FIZ AutoDoc 文献複写サービス 料金表
2018 年 4 月 1 日現在

Ⅰ．出版社からの雑誌論文の直接提供（Direct delivery of journal articles by publishers）
即時
ダウンロード

PDF

出版社の規定によります
（著作権料込）

Ⅱ．各 Supplier からの雑誌論文の提供（Delivery of journal articles via FIZ AutoDoc suppliers）
※基本料金+著作権料+（Supplier 料金）が 1 件あたりの料金です．
**スーパーラッシュ（3 時間） は，日本向けには時間内に対応できない場合もございますので，ご了承の上ご利用ください．

基本料金

スタンダード
（48 時間以内）
ラッシュ
（24 時間以内）
**スーパーラッシュ
（3 時間以内）

PDF

\ 2,100/件

PDF

\ 3,000/件

PDF

\ 6,900/件

著作権料
Supplier 料金

文献によって異なります
BLDSC, CCC, RAPRA, Reprints Desk

\ 700/件

Ⅲ．オープンアクセスへのリンク（Link to Open Access sources）
Link-to-Web （ブラウザ閲覧）

\ 850/件

Ⅳ．各 Supplier からの特許文献の提供（Delivery of patent documents via FIZ AutoDoc suppliers）
※FIZ AutoDoc では，世界各国の特許文献のダウンロードが可能です．
※即時ダウンロードできないものは，Ⅵ.1 のマニュアル処理によりお手配します．
即時ダウンロード

PDF

\ 750/件

V．雑誌論文レンタル（Journal articles provided for rent by FIZ AutoDoc suppliers）
※30 日間何度でもブラウザで閲覧可能ですが，保存・印刷はできません．
※注文者のみ閲覧でき，他者に閲覧権限を譲渡することはできません．
Link-to-Web （ブラウザ閲覧）

\ 850/件

Ⅵ．その他のサービス（Other Services）
Ⅵ.1. マニュアル処理(Manual order processing)
※必要に応じて FIZ AutoDoc スタッフによるマニュアル対応をします．
マニュアル処理の場合，注文時に著作権料，特定 Supplier 料金はわかりません．
雑誌論文において著作権料が \5,000 を超えた場合，弊協会より手配継続の可否について問い合わせいたします．
書籍・会議録・レポート等は必ずマニュアル処理になります．
※[基本料金+マニュアル処理料+著作権料+（Supplier 料金）]または
[基本料金+マニュアル処理料+文献料]が1件あたりの料金です．

マニュアル
処理料

雑誌論文**

\ 2,000/件

特許文献

\ 2,000/件

書籍・会議録・レポート

\ 3,700/件

外部 Suppliers によるマニュアル処理***

\ 3,700/件

著作権料・文献料
外部 Suppliers によっても提供できなかった場合の手数料

出版社によって異なります
\ 2,200/件

**雑誌論文においては，手配にかかる作業量によっては複数回分課金される場合があります．
***外部 Supplier に手配をする場合は，事前に問い合わせいたします．

Ⅵ.2. 書籍の貸出(Book lending)
※TIB Hannover 所蔵の書籍であれば，貸出および返却の配送期間を含め，58 日間の貸出も可能です．
※[基本料金+マニュアル処理料（\ 3,700）]が 1 件あたりの料金です．
※貸出文献は期日までに国際郵便（書留）または国際宅急便で TIB Hannover にご返送ください．（送料もご負担ください）
Ⅵ.3. 英語への特許翻訳
※アジア圏言語特許を人手で英語に翻訳します．ページ単位の注文も可能です．標準の納期は 3 営業日．
翻訳される
言語

アラビア語 日本語

\ 12,000/頁

中国語 韓国語 タイ語 ベトナム語 ロシア語

\ 9,500/頁

Ⅵ.4. 著作権使用許諾代行サービス（Copyright permission orders） ※ご希望の場合はお問い合わせください
※すでに入手済みの文献に対して著作権の使用許諾を申請する場合．
※著作権料はすべてお見積りで，ＪＡＩＣＩ 代行注文扱いとなります．
※[著作権料+マニュアル処理料（\ 3,700）+代行手数料（\ 1,500）] が 1 オーダーあたりの料金です．
※見積もり後のキャンセルは手数料が発生します．
Ⅵ.5. eプリントオーダー(ePrint orders) ※ご希望の場合はお問い合わせください
※主にマーケティングや販売用資料，社内トレーニング等の利用目的の場合（目安として 25 部以上必要な場合）．
※著作権料はすべてお見積りで，ＪＡＩＣＩ 代行注文扱いとなります．
※[著作権料+マニュアル処理料（\ 8,700）+代行手数料（\ 1,500）]が 1 オーダーあたりの料金です．
※見積もり後のキャンセルは手数料が発生しません．

Ⅶ．当協会へご注文の場合（代行注文）
※上記Ⅰ. ～ Ⅵ.3. 料金に加え，代行手数料 \ 1,500/件が加算されます．
なお，ご注文の文献が提供できない場合も代行手数料はいただきます．

【料金例】
● 雑誌論文を Delivery format 【PDF】, speed 【スタンダード】 を指定し注文，
著作権料が ¥ 3,000 の場合
¥ 2,100 + ¥ 3,000 =

¥ 5,100

● 雑誌論文を Delivery format 【PDF】, speed 【スタンダード】 を指定し注文，
著作権料が ¥ 3,000，Reprints Desk から提供の場合
¥ 2,100 + ¥ 3,000 + ¥ 700 =

¥ 5,800

● 雑誌論文を Delivery format 【PDF】, speed 【スタンダード】 を
マニュアル処理で注文，著作権料が ¥ 3,000 の場合
¥ 2,100 + ¥ 2,000 + ¥ 3,000 =

¥ 7,100

表示価格はすべて税抜き価格です．消費税は別途かかります．

お問い合わせ先
化学情報協会 情報事業部 カスタマーグループ
文献複写担当 Email： autodoc-dds@jaici.or.jp
TEL: 0120-151-462
FAX: 03-5978-4090
https://www.jaici.or.jp/DDS/dds.htm

