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OUP のオンライン製品における利用促進ガイド 
 

 
オックスフォード大学出版局(OUP)のオンライン製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

OUP では、ご導入いただきましたオンライン製品をより広く、そして効果的にご活用いただくため

に、様々な利用促進ツールやリソースを無償で提供しています。 
 

OUP オンライン製品の利用率の維持、向上に向けて、まずは次の事項をご確認ください！  
 
 

利用率の維持・向上のためのチェック事項 

利用促進のための確認事項 OUP が提供するリソース＆サービス 詳細

 OUP オンライン製品の利用促進に役立つ便
利なツールやリソースをウェブ上で簡単に入
手できるのをご存知ですか？  

ウェブ上で Librarian Resource Center(LRC)
にアクセスすれば、利用促進に役立ツールやリ
ソースをまとめて入手することが可能です。 

P2 

 エンドユーザーは、機関内で利用可能な OUP
のオンライン製品を知っていますか？  

LRC より、機関内広報にお使いいただける
OUP 製品のカタログやポスター等を入手可能
です。 

P3 

 エンドユーザーは、図書館のサイトから簡単に
OUP のオンライン製品を見つけられますか? 

ウェブ上に埋め込み可能なロゴやバナー、検索
ウィジェットを簡単に入手いただけます！  

P3 

 MARC レコードをライブラリーカタログにダウ
ンロードしていますか？  

最新の MARC レコードを無償で提供していま
す。 

P3 

 エンドユーザーは、商品の内容を理解できて
いますか？ 

OUP の各オンライン製品の簡易プレゼンテー
ションを入手いただけます。 

P4 

 エンドユーザーは、利用方法や効果的な検索
方法を知っていますか？ 

OUP のトレーナーによる利用講習をご利用い
ただけます。 

P4 

 利用率の変化を定期的に確認しています
か？ 

オンライン上で、簡単に利用統計を入手いただ
けます。 

P4 

 OUP のオンライン・リソースを横断検索するこ
とが可能なことをご存知ですか?  

新・ディスカバリー・ツール Oxford Index を使え
ば、OUP オンライン・リソースを一括検索するこ
とが可能です。Oxford Index は無料でご利用い
ただけます。 

P4 

 製品のアップデート情報を入手していますか? 各製品のニュースレターの登録や、RSS フィー
ドで、タイムリーに最新ニュースを入手していた
だけます。 

P5 

 OUP Japan の E-Newsletter に登録していま
すか？   

OUP Japan では、オンライン製品のアップデー
ト情報を日本語で配信しています! (季刊) 

P5 
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Librarian Resource Center (LRC)  

 
Librarian Resource Center(LRC)では、図書館員向けサービスとして、図書館のご担当者様が

機関内で OUP のオンライン製品（e-Book、レファレンス等）をご案内頂く際に役立つ、幅広い広報

用リソースやツールを提供しています。  

 
www.oup.com/online/japanese/lrc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Librarian Resource Center では、以下のアイテムを簡単に入手することが可能です！ 

 
■ 機関内広報用資料  
■ ロゴ、バナー、検索ボックス  
■ MARC レコード  
 

 
■ 商品プレゼンテーション 
■ トレーニング情報 
■ 利用統計 等 
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OUP のオンライン製品がご利用いただけることを、機関内でご案内いただくために大切なこと。 
 
オンライン・リソースの利用率の向上には、より多くのエンドユーザーが自分が使えるリソースには
どのようなものがあるのかを知ることが重要です。ポスターや、ウェブバナー、検索ウィジェット等
を利用して、利用可能な OUP オンライン・リソースを掲示板、機関内ホームページ等で是非、ご案
内ください。 必要なリソースは、Librarian Resource Center（LRC）から入手いただけます。 
 

Librarian Resource Center (LRC): www.oup.com/online/japanese/lrc 
 

● 宣伝（広報）用資料/ユーザーガイド ● 

各製品のポスターや、カタログ/チラシ、ポストカード、しおり等の PDF データを提供しています。プ

リント版をご希望の場合は、オンライン上のフォームから注文いただけば、無料で送付いたしま

す。また、商品によっては、ユーザーガイドも入手いただけます。 

 

● ロゴ・検索ボックス等 ● 

機関内のウェブサイト上に埋め込み可能な製品のロゴやバナー、検索ウィジェットをご利用くださ

い。エンドユーザーによる導入製品へのアクセシビリティーを高めるのに役立ちます。 

 

 

● MARC レコード ● 

MARC レコードを、モジュールごとに図書館のライブラリーカタログにダウンロードしていただくこと

で、OUP のコンテンツのディスカバラビリティーを高めることが可能です。 
 
 
 
 

 

For Visibility 

For Accessibility 

For Discoverability 
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OUP のオンライン製品の内容や、利用方法、利用率の変化を知る上で大切なこと。  
 
利用率の維持・向上には、エンド・ユーザーが利用可能な製品を知るとともに、その製品の中身や、
利用方法を知ることが重要です。利用促進や利用統計の入手に役立つ情報は、Librarian 
Resource Center（LRC）から入手いただけます。  

Librarian Resource Center (LRC): www.oup.com/online/japanese/lrc 
 

● リソースの概容 ● 

LRC では、各オンライン・リソースの簡易プレゼンテーション（デモ）をご覧いただけるリンクを提供

しています。 

 

● 利用講習 ●  

OUP オンライン・リソースのご導入機関は、専属のトレーナーによる

利用講習を受講することが可能です。オンライン講習の他、オン・サ

イトでの実習をご希望の場合は、弊社営業担当までご相談ください。

sales.japan@oup.com 
各製品ごとのページで提供しているオンライン・ガイド等も是非ご活

用ください！ 
 

● 利用統計 ● 

LRC で、利用率の入手方法をご確認いただけます。定期的に利用統計を入手の上、利用率の低
下が見られた場合や、利用促進活動をご計画の場合は、『利用率の維持・促進に向けた確認事
項』（P1）をご確認ください。また、システム等の不具合により利用率が正確に反映されていない
場合がございますので、実際の利用と利用率に齟齬がある場合は弊社まで至急ご連絡ください。
 
 
OUP の新ディスカバリー・ツール（無償提供）をご活用ください！  

Oxford Index Free discovery from Oxford University Press 
OUPが2012年春よりお届けするOxford Indexは、1つの
入り口からOUPのオンライン学術リソースを横断検索し、
効率的に結果を入手いただける新ディスカバリー・ツール
です。学術リサーチにおけるディスカバラビリティー向上
の一助として、無償で提供します。 
 

http://oxfordindex.oup.com 
KEY FEATURES 
 OUPが発行する様々なタイプのオンライン学術リソース（ジャーナル、e-Book、レファレンス等）へ

のシングルアクセスポイントとしてご活用いただけます。  
 1クリックでOUPの学術リソース（例えば辞書に記載の定義やジャーナル記事、学術論文等）を一

括検索し、様々なリソースタイプの結果をスムーズに入手できます。  
 特定のトピックに関する概容や補足リソースへのリンクを提供するオーバービューページは、信頼

のおけるOUPのコンテンツを効率的にリサーチする上での足がかりとなります。 
 

For Understanding 

For Usability  

For Usage  

For Discoverability 
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OUP 製品の進化を知る上で必要なこと。 
 
OUP のオンライン・リソースは、日々進化しています。製品をご導入後も、アップデート情報を入手
いただくことで、製品の価値が高まっていることをご確認いただくことが可能です。各製品のアップ
デート情報や、OUP 日本支社が配信する eNewsletter に是非ご登録ください。 
 

● 製品アップデート情報 ● 

各製品毎に What’s new 、email アラート、RSS フィード、Blog、Twitter 等で最新情報を発信して

います（提供フォーマットは製品によって異なります）。各製品のページより、必要なアップデート情

報の配信をご登録ください。追加コンテンツや、検索機能の向上等、日々進化する OUP オンライ

ン製品の情報をタイムリーに知っていただくことが可能です。 

エンドユーザーに、製品の最新情報を提供することで、製品を利用することへの興味や好奇心に

つなげることが可能です。 
 

  

 

 

 

 

 

 

    

● OUP eNewsletter (日本語) ●  

OUP 日本支社では、オンライン・リソース（ジャーナル、e-BOOK、レファレンス）に関する各製品

のアップデート情報や、キャンペーン情報等をまとめて日本語で配信しています(季刊)。 

下記の方法で、メールでお申込の上、機関内での広報活動にお役立てください。  
 
送信先：marketing.japan@oup.com 

【メールの件名】：OUP e-newsletter 配信希望 

【本文】：配信先メールアドレス、ご担当者名、ご所属機関名 

～ご登録、お待ちしております！～ 

デート情報や、OUP 日本支社が配信する eNewsletter に是非ご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stay informed  

Stay informed  
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お問い合わせ先は下記まで 

オックスフォード大学出版局株式会社 
東京都港区芝 4-17-5 田町プレイス 3F 

Tel: 03-5444-5858   Fax: 03-3454-2929  Email:sales.japan@oup.com 

 


