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小さな医学雑誌所蔵目録（coimo） マニュアル 
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小さな医学雑誌所蔵目録（愛称 coimo）は、2018 年度末で終了した KITOcat をもとに作成した雑誌総

合目録兼文献相互貸借ツールである。 

このマニュアル以外に、相互貸借にはいくつものルールやマナーがある。これらについては、配布済み資料

「KITOcatを利用した相互貸借の手引き」をよく読んで行うこと。 
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Ⅰ． ログイン・ログアウト・トップページ・各部名称・coimoでのＩＬＬ手順図 

1. ログイン・ログアウト 

https://coimo.hosplib.info/  

ログイン  ＩＤは機関コード、パスワードは個別に配布。 

わからない場合は各ネットワークの目録担当者に確認する。 

ログアウト ページ左下のログオフ、または、ブラウザを終了する。 

 

「ツアーを開始」は利用方法の概略を紹介する(初回のみ)、詳しい使い方は右上の「ヘルプ・使い方」を参照 

２． トップページ～各部名称 

 

 

１） ILL受付スイッチ 

ILL 受付の可・不可を切り替えることができる。このスイッチは「機関

情報修正」ページの“ILL フラグ”と連動する。ILL を受け入れる体制

3）ステータスメニュー 4）メイン画面 

１）ILL受付スイッチ 
2）coimoマーク 
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にない場合「休止中」にするとよい。機関情報修正ページで「制限有」を選んだ場合は表示されない。 

 

２）coimoマーク 

画面左上の coimoマークをクリックするとログイン直後の画面を表示する。 

 

3） ステータスメニュー（左側） 

coimo上の機能選択画面であり「検索」「ILLレコード管理」「登録情報管理」「データダウンロード」「ログオ

フ」がある。ILLレコードとは、coimoで作成された ILLデータのことである。 

（１）検索には「雑誌検索」と「機関検索」がある。 

雑誌検索：Ⅱで紹介する。 

機関検索：coimo全参加機関を対象に、機関名、機関名略称、機関コードのいずれかを使って検索する。 

（２）ILLレコード管理 

ILLの受付および依頼における自機関の作業状況がわかる。 

各項目の右（数字）はそのステータスにある件数をあらわしており、このステータスは相手館と連絡を取り

合って戻すことができる。 

（３）データダウンロード 

  ILLデータ、所蔵データ、参加機関一覧がある。詳細はデータダウンロードページを参照。 

（４）ログオフ 

  coimoからログアウトするとき使用する。ただし、ブラウザを閉じるだけでもよいため、メニュー内の他

の項目と比較して最下部に配置した。 

 

4） メイン画面（右側） 

ステータスメニューで選択した内容が表示される。 

ログイン直後は「受付レコード」ページを表示する。 

各項目の左端の数字は「ILLコード」といい coimo上の ILLレコード管理番号である。 

ILLコードをクリックすると詳細・操作画面が表示される。 
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５）ILLコード詳細・操作画面 

ILLレコード「発送中」を例にページを分割して紹介する。 

 

（１）依頼館・受付館の情報欄 

依頼館情報と受付館情報を掲載。機関名をクリックすると詳細画面が表示される。 

 

 

（2）書誌情報欄 

書誌情報や ILL依頼事項が載る。 
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（3）料金関連欄 

料金欄は 1件一行で表わす。 

単価と数量、送料を入れると小計や合計金額が自動計算されるが、直接入力もできる。 

用紙サイズやカラー/モノクロで価格が異なる場合は直接入力を行うとよい。 

料金内訳は依頼館へ送付する送付状左側に複写単価などが記載されるので参照できる。 

 

例 2：モノクロコピー1枚 50円を 4枚 

 

例 2：モノクロコピー1枚 50円を 4枚、カラーコピー1枚 100円を 2枚 
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（4）コメント欄とステータスを進めるボタン欄 

中央青角丸ボタンはステータスを進めるボタンで、左側は補助操作、右側は戻るボタンを配置する。 

コメント欄はステータスを進めるボタンがある側に表示される。 

ボタンがなく、灰色のバーが表示されている際は相手館が操作を進めるのを待つ（下図は受付側画面）。 

 

 

（5）コメント履歴 

ステータスを進めた時の日時と相手方、入力したコメントが残る。 
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3.  各ステータスにおける申込館・受付館の作業 

ステー

タス 
依頼館 受付館 

な
し  

coimoで申し込む 

 

未
処
理 

 

 
控えメールが届く 

 

 
Ｅメールで申込情報が届く 

 

 
Ｅメールを印刷して 

 

 
本棚から資料を取り出す 

 

 
文献をコピーする 

 

 
coimoで受付番号を入力し 

「受付/謝絶」ボタンをクリック 

受
付
中 

 

 
受付中なことがわかる 

 

 
複写料金などを入力後「発送/送付状印刷」をクリックすると 

送付状が発行されるので、印刷して必要部分を切り離し文献

複写物に同封する 
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発
送
中 

 

 
発送中なことがわかる 

 

 
到着したら 

 

 
文献・請求代金を確認する 

 

 
coimo上で「到着通知」をクリックする 

 

 
発送する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到
着
済 

 

 
指定の方法で支払う 

 
coimoで「支払済」をクリックする 

 

 

 
到着したことがわかる 

支
払
済 

 

 

 

 
 

 
支払ったことがわかるので 

 

 
入金を確認し 

 

 
「終了」をクリックする 

終
了  

入金確認されたことがわかる 
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coimoで受付を謝絶する場合 

ステー

タス 
申込館 受付館 

な
し 

 

coimoで申し込む 
 

 

未
処
理 

 

控えメールが届く 

 

 
受付館からの電話連絡があれば 

 

 

Ｅメールが申込情報が届く 

 
複写できない場合は、電話連絡をしたのち 

 
coimoで受付番号、謝絶理由を選択するなどして 

「受付/謝絶」ボタンをクリック 

謝
絶 

 
謝絶を確認し「終了」をクリック 

 

終
了 

 

 
終了になったことがわかる 
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Ⅱ． 依頼 

ＦＡＸで申し込む書式を作成する方法と、coimo を使ってインターネット申込をする 2 通りの方法がある。

「coimoで申し込む」と、coimo上で申し込みから支払い完了までを管理できる。 

 

１． 1件依頼する 

１）雑誌を探し、２）依頼先を決め、３）申込情報を入力し、４）相手館の指定する申込方法で申し込む。 

 

１） 雑誌を探す 

（１）coimoにログインし、ステータスメニュー左上「検索」→「雑誌検索」を選ぶ 

※ログイン情報不明の場合は各ネットワークの目録担当者に連絡する。 

右側メイン画面に表示される検索ボックスに ISSNや雑誌名などを入力し🔍をクリックする 

※雑誌名のほかに異誌名、CiNiiBooksIDで検索できる。 

 

（2）検索ボックス下に表示される検索結果から該当誌を探し、雑誌名右の青色ボタンをクリックする。 

※雑誌名をクリックすると詳細情報を表示する 
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📝雑誌がない場合は、絞り込み条件を全ネットワークに変更して🔍をクリックする。 

※絞り込み条件 

全ネットワーク：参加ネットワーク+他のネットワークで所蔵公開対象を「全ネットワーク」ま

たは「VISITOR含む全て」に設定した機関 

「ＥＪ」：全ネットワークで電子ジャーナルに絞る 

 

２） 所蔵先を探す 

（3）まず自機関所蔵が表示され、次に該当雑誌を 1誌でも所蔵している機関が表示される。 
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機関名の下に記載された情報を参考に依頼先を決め、機関名の右側にあるボタンをクリックする。 

 

ボタンは青・橙・グレーがあり、グレーは申込できない。 

 

📝所蔵館がない場合は、ブラウザの「戻る」キーを使ってページを戻し、絞り込み条件を

「全ネットワーク」にして🔍をクリックする。 

📝合致する所蔵データがない場合は、ページ下の外部リンク（ＣｉＮｉｉＢｏｏｋｓ，ＭｉＬＣＤＤ

Ｓ）も活用できる。 
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３） 申込情報を入力する 

（4）依頼 No、書誌典拠、書誌情報、所蔵典拠、申込者の所属氏名、複写と送付情報を入力・選択する。 

 

※書誌典拠欄をその他とした場合は、下の「その他/文献番号」欄に補足情報を入力する

（記号不可、英数・漢字・ひらがな・カタカナ可）。 

※データ取り込み 

検索データベースの文献番号を使うと「年、巻、号、ページ、著者名、論題、DOI」の情報を自動的に埋めるこ

とができる。書誌典拠欄で PubMed または医中誌を選択し、下にある「その他/文献番号」欄に文献番号を

入力したのち、右側の青緑色ボタン「データ取得」をクリックする。 

※ILL依頼状、送付状（PDF出力）では、著者名は 3名以上、論題は 100文字以上の場合に「・・・」を付与し

て省略する。また、医中誌文献番号を使用したデータ取り込み時、論題から特集記事名を除いている。 
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（５）ページ下にある申込ボタンを押す。 

申込ボタンは「coimo で申し込む」「FAX で申し込む」の 2 種類があり、受付館で設定したボタンが表

示される。ILLコードはこのボタンを押したときに付与される。 

 

 

４-1） 「ＦＡＸで申し込む」の場合 

（6）作成されたＰＤＦを印刷しＦＡＸ送信する。 

📝続けて使用する場合は、ブラウザの「戻る」キーで戻って操作を続ける。 

※戻るキーを押した直後のメイン画面は機関選択直後の画面を表示する。 

 

４-２） 「coimoで申し込む」の場合 
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（6）「coimoで申し込む」をクリックすると、メイン画面は依頼レコードのトップページに戻る。 

ステータスメニュー→ＩＬＬレコード管理→依頼レコード→未処理欄の件数が 1増えると同時に、 

依頼館と受付館に確認メールが届く。 

受付館が処理をするたびにステータスが「受付中・発送中」へとうつるので、到着までの目安になる。 

 

※誤って coimoで申し込むボタンを押した場合は、相手館へ連絡のうえ謝絶処理を依頼

する。受付中や発送中ではすでに複写物の作成が終わっている場合があるので注意。 

📝長く未処理のままでステータスが動かない場合は、相手館が見落としている可能性が

あるため、ILL備考欄などで相手館の状況を確認し、電話連絡などを行う。 

 

５）coimoで申し込んだ後の coimo操作 

（7）文献到着後、ステータスメニュー→ＩＬＬレコード管理→依頼レコード→発送中欄の該当ＩＬＬコードを開き、

「到着済」をクリックすると、ILL コードはステータスメニュー欄「到着済」へ移動し到着済欄の件数が１件

増える。 

📝料金やページ数不足など誤りがあった場合は以下の手順で処理する。 

①受付館に連絡してステータスを受付中に戻す 

②受付館は金額やページ数の修正を行い「発送通知/送付状印刷」ボタンを押す 

③双方で送付状印刷をクリックして修正後の送付状を入手する。 

※誤って到着済みボタンを押した場合は、相手館へ連絡のうえ「レコードを発送中に戻す」

ボタンを依頼館でクリックし、ステータスを戻す。 

 

（8）支払いを済ませたら、ステータスメニュー→ＩＬＬレコード管理→依頼レコード→到着済欄の該当ＩＬＬコー

ドを開いて「支払通知」をクリックすると、メイン画面は依頼レコードのトップページに戻り、ILL コードは

ステータスメニュー欄「支払済」にうつり、支払済欄の件数が 1件増える。 

※誤って支払通知ボタンを押した場合は、受付館に連絡し「レコードを到着済に戻す」操

作を依頼する。 

 

（9）相手館が入金を確認し、終了処理を行うと、ステータス欄から数字が消え、ILLコードは終了にうつる。 

※誤って終了になっていると気づいた場合は、相手館へ連絡のうえ「レコードを支払済に

戻す」操作を受付館に行ってもらう。 

 

 

２．同じ機関に２または 3件まとめて申し込む 
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3誌までの所蔵をまとめて探し、まとめて申し込むことができる。 

coimoで申し込んだ場合は、ステータスを進める作業もまとめて行うことができる。 

 

１）雑誌を探し、２）依頼先を決め、３）申込情報を入力し、４）相手館の指定する申込方法で申し込む。 

１） 雑誌を探す 

（１）coimoにログインし、ステータスメニュー左上「検索」→「雑誌検索」を選ぶ 

※ログイン情報不明の場合は各ネットワークの目録担当者に連絡する。 

右側メイン画面に表示される検索ボックスに ISSNや雑誌名などを入力し🔍をクリックする 

※雑誌名のほかに異誌名、CiNiiBooksIDで検索できる。 

 

（2）検索ボックス下に表示される検索結果から該当誌を探し、雑誌名右の黄緑色ボタンをクリックする。 

 

※雑誌名をクリックすると詳細情報を表示する 

📝雑誌がない場合は、絞り込み条件を全ネットワークに変更して🔍をクリックする。 

※絞り込み条件 



18 

 

全ネットワーク：参加ネットワーク+他のネットワークで所蔵公開対象を「全ネットワーク」ま

たは「VISITOR含む全て」に設定した機関 

「ＥＪ」：全ネットワークで電子ジャーナルに絞る 

 

 

画面右下に黒色のクリップボードが表示され、選択した雑誌が追加される。 

 

 

雑誌を追加する際は、続けて（1）（2）の操作を行う。 
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同じ雑誌を複数件依頼する場合は、件数分クリップボードに追加する。 

その後、絞り込み条件を設定しクリップボード内の青色ボタン「所蔵する機関を検索」をクリックする。 

※クリップボードから削除する場合は、右端の「削除」をクリックする。 

 

２）所蔵先を探す 

（3）まず自機関所蔵が表示され、続けて選択した雑誌をより多く所蔵している機関が表示される。 

 

📝所蔵館がない場合はブラウザの「戻る」キーを使用する。この操作を行うと、直前に選

択した雑誌がクリップボードから外れるため、必要な時は改めてクリップボードに追加す

る必要がある。 

 

機関名の下欄の情報をよく読んで依頼先を決め、機関名の右側ボタンをクリックする。 

 

ボタンは青・橙・グレーがあり、グレーの場合は申込できない。 
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３） 申込情報を入力する 

（４）1件から 3件まで選択した件数分の申込画面が表示される。 
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それぞれ依頼 No、書誌典拠、書誌情報、所蔵典拠、申込者の所属氏名、複写と送付に関する情報を入力・選

択する。 

 

 

※データ取得ボタン 

検索データベースの文献番号を使うと「年、巻、号、ページ、著者名、論題、DOI」の情報を自動的に埋めるこ

とができる。上図のとおり書誌典拠欄で PubMed または医中誌を選択し、下にある「その他/文献番号」欄

に文献番号を入力したのち、右側の青緑色ボタン「データ取得」をクリックするとよい。 

ILL依頼状、送付状（PDF出力）では、著者名は 3名以上、論題は 100文字以上の場合に「・・・」を付与して

省略する。また、医中誌文献番号を使用したデータ取り込み時、論題から特集記事名を除いている。 

 

（５）ページ下にある申込ボタンを押す。 

申込ボタンは「coimo で申し込む」「FAX で申し込む」の 2 種類があり、受付館で設定したボタンが表示さ

れる。 
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※書誌典拠欄をその他とした場合は、下の「その他/文献番号」欄に補足情報を入力する

（記号不可、英数・漢字・ひらがな・カタカナ可）。 

４-1） 「ＦＡＸで申し込む」の場合 

（6）作成されたＰＤＦを印刷しＦＡＸ送信する。 

📝続けて使用する場合は、ブラウザの「戻る」キーで戻って操作を続ける。 

※戻るキーを押した直後のメイン画面は機関選択直後の画面を表示する。 

 

４-２） 「coimoで申し込む」の場合 

（6）「coimoで申し込む」をクリックすると、メイン画面は依頼レコードのトップページに戻る。 

ステータスメニュー→ＩＬＬレコード管理→依頼レコード→未処理欄の件数が申込数分増えると同時に、 

依頼館と受付館に確認メールが届く。 

 

受付館処理の都度ステータスが「受付中・発送中」へとうつるので、到着までの目安になる。 

※誤って coimoで申し込むボタンを押した場合は、相手館へ連絡のうえ謝絶処理を依頼

する。受付中や発送中ではすでに複写物の作成が終わっている場合があるので注意。 

📝長く未処理のままでステータスが動かない場合は、相手館が見落としている可能性が

あるため、ILL備考欄などで相手館の状況を確認し、電話連絡などを行う。 

📝まとめて申し込んだ場合、ILLコード左側には同じ番号が割り当てられている。 
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５）coimoで申し込んだ後の coimo操作 

（7）文献到着後、ステータスメニュー→ＩＬＬレコード管理→依頼レコード→発送中欄の該当ＩＬＬコードを開き、

「到着済」をクリックする。 

すると、メイン画面は依頼レコードのトップページを表示し、ILL コードはステータスメニュー欄「到着済」へ移

動し到着済欄の件数が増える。 

📝料金やページ数不足など誤りがあった場合は以下の手順で処理する。 

①受付館に連絡してステータスを受付中に戻す 

②受付館は金額やページ数の修正を行い「発送通知/送付状印刷」ボタンを押す 

③双方で送付状印刷をクリックして修正後の送付状を入手する。 

※誤って到着済みボタンを押した場合は、相手館へ連絡のうえ「レコードを発送中に戻す」

ボタンを依頼館でクリックし、ステータスを戻す。 

 

（8）支払いを済ませたら、ステータスメニュー→ＩＬＬレコード管理→依頼レコード→到着済欄の該当ＩＬＬコー

ドを開いて「支払通知」をクリックすると、メイン画面は依頼レコードのトップページに戻り、ILL コードは

ステータスメニュー欄「支払済」にうつり、支払済欄の件数が増える。 

※誤って支払通知ボタンを押した場合は、受付館に連絡し「レコードを到着済に戻す」操

作を依頼する。 
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（9）相手館が入金を確認し、終了処理を行うと、ステータス欄から数字が消え、ILLコードは終了にうつる。 

※誤って終了になっていると気づいた場合は、受付館に「レコードを支払済に戻す」操作

を依頼する。 

 

3. 謝絶の連絡を受けた時 

相手館から謝絶の電話連絡を受けた後、ステータスメニュー内のＩＬＬレコード管理→依頼レコード→謝絶欄

の該当 ILLコードを開き、ページ下の「完了」をクリックすると ILLコードが終了に移る。 

※誤って「完了」を押した場合は、受付館に「レコードを支払済に戻す」操作を依頼する。 
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Ⅲ． 受付 

１． coimoの操作方法 

機関情報修正→受付方法“coimoのみ・coimoまたはＦＡＸ”に設定すると coimoで受け付けができる。 

 

（１）coimoで申し込みがあると、ＩＬＬ担当者メールアドレス宛に確認メールが届く 

 

（２）確認メールを見て、複写物を作成する。 

 

（3）coimo にログインし、ステータスメニュー内のＩＬＬレコード管理→受付レコード→未処理欄を開き、該当

する ILLコードをクリックして詳細画面を表示する。 

 

（4）各書誌情報欄で受付番号を入力し、ページ下の「受付/謝絶」をクリックすると ILLコードは受付中にうつ

り、メイン画面は受付レコードのトップページを表示する。 
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※誤って受付/謝絶ボタンを押した場合は、相手館へ連絡のうえ「レコードを未処理に戻

す」操作を行う。 

 

（5）ステータスメニュー内のＩＬＬレコード管理→受付レコード→受付中を開いて該当 ILLコードをクリックし、

ページ中央部分の料金関連欄に代金を入力した後「発送通知/送付状印刷」をクリックする。 
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※送料は 1件目のデータに付与される。 

※料金欄は、単価と枚数を入れると自動で計算されるが、サイズやカラーなどで単価が異

なる場合は、小計金額欄に直接入力することができる。単価は ILL 料金情報欄に記し

ておくと、文献複写物に同封する送付状の左側に表示される。次ページ（７）参照。 

※誤って発送通知/送付状印刷ボタンを押した場合は、相手館へ連絡し「レコードを受付

中に戻す」操作を依頼する。 

 

（６）ILLコードが「発送中」にうつり、ＰＤＦの送付状が画面上に表示されたら一部印刷する（保存も可能）。 

 

📝coimo 上で続けて処理を行う場合は、ブラウザの戻るボタンを使用する。戻るボタン

を押した直後は、メイン画面から直前に入力した欄合計金額欄などが空欄で表示される。

データは反映済みだが、気になる場合は、ブラウザのページ再読み込みボタン🔄をクリッ

クすると正しく表示される。 
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（7）送付状は横長に置き、上下半分に切り取って使用する（上図）。 

 

 

 

上半分は、受付館用。右側を複写申込書として保管し、左側は宛名シールに利用する。 

下半分は、依頼館用。右側が通知書、左側は料金設定や支払方法などが載っているので、このまま文献複

写物と一緒に送付する。 

※coimoに戻るにはブラウザの「戻る」ボタンを押す。 

※料金の誤りがあった場合は、依頼館に「レコードを受付中に戻す」操作を依頼し、（５）の

操作を行う。送付状は依頼館で出力できるので、そこから入手するよう依頼する。 

 

 

受付館用：右側を複写申込書として保管

し、左側は宛名シールに使用する 

依頼館用：右側が通知書、左側には料金

明細や支払方法が載っているので、下半

分はそのまま文献複写物と同送する。 
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（8）依頼館が支払いを済ませて coimo上で操作を行うと、ILLコードが支払済に移動する。 

入金確認後、ステータスメニュー→ILL レコード管理→受付から、該当 ILL コードを開き完了ボタンをクリ

ックすると終了欄に移る。 

※誤って「終了」させた場合は、相手館で「レコードを支払済に戻す」操作を行ってもらう。 

 

 

2. coimoで行われた申し込みを謝絶する 

（１）coimoで申し込みがあると、ＩＬＬ担当者メールアドレス宛に確認メールが届く 

 

（２）確認メールを見て複写できない依頼があった場合は、📞相手館に連絡後、以下の処理を進める。 

※所蔵データに誤りがあった場合は「所蔵情報修正」から修正する。 

 

（3）coimo にログインし、ステータスメニュー内のＩＬＬレコード管理→受付レコード→未処理欄を開き、該当

する ILLコードをクリックし詳細画面を表示する。 

※謝絶について、電話連絡ではなくメール通知を希望する声もあるが、より早く次の文献

入手先を探すことができるように電話連絡を、また多数受け付ける図書館の処理を考え

てメール通知は必要最小限にしている。 

 

（4）受付番号入力、右側にある「謝絶理由」を選択した後、ページ下の【受付/謝絶】をクリックするとステータ

スメニュー謝絶欄に件数が増え、メイン画面は受付レコードのトップページを表示する。依頼館が終了処

理を行うと、ステータス欄の終了欄にうつる。 

  

📝coimoでまとめて 3件依頼を受けたが 1件は所蔵がないなど受付ができない場合は、複写が可能な 2

件を 1．で処理し、残りの 1件を上記で処理する。 
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1件謝絶 

 

 

 

複数件の一部謝絶 
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Ⅳ． 機関情報修正  

機関情報に変更があった場合はステータスメニュー「登録情報管理」-「機関情報修正」で適宜修正する。 

ここでは、担当者や電話番号などの修正や、coimo内での受付に関する情報を設定する。 
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修正した情報は各ネットワークの coimo 担当者にメール配信する設定を行っており、近畿病院図書室協議

会ではこれを会員名簿の情報として使用している。 

機関ＩＤ  変更不可 

機関名   

機関略号 4文字以内で表す 

ふりがな 

〒  ハイフンを入れる 

住所 

電話/ＦＡＸ FAXが図書室にない場合は番号の後に（図書室外）などと記載する。 

部署 

担当者  フルネーム表記。「図書室担当者欄 ILL担当者欄もあるので変更時は注意する。 

電子メール 図書室担当者欄 ILL担当者欄もあるので変更時は注意する。 

開館・在室 

施設長  名簿情報で使用する 

備考  病図協では、名簿情報として周知が必要な情報をここに載せる。 

所蔵公開対象 3つのうちいずれかを設定する。 

所蔵ネットワーク会員：参加しているネットワーク会員からの申込を受け付ける 

全ネットワーク会員：所蔵ネットワーク会員＋全ネットワーク会員からの申込を受け付ける。 

VISITOR含む全て：ネットワーク参加機関以外からの申込も受け付ける（図書館単位）。 

受付方法 

ＩＬＬフラグ  

ＩＬＬ備考   

ＩＬＬ受付時間  

ＩＬＬ料金  送付状左下に表示 

ＩＬＬ支払方法  送付状左下に表示 

郵便為替・切手にチェックがあれば、送付状左下に返送用の宛名ラベルが表示される。 

ILL支払方法はチェックボックスに設定しチェックボックス上の欄は空欄にする。 

チェックボックス上の欄に情報が残っているとチェックボックスの情報が反映されない。 

ＩＬＬ支払方法備考 送付状左下に表示。ILL 支払方法で設定した情報を保管する（口座番号など）支払期日が

ある場合はこちらに記載する。 

ＦＡＸ受付 可不可？○×？ 

ＦＡＸ送付  

カラーコピー  

カラー備考 カラー単価は、ILL料金に記載する 

ＩＬＬ担当者 フルネーム表記 

ＩＬＬ担当者メールアドレス coimo上で申し込みがあったときに受け取るメールの送付先 
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Ⅴ． 所蔵情報修正 

１．冊子体・EJ単体の情報を登録・修正・削除する 

１）ステータスメニュー-「登録情報管理」-「所蔵情報修正」-タブ「単体」から操作する。 

２）検索キーワード欄に、雑誌名、異誌名、ISSN、CiNiiBooksID のいずれかを入力し、検索オプションを選

択した後🔍をクリックする。 

アルファベットインデックスを使用する場合は、検索オプションを選択後、アルファベットインデックスの

該当アルファベットをクリックする。新たに登録する場合、検索オプションを「雑誌マスタから」にする。 
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3）該当資料の情報があれば、クリックして修正画面を表示する 

 

 

正式雑誌名（ＩＳＳＮ） 修正不可 

ＥＪ ＵＲＬ1、2  EJURL1,2には契約している電子ジャーナルの URLを登録できる。 

※このURLは雑誌検索結果の自機関所蔵情報に表示され、リンクアウト可能。 

オープンポリシー  オープンポリシーは所蔵を公開しない雑誌を「非公開」にできる。 

所蔵情報  所蔵内容をＮＡＣＳＩＳ形式で掲載する 

※NACSIS形式 

http://www.hosplib.info/mokuroku/documents/member-

_nacsisver2.pdf 

所蔵の削除  所蔵をすべて削除する場合は、チェックを付けて修正実行をクリックする。 

 

 

  

http://www.hosplib.info/mokuroku/documents/member-_nacsisver2.pdf
http://www.hosplib.info/mokuroku/documents/member-_nacsisver2.pdf
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２． パッケージ製品の情報を登録・削除する 

ステータスメニュー-「登録情報管理」-「所蔵情報修正」のパッケージタブから操作する。 

該当するパッケージ製品にチェックを付けて（外し）修正実行をクリックする。反映は翌日。 

 

３． 雑誌やパッケージ製品が coimoに登録されていない場合 

ILL適合条件を確認し、可能な資料や製品を、参加ネットワークの目録担当者宛てに登録依頼する。 

病図協では、近図雲会員コミュニティ-coimo雑誌マスタ追加トピックを使用する。 
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Ⅵ. データダウンロード 

ステータスメニュー「ダウンロード」から「ILL データ・自機関分の所蔵情報・参加ネットワークの会員機関情報」

の３点がダウンロードできる。 

１． ILLデータ 

受付・申込共に日付を区切って CSV形式でダウンロードが可能。 

※coimo で行った場合は、受付番号から、代金や終了日まで入ったデータが入手でき、

FAXで申し込んだデータは、ILL コードのみ付与される。申込欄に FAX と記されている。 

 

２． 自機関分の所蔵情報 

パッケージ製品を含む所蔵情報をダウンロードできる。 

 

３． 参加ネットワークの会員機関情報 

参加しているネットワークの会員機関情報をダウンロードできる。 
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Ⅳ． ビジター利用  

coimo参加機関以外の図書館が利用する。 

ここで検索に含まれるのは、所蔵公開対象を VISITOR含む全てに設定している参加機関である。 

ログイン画面下にある「ビジターの方へ」をクリックする 

 

ビジターの方への注意事項をよく読み「ビジターの利用をはじめる」をクリックする。 

 

 

 

 

 



40 

 

ステータスメニューは雑誌検索と機関検索のみで 

 

雑誌検索を行い、 

 

所蔵情報や受付方法確認後、機関名をクリックして相手館へ電話で申し込み方法などを問い合わせる。 
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