telecommunications 

・Engineering 



◆ご契約◆ 

• 契約期間：1年間＇1月～12月 もしくは 4月～3月（ 

• 料金体系：同一機関の総研究者数 (FTR: Full Time Researchers)により設定 

• ライセンス合意書：お客様とSpringer本社との間で英文合意書＇サイト情報を含む（の取り交わし 

 

◆アーカイブ権◆ 

• なし： アクセスオンリー 

  購読期間中のみ、フルテキストへのアクセスを提供します。  

  購読キャンセル後、アクセスは切断されます。 

 

◆トライアル◆ 

• 2ヶ月間の無料トライアルが可能です。  

 

◆その他◆ 

• 同時アクセス数：無制限 

• 利用統計取得：可能＇COUNTER準拠（ 

• ILL＇図書館相互貸借（：不可 

 

 

Springer for R&D 業種別コレクション ご契約条件② 



• 対象文献：Springer for R&D上で提供さ
れている全ての文献(一部例外あり) 

• アクセス方法： 

 ①IPアドレス認証  

 ②リモートアクセスID/PW認証 

• 利用統計：毎月提供 

• 残数アラートサービス：残り文献数が
30％に達した時点でメールアラート送信 

• 追加購入：随時可能 

• 有効期限：2年間 

 

 

 

  シュプリンガー・プリペイドとは・・・ 

非購読文献アクセスへの最適ツール！ 



LNCS (Lecture Notes in Computer Science) へのアクセス 

 シュプリンガー・プリペイド：ご利用メリット① 

情報科学の研究と開発に関する 

最新で最高水準の情報！ 
 

•シリーズ創設： 1973年 

•年間出版点数： 630点以上 

•現在刊行数： 8,400点以上 

 ＇2014年4月現在（ 

 

暗号／データ構造／ネットワーク／ソフ
トウェア／データマイニング／人口知能
など、情報科学全般をカバー 



プロトコル（生物・医学分野の実験レシピ）へのアクセス 

• ブックシリーズ (by Humana Press) 

 Methods in Molecular Biology 

Editor: Dr. John M. Walker 

 Methods in Molecular Medicine 

 Methods in Biotechnology 

 Methods in Pharmacology and 
Toxicology 

NeuroMethods 

 

•ジャーナル 

Molecular Biotechnology 

Biological Procedures Online  

• ハンドブックス 

 The Protein Protocols Handbook 

 Molecular Biomethods Handbook 

 
全てのプロトコルがピアレビュー済み 

 シュプリンガー・プリペイド：ご利用メリット② 



業界のキーコンテンツ 

 シュプリンガー・プリペイド：ご利用メリット③ 

製薬、バイオテクノロジー 

• Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 

• Pharmaceutical Research 

• Diabetologia 

• Methods in Molecular Biology 

• Drug Discovery and Evaluation: 
Methods in Clinical 
Pharmacology 

• Clinical Trial Simulation 

• Drugs 
 

 

自動車 

• Metallurgical and Materials 
Transactions A 

• Fatigue of Structures and 
Materials 

化学 

• Theoretical and Applied Genetics 

• Journal of Materials Science 

• VDI heat atlas 

• Handbook of Visual Display 
Technology 

など多数 
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【IPアドレス認証の場合】 

パッケージ 
＇ダウンロード数（ 

販売価格 論文単価 

125論文 €2,500 €20 

250論文 €4,500 €18 

500論文 €8,000 €16 

1,000論文 €14,000 €14 

シュプリンガー・プリペイド 2014年価格① 
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【ID/パスワード認証の場合】 

パッケージ 
＇ダウンロード数（ 

販売価格 

 
論文単価 

125論文 €3,125 €25 

250論文 €5,250 €21 

500論文 €8,500 €17 

1,000論文 €15,000 €15 

シュプリンガー・プリペイド 2014年価格② 
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Springer Materialsとは、「材料」・ 「物質」
とその材料・物質の「物性データ」を確認す

ることが出来るデータベースです 

Springer Materials とは何か？ 
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主な収録物性値（Properties） 

上記以外にも、3,000以上の物性値を 

SpringerMaterialsではご確認頂けます! 

Springer Materials とは何か？ 
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例えば、このようなテーマが収載されております・・・ 

1. 有機半導体 
2. 非金属 
3. 非金属固体の拡散（伝導性フィルム、電池材料） 
4. 熱力学 
5. 高分子の物性情報 
6. 有機物の屈折率 
7. 粉末冶金（硬質金属コーティング） 
8. 分子定数とNMRデータ 

 

Springer Materials とは何か？ 


