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■ 台湾の新聞約 10紙のオンライン・インデックス   

■ 主要紙については紙面も閲覧可能(別途契約が必要です) 
 

 

台湾新聞智慧網 
Taiwan News Smart Web 
 

新聞記事索引データ収録 

年間購読料   お問い合わせください 
○ 同時アクセス数：無制限 ○ 認証方式： IP認証 ○FTEは問いません 
 

台湾の主要新聞約 10 紙について、見出し約 1,860 万件と一部の新聞については 100

語までのアブストラクトを収録。毎日 2,000 件以上の索引が追加されます。詳細な

検索機能によって、あらゆる情報へ簡単にアクセスできます。紙名・日付を指定し

た閲覧や、詳細な検索機能（主題別、キーワード、日付、紙名、著者名等）により、

台湾内外の出来事を的確にとらえることを可能にします。 

 

◇ 別売の画像データと組み合わせれば、紙面も閲覧することが 

できます。 ⇒裏面をご覧下さい。 
 

【収録紙および収録範囲】 

新聞名 Title in English Index Coverage Abstract 

聯合報* United Daily News 1951-presnt 2001++ 

聯合晚報 United Evening News 1988-present 2001++ 

経済日報* Economic Daily News 1967-present 2001++ 

民生報 Min Sheng Daily 1978-2006/11/30 2001++ 

中国時報* China Times 1991-present 2004/12++ 

工商時報 The Commercial Times 1996-present 2004/12++ 

中央日報* Central Daily News 1996-2006/05/31  

中華日報 Chinese Daily News 2004-present  

人間福報 Merit Times Daily News 2000-2009/12/31  

自由時報 The Libertytimes 2003-present  

蘋果日報 Apple Daily 2006/12-present  

星報 Star News 2001-2006/10/31  
 

*聯合報、経済日報、中国時報、中央日報については紙面画像(別売)がございます。 
**中国時報：1950-1990 年、中央日報 1928-1995 年の索引は別売です。 
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●表示価格は概算参考価格(税抜)です。概算参考価格にはライセンス料と手数料が含まれます。消費税に関しましては税制の改正に則った内容で対

応させて頂きます。掲載製品はリバースチャージ対象製品です。 

●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承の程お願い申し上げます。 

●正式なお見積もりは、別途ご用命ください。 

 

◆無料トライアル受付中。最終頁をご参照ください。 
 
 

オンライン版 

1ヶ月間 

無料トライアル 

受付中！ 

Online NEWS  from  

 



 

オンライン版 台湾の新聞 

―「台湾新聞智慧網」の画像データとしてご利用頂けます― 
 

◆ 聯合報（United Daily News）オンライン版 
民國 40~97 年 (1951, Sept.-2008)  

年代 コンテンツ料（税抜） 

民國 40-70年 (1951,Sept.-1981) お問い合わせください 

民國 71-84年 (1982-1995) お問い合わせください 

民國 85-97年 (1996-2008) お問い合わせください 
 
1951 年 9 月 25 日創刊。客観的、独立的な立場に基づく報道を旨としており、広く読者に支持されている、台湾

の主要紙。 
 

◆中國時報（China Times）オンライン版 
民國 39-97 年(1950-2008) 1991～臺灣新聞智慧網対応 

年代 コンテンツ料（税抜） 

民國 39-79年 (1950-1990) * お問い合わせください 

民國 80-84年 (1991-1995) お問い合わせください 

民國 85-88年 (1996-1999) お問い合わせください  

民國 89-97年 (2000-2008) お問い合わせください 

Index (1950-1990) * お問い合わせください  
 

1950 年創刊。「聯合報」と並ぶ台湾の主要紙。* 1950-1990 年の索引は、「台湾新聞智慧網」とは別売です。 
 

◆中央日報（Central Daily News）オンライン版 
民國 17-95, May (1928~2006, May) 1996～臺灣新聞智慧網対応 

年代 コンテンツ料（税抜） 

民國 17-38年 (1928-1949) * お問い合わせください 

民國 38-54年 (1949-1965) * お問い合わせください 

民國 55-64年 (1966-1975) * お問い合わせください 

民國 65-74年 (1976-1985) * お問い合わせください 

民國 75-84年 (1986-1995) * お問い合わせください 

民國 85-95,May (1996-2006, May) お問い合わせください 

Index (1928-1995) * お問い合わせください 
 

1928 年上海にて創刊し、幾度か移転したのち、1949 年台湾に移転。中央日報は中国国民党政府の公式機関紙と

して長い歴史を持ち、世界で最も古い中国語の新聞でもある。2006 年 5 月をもって終刊。* 1928-1995 年の索

引は、「台湾新聞智慧網」とは別売です。 
 

◆經濟日報（Economic Daily News）オンライン版 
民國 56-97 年(1967~2008)  

年代 コンテンツ料（税抜） 

民國 56-70年 (1967-1981) お問い合わせください 

民國 71-84年 (1982-1995) お問い合わせください 

民國 85-97年 (1996-2008) お問い合わせください 
 
1967 年 4 月 20 日刊行の経済・ビジネス紙。台湾と世界の経済・金融情報に力を入れており、商業、業界分析、

証券・債権市場、等についての情報を掲載している。 

 
上記は、「台湾新聞智慧網」ご購読機関向けのオプション品です。画像データのみですので、ご利用には「台湾新聞智慧網」

の購読が必要です。コンテンツ料は、初回のみかかります。 

 
◆ 記載の価格は必要に応じて都度お見積り致します。FTEは問いません。 

◆ 参考価格は、為替変動に応じて定期的に見直します。また版元の定価改定による価格変更がございます。 

本データベースの利用規約・価格体系は出版元の規定に基づきます。 
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オンラインデータベース 

無料トライアル申込用紙 

下記にもれなくご記入のうえ、FAX 03-6367-6188 までお送り下さい。 

ふりがな 

氏 名 
 

Name 

 

所属・肩書  

E-mail  

電 話  

トライアルタ

イトル 
 

IPアドレス＊1  

利用開始日＊2  

連絡事項  

◆トライアル期間は１カ月間です。 

◆E-mail でのお申し込みの場合は、上記と同様の事項を本文にご記載の上、kenkyushien@maruzen.co.jp までご送信下さい。 

◆トライアルのお申し込みは、原則として大学・研究機関の専任教員・職員に限定させていただきます。 

 学生・大学院生の方は、図書館員・担当教員を通じてご依頼下さい。 

＊１：図書館からのお申し込みの場合のみご記入下さい。 

＊２：ご希望があればお書き下さい。お申し込みから設定まで４〜５日間かかる場合がございますのでご了承下さい。 
 

◆個人情報のお取り扱いについて： 

ご記入いただいた個人情報は、お申し込みトライアルの設定、ならびに弊社よりの商品・催事のご案内に際してのみ使用いたしま

す。弊社の個人情報保護方針につきましては、弊社ウェブサイトをご覧下さい。 

今後の案内が不要の方は印をおつけ下さい： □商品の案内は不要  □催事の案内は不要 
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姓 名 

※お名前のアルファベット表記を必ずご記入下さい 


