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コマンド

CAplus/CA ファイル ～ 索引の検索には
適切な演算子を利用しよう ～ ····· 夏号 p.8

 知っていると便利！ － テキスト中の数値検索機能
知っていると便利！
－ テキスト中の数値検索機能 ·····春号 p.16

 CHEMLIST ファイル
欧州の REACH 登録準備は CHEMLIST ファイルで
································ 春号 p.20
既存化学物質リストの
データ更新，バーモント州

アラート

有害物質リストの収録 ············ 夏号 p.14
韓国の化評法の既存化学物質

 CAplus ファイル
アラートで物質関連情報のモニタリング
································夏号 p.10
 REGISTRY ファイル
アラートで物質関連情報のモニタリング
································夏号 p.10

リスト情報の収録開始 ············ 秋号 p.17
 CNFULL ファイル
全文テキストの品質改善 ············ 夏号 p.14
 COMPENDEX ファイル
STN 新プラットフォーム 工学系データベース
(INSPEC，COMPENDEX) ············· 冬号 p.10
 DWPIM ファイル
リリース (STN 新プラットフォーム限定)

ファイル情報
 BIBLIODATA ファイル
サービス終了 ······················冬号 p.20
 CAplus ファイル
特許調査を効率化する新サービス
「PatentPak」 が STN から使えるように
なりました！！ ··················春号 p.2
新規フィールド，リンク，表示形式の追加
································春号 p.24
新サービスリリース ················春号 p.28
アラートで物質関連情報のモニタリング
································夏号 p.10
 CAplus/CA ファイル
デンマークとモルドバの特許収録を強化，
PI フィールドの表示位置の変更 ···冬号 p.20
CAS ロール「BOC」「BPR」
「PNU」削除
································春号 p.25

································ 冬号 p.21
 EMBASE ファイル
機能性表示食品の届け出に！ STN 文献検索
································ 冬号 p.18
 EMBASE/EMBAL ファイル
EMTREE 語のオンラインシソーラス更新
·········· 冬号 p.21, 春号 p.25, 秋号 p.17
 FRFULL ファイル
全文テキストの品質改善 ············ 夏号 p.15
 FSTA ファイル
機能性表示食品の届け出に！ STN 文献検索
································ 冬号 p.18
 IMSPATENTS ファイル
サービス中止のお知らせ ············ 秋号 p.18
 IMSRESEARCH ファイル
適応症の統制語の変更 ·············· 秋号 p.18
 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
インドの特許種別の変更 ············ 冬号 p.22
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チュニジア特許の収録開始，
カナダ特許の種別変更，収録対象
特許種別の拡大 ·················· 夏号 p.15
中国の特実同日出願をファミリーに，
南アフリカ特許の種別コード変更 ·· 秋号 p.19
 INSPEC ファイル
STN 新プラットフォーム 工学系データベース
(INSPEC，COMPENDEX) ············· 冬号 p.10
 LBIBLIO ファイル
サービス終了 ······················ 冬号 p.21
 MARPAT ファイル
Prophetic 物質の収録について ······ 春号 p.26
 MEDLINE ファイル
機能性表示食品の届け出に！ STN 文献検索
································ 冬号 p.18
MeSH 改訂に伴う索引付与の一時停止
································ 冬号 p.21
リロード·························· 春号 p.26
 ReaxysFile ファイル
使ってみよう！STN 新プラットフォーム
ReaxysFile ····················· 夏号 p.6
 REGISTRY ファイル
構造作図テクニック ～ G グループ ·· 冬号 p.15
アラートで物質関連情報のモニタリング
································ 夏号 p.10
REGISTRY ファイル
～ IDS をご存知ですか？ ～ ······ 秋号 p.10
 TOXCENTER ファイル
MEDLINE セグメントのリロード ······ 春号 p.27
 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル

アラートで物質関連情報のモニタリング
································ 夏号 p.10
 CAplus/CA ファイル
デンマークとモルドバの特許収録を強化，
PI フィールドの表示位置の変更 ··· 冬号 p.20
CAS ロール「BOC」「BPR」
「PNU」削除
································ 春号 p.25
 CNFULL ファイル
全文テキストの品質改善 ············ 夏号 p.14
 DWPIM ファイル
リリース (STN 新プラットフォーム限定)
································ 冬号 p.21
 FRFULL ファイル
全文テキストの品質改善 ············ 夏号 p.15
 IMSPATENTS ファイル
サービス中止のお知らせ ············ 秋号 p.18
 INPADOCDB/INPAFAMDB ファイル
インドの特許種別の変更 ············ 冬号 p.22
チュニジア特許の収録開始，
カナダ特許の種別変更，収録対象
特許種別の拡大 ·················· 夏号 p.15
中国の特実同日出願をファミリーに，
南アフリカ特許の種別コード変更 ·· 秋号 p.19
 MARPAT ファイル
Prophetic 物質の収録について ······ 春号 p.26
 REGISTRY ファイル
アラートで物質関連情報のモニタリング
································ 夏号 p.10
 WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイル
マニュアルコード改訂 (2016 年版) ·· 春号 p.27

マニュアルコード改訂 (2016 年版) ·· 春号 p.27

STN Express
特許検索
 CAplus ファイル
特許調査を効率化する新サービス
「PatentPak」 が STN から使えるように
なりました！！ ·················· 春号 p.2
新規フィールド，リンク，表示形式の追加
································ 春号 p.24
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STN Express Version 8.6 リリース
································ 春号 p.29
サポートファイルの更新 ············ 夏号 p.16
STN と SciFinder の連携 ··········· 秋号 p.12

STN AnaVist
EPFULL，PCTFULL ファイルの
解析対象期間の変更 ··············秋号 p.21

新サービスリリース ················ 春号 p.28
CAplus ファイルをよく使う方に朗報です！
PATENTPAK ······················· 夏号 p.22
検索結果と特許明細書を繋ぐ ········ 秋号 p.27

STN 新プラットフォーム

JAICI ホームページ

初登場！ 新マルクーシュ構造データベース

ホームページの資料掲載のお知らせ

(DWPIM) ·························冬号 p.4

····················· 冬号 p.23, 春号 p.30

工学系データベース (INSPEC，COMPENDEX)

夏号 p.17, 秋号 p.22

································冬号 p.10
DWPIM ファイルリリース
(STN 新プラットフォーム限定) ····冬号 p.21
簡単で網羅的な同義語収集！ ········春号 p.6

その他

～ 化学物質に関する文献検索 ～ ····春号 p.11

新年に寄せて ······················ 冬号 p.2

Create Term List 機能を使いこなそう！

STN e-ラーニング ·················· 春号 p.35

································夏号 p.2

STN 定期講習会変更のお知らせ ······ 夏号 p.21

使ってみよう！ ReaxysFile ·······夏号 p.6

STN 定額契約特典のご案内 ·········· 夏号 p.24

Excel 形式で回答をエクスポートしよう！

CAS 新製品セミナー ················ 春号 p.36

································秋号 p.2
～ DWPI ファイルを使った物質特許調査 ～
································秋号 p.6

STN ユーザーミーティング ·········· 春号 p.36
STN インターネットセミナー
····················· 冬号 p.24, 春号 p.33

機能強化 ··············· 春号 p.28, 秋号 p.20

夏号 p.19, 秋号 p.25
STN 新プラットフォーム講習会 (実習付)
································ 冬号 p.28

FIZ AutoDoc

STN 講習会スケジュール ············ 秋号 p.28
STN 講習会············· 冬号 p.22, 春号 p.29

即時ダウンロードの対象拡大，機能強化
································春号 p.29

夏号 p.16, 秋号 p.21
各ファイル記事の補足情報

FIZ AutoDoc で原報複写 Vol.5 ·····春号 p.32

····················· 冬号 p.22, 春号 p.28

料金改定 ··························夏号 p.16

夏号 p.16, 秋号 p.20

FIZ AutoDocで 原報複写 Vol.6 ·····秋号 p.23

スタッフ紹介 ··········· 春号 p.31, 夏号 p.18

オープンアクセスジャーナルへの
リンクサービス ··················秋号 p.21

秋号 p.24
ひとこと広場 ··········· 冬号 p.25, 春号 p.34
夏号 p.20, 秋号 p.26

PatentPak
明細書のチェックをスピードアップ！
ワンクリックで明細書を入手！ ····冬号 p.26
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