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■　はじめに■　はじめに

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度は、「図書貸出システム」ご構築プランに関し、ご提案の機会を賜りまし

たことを併せて御礼申し上げます。

つきましては、本ご提案システムをご検討いただき、ご採用の栄を賜りますよう

宜しくお願い申し上げます。

敬具



■　図書貸出システムの概要■　図書貸出システムの概要

準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

環境・利用者・資料・分類・住所・所属登録

年度末業務・データの保守

資料の登録・変更・削除、各一覧表表示

利用者登録・変更・削除、各一覧表表示

貸出・返却・予約処理、資料・利用者検索、他

分類・世代・時間・月別統計表、日報処理、他

図書システム図書システム



■　図書貸出システムの概要　（準備業務）■　図書貸出システムの概要　（準備業務）

管理者用パスワードを設定することで使用の制限を

　　　　することが出来ます。

練習機能で十分に操作の練習が出来ます。

住所を登録しておくと、利用者登録の際に、郵便番号

　　　　入力で住所の自動表示が出来ます。

個人情報の非表示設定が可能なので、プライバシーが

　　　　保護されます。

準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

図書システム図書システム 環境・利用者区分・
資料区分・分類・住
所・所属登録

業務環境の
設定



■　図書貸出システムの概要　（窓口業務）■　図書貸出システムの概要　（窓口業務）

キーボード入力・バーコード入力のどちらにも対応し

　　　　ます。

コードの入力だけで業務が行えます。

貸出/返却の切替が、ボタン一つで行えます。
バーコードでの読取りで、連続した処理が可能です。

個人情報を非表示にしたまま業務が行えるので、プラ

　　　　イバシーが保護されます。
簡単操作で生徒にも利用可能です。

貸出・返却・予約処
理、利用者追加登録、
資料・利用者検索、
利用者カードの印刷準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

図書システム図書システム

利用者カード
の印刷

データの
読み取り



■　図書貸出システムの概要　（資料管理業務）■　図書貸出システムの概要　（資料管理業務）

キーボード・バーコード入力のどちらにも対応します。

資料コードのバーコードを印刷します。

独自の資料区分を設定できます。

登録時に自動的に読み仮名が登録されるのでカナ

　　　　文字での検索が可能です。

各区分から資料の検索を行え、用途に合わせた一覧

　　　　表を表示・出力します。

操作ごとに必ず確認メッセージが出るので、操作ミス

　　　　を減らせます。

資料の登録・変更・
削除、各一覧表表示

準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

図書システム図書システム

データの
読み取り

各種帳票
出力



■　図書貸出システムの概要　（利用者管理業務）■　図書貸出システムの概要　（利用者管理業務）

利用者コードのバーコードを印刷します。

独自の利用者区分を設定できます。

利用者登録での生年月日の入力は西暦・和暦どち

　　　　らでも可能です。

各区分からの利用者検索を行い用途に合わせた一

　　　　覧表を表示・出力します。

操作ごとに必ず確認メッセージが出るので、操作ミス

　　　　を減らせます。

未返却資料の督促状は、はがき用・封書用から選べ

　　　　ます。

利用者登録・変更・
削除、各一覧表表示

準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

図書システム図書システム

利用者検索
各種帳票出力



■　図書貸出システムの概要（統計業務）■　図書貸出システムの概要（統計業務）

分類別・世代別・時
間別・月別統計表、
貸出順位一覧表、日
報処理

貸出・返却・予約ごとに日報一覧表を出力します。

必要に応じて分類別・世代別などの各統計表の一覧

　　　　を作成します。

資料別・利用者別に貸出順位と貸出記録の一覧表を

　　　　作成します。

統計表の指定によって分析方法が異なります。

※　出力は環境登録で表の出力を設定した場合のみ。

※　統計データ集計を行うと日報印刷ができなくなります。

準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

図書システム図書システム

日報・各統計
データの出力



■　図書貸出システムの概要（その他業務）■　図書貸出システムの概要（その他業務）

データの退避・復元はFD・HD・MOやネットワーク等
　　　　の媒体を指定できます。

対象者指定をして学年の繰り上げが可能です。

処理日付を基準に累積データの切り落としが可能です。

資料情報・利用者情報のテキストデータをシステムの

　　　　データに変換して取り込むことが可能です。

データベースファイルの修復と最適化処理を行えます。

年度末業務、外部デー
タ取込、データの保
守

準備業務準備業務

資料管理資料管理

利用者管理利用者管理

統計業務統計業務

その他その他

窓口業務窓口業務

図書システム図書システム

任意の
記憶媒体

ＭＯＦＤ

データの
退避・復元

外部データの
取り込み



■　図書貸出システム動作環境　〈図解〉■　図書貸出システム動作環境　〈図解〉

周辺機器について周辺機器について

【その他必要に応じて】

バーコードリーダ
MOドライブ
UPS（無停電電源装置）
インクジェットプリンタ

動作環境動作環境動作環境

【本体推奨】
お使いのOSが推奨する環境以上
解像度 800＊600 以上

【必要容量】

プログラムドライブ：10MB

【その他】

A4サイズ以上印刷可能な
レーザープリンタ

【動作確認OS】
Windows95（OSR2以上）
Windows 98 / 98SE
Windows XP Home / Professional
Windows NT WorkStation（ ServicePack 6a）
Windows2000 Professional



■　図書貸出システム主な販売導入実績　■　図書貸出システム主な販売導入実績　

図書貸出システム
¥302,400(税込)

※カスタマイズサービス等、承っております。

他、多数のお客様より
図書貸出システムを

ご利用いただいております。上越教育大学付属小学校　様

佐賀大学付属小学校　様

済生会滋賀県病院　様
滋賀県済生看護専門学校　様



■　図書貸出システム保守サポート体制〈図解〉■　図書貸出システム保守サポート体制〈図解〉

遠距離だとトラブル発生時の

対応に心配だ。というお客様

には、オンラインリモート保

守がおすすめです。

お客様お客様

通常保守通常保守

㈱スノーランド㈱スノーランド

オンライン上にて
トラブルの対応を
致します。

ト
ラ
ブ
ル
発
生

TEL・FAX・メールや、
直接お客様の所に伺う
等の、トラブルの対応
を致します。

年間保守料 ¥31,500(税込)

オンライン
リモート保守

オンライン
リモート保守

※　リモート保守にかかる費用
は別途お客様負担となります。

障害と思われるトラ
ブルの現象を、詳し
くご連絡下さい。



図書貸出システム 機能一覧
業務名 処理名称 内容
準備業務 環境登録 図書館名称、住所、電話番号等

資料及び利用者ﾊﾞｰｺｰﾄﾞの桁数、ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ有無
貸出日数、貸出冊数、累積有無、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護設定、管理者パスワードの登録

利用者区分登録 利用資格（個人、団体など）の名称、利用区分ごとの貸出冊数指定
資料区分登録 ユーザー任意の資料統計単位区分の名称登録。（例：一般書、児童書、郷土資料、参考図書等）
分類登録 ＮＤＣ１０００分類の登録
住所登録 よく使用する地域の郵便番号及び住所の登録

利用者登録の際、郵便番号入力で住所を自動表示する。
所属登録 地域、部署、学年及びクラスなど大分類２桁、小分類３桁の登録ができます

窓口業務 貸出 利用者ｺｰﾄﾞと資料ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを連続して読みとり、連続貸出を行う。
利用者ﾁｪｯｸ（貸出冊数、予約）、資料ﾁｪｯｸ（貸出禁止、除籍）
設定により、貸出伝票の発行
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護（氏名、資料名表示・非表示設定）
利用者ｶｰﾄﾞ忘れ対応→利用者検索
利用者への伝言通知
返却処理へのﾜﾝﾀｯﾁ切り替え
貸出日、返却予定日の変更

返却 資料ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを連続して読みとり、返却処理を行う。
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護（氏名、資料名表示・非表示設定）
貸出処理へのﾜﾝﾀｯﾁ切り替え

予約 利用者ｺｰﾄﾞと資料ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを連続して読みとり、予約を行う。
利用者検索、資料検索機能

予約解除 予約日付、資料番号、利用者番号等の条件で解除対象予約データを一覧表示し、手動で解除を行う。
資料検索 資料ｺｰﾄﾞで、詳細情報、現在の貸出状態を表示する。

資料検索項目：資料名、資料名ﾖﾐ、著者名、著者名ﾖﾐ、出版者、出版者ﾖﾐ、件名ﾖﾐ、他
利用者登録（追加のみ） 利用者の新規登録

ｺｰﾄﾞ、名称必須入力
住所、電話番号、所属、利用者区分、保護者等

利用者ｶｰﾄﾞ印刷 利用者ｶｰﾄﾞの印刷を行う。
出力順：所属＋氏名ﾖﾐ、所属＋登録番号、所属＋管理番号、氏名ﾖﾐ、登録番号、管理番号など
登録済みｶｰﾄﾞの印刷の場合
　登録日、登録番号範囲、所属、利用者区分、性別、氏名ﾖﾐ等の指定
未登録ｶｰﾄﾞの場合
　番号範囲、番号加算値等

資料管理業務 資料登録 資料（図書、視聴覚資料、雑誌など）の書誌項目や管理項目の登録及び変更。
他資料参照表示、資料検索機能
ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ、名称１必須
他＝名称２～３（副題、シリーズ等）、巻の名前、著者、件名、内容
ISBN番号等、分類、価格、大きさ、ページ数
貸出禁止区分、資料区分、受入日、受入価格、除籍日など

資料一覧表 以下それぞれについて一覧印刷を行う。
条件：日付範囲、登録番号範囲、資料区分、資料ﾖﾐ、著者ﾖﾐ、件名ﾖﾐ、出版者ﾖﾐ、分類、他
出力順：日付、資料ﾖﾐ、著者ﾖﾐ、分類、登録番号、件名ﾖﾐ等



業務名 処理名称 内容
　・登録資料一覧表 登録資料の基本項目の一覧表

条件：日付＝受入日
内容：ｺｰﾄﾞ、分類、資料名、巻次、著者名、出版者、出版年、受入日、受入価格、禁帯出、状態、備考等

　・新着案内 新着資料の案内用一覧表
条件：日付＝受入日、除籍資料は対象外
内容：ｺｰﾄﾞ、分類、資料名、著者名、出版者、受入日、資料区分

　・除籍資料一覧表 除籍資料の基本項目の一覧表
条件：日付＝除籍日、除籍区分がゼロ以外のもの
内容：除籍日、理由、資料名、著者名、出版者、登録ｺｰﾄﾞ、分類、受入価格、備考

　・貸出資料一覧表 貸出中資料の基本項目の一覧表
条件：日付＝返却予定日
内容：返却予定日、予約有無、資料名、著者名、出版者、登録ｺｰﾄﾞ、分類、貸出日、利用者ｺｰﾄﾞ

　・不明資料一覧表 最終蔵書点検日範囲指定による一覧表
条件：日付＝最終蔵書点検日
内容：最終蔵書点検日、予約有無、資料名、著者名、出版者、ｺｰﾄﾞ、分類、状態、備考

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ印刷 資料ｺｰﾄﾞまたは利用者ｺｰﾄﾞのﾊﾞｰｺｰﾄﾞを印刷する。
条件：登録済みｺｰﾄﾞ、未登録ｺｰﾄﾞ、指定なし
　　　ｺｰﾄﾞ範囲、加算値、１ページ印刷項目数等

分類別所蔵内訳表 主題分野別（１０分類）の所蔵数の増加、減少、現在値
資料区分別の所蔵数の増加、減少、現在値
条件：受入日範囲、資料区分
内容：開始値、受入区分別増加、除籍、現在値、ひとりあたり資料数等

※※蔵書点検 全資料の資料ｺｰﾄﾞをﾊﾞｰｺｰﾄﾞｽｷｬﾝし、本体の資料ﾃﾞｰﾀと比較する。
本体にあり、実物があった所蔵の最終蔵書点検日をｾｯﾄ

除籍資料削除 除籍資料の所蔵ﾃﾞｰﾀを完全に削除する。貸出中の資料は対象外
利用者管理 利用者登録 利用者情報の登録、変更、削除（ただし、貸出中は削除不可）

ｺｰﾄﾞ、名称必須入力
住所、電話番号、所属、利用者区分、保護者等、他利用者参照表示、利用者検索機能

利用者一覧表 登録利用者の一覧表を出力
条件：利用者番号範囲、所属範囲、登録日範囲
内容：登録番号、性別、氏名、生年月日、住所、電話番号、所属、管理番号、登録日、保護者、備考

利用者構成表 所属別の男女、世代別の人数を一覧出力する
未返却者一覧表 未返却資料及び利用者の情報を一覧出力する

条件：返却予定日範囲、所属等
内容：氏名、利用者番号、保護者、電話番号、資料番号、資料名、貸出日、返却予定日

予約連絡表 予約資料及び予約者の情報を一覧出力する
条件：予約日範囲、利用者指定、資料指定等
内容：氏名、利用者番号、連絡先（電話）、資料名、著者、出版者
利用可能日、予約日等

督促状 未返却資料への督促通知を出力する
・はがき＝利用者住所、氏名等の宛名
　　　　　資料登録番号と返却予定日等
・封書＝利用者住所、氏名等の宛名
　　　　　資料登録番号、書名と返却予定日等



業務名 処理名称 内容
統計業務 日報 貸出、返却、予約別の利用一覧表

条件：処理日範囲
内容：資料番号、資料名、分類、利用者番号、利用者名、日付等

統計データ集計 統計表用のデータを集計し、日報データのクリアを行う。
統計表
　・分類別貸出統計 主題分類（ＮＤＣ１０分類）別、所属別の貸出数の集計表

条件：処理日範囲、資料区分、利用者区分、所属
　・世代別貸出統計
　　　所属別 世代別所属別の貸出数の集計
　　　資料区分別 世代別資料区分別の貸出数の集計
　　　分類別 世代別分類別の貸出数の集計

条件：処理日範囲、資料区分、利用者区分、所属
　・時間別統計
　　　資料区分別 時間別資料区分別の貸出数の集計
　　　分類別 時間別分類別の貸出数の集計
　　　世代別 時間別世代別の利用者数の集計

条件：処理日範囲、資料区分、利用者区分、所属
　・月別統計
　　　所属別 月別所属別の貸出数集計、及びひとりあたり貸出数
　　　資料区分別 月別資料区分別の貸出数集計、及び一冊あたり回転率
　　　分類別（分野） 月別分類別の貸出数集計、及び一冊あたり回転率
　　　分類別（1000分類）月別分類別の貸出数集計、及び一冊あたり回転率
貸出順位一覧表 資料や利用者について貸出数の多い順に一覧出力

最大出力件数指定
条件：貸出日範囲、資料区分、分野、世代、性別、所属、利用者区分
※環境設定で順位表をﾁｪｯｸした場合のみ

貸出記録 資料や利用者について、貸出履歴を出力する。
条件：貸出日範囲、資料区分、分野、所属、利用者区分、利用者番号、資料番号
※環境設定で履歴をﾁｪｯｸした場合のみ

※※移動図書 貸出／返却データ取込 移動端末の貸出／返却データを本体データに取込む
ｺｰﾄﾞｴﾗｰ、状態ｴﾗｰ（貸出／返却の矛盾等）一覧出力

移動端末処理 ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ桁数、貸出規則（貸出冊数制限、貸出期間等）
　　　基本設定 貸出：利用者ｺｰﾄﾞ読込、資料ｺｰﾄﾞ連続読込
　　　貸出／返却 返却：資料ｺｰﾄﾞを連続して読み込む

年度末業務 データ整理 履歴ﾃﾞｰﾀ、貸出実績ﾃﾞｰﾀ等の切り落とし
条件：処理日等

学年アップ 所属部門（学年）について、利用者情報を更新する。対象外者の選択あり
外部ﾃﾞｰﾀ取込 資料データ取込 カンマ区切りデータの取り込み

利用者データ取込 カンマ区切りデータの取り込み
データ保守 データの退避 退避先の指定画面あり。フロッピーやハードディスク等

データの復元 復元元の指定画面あり。

※※開発中




