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雑誌記事索引

MagazinePlus統合データベースの内訳  MagazinePlus のあゆみ

2020.10

http://www.nichigai.co.jp/database/mag-plus.htmlスマホ
対応

Since 1981 1981年にサービスイン、パソコン通信の時代から雑誌記事データを提供！

MagazinePlusは、様々なソースから成る統合データベースです。国立国会図書館「雑誌記事索引」をベースとして、自社採録
データとOAI-PMHのハーベストによる学術雑誌系メタデータを組み合わせました。2016年、国立国会図書館デジタルコレク
ションより戦前期の雑誌を増強。明治から現在までの4.7万誌2,105万記事を検索できます。CiNii Articlesだけでは調べきれ
ない雑誌を多数収録しています（2020年9月現在）

経済文献研究会と協同し、
国内の経済・産業誌1000
誌の記事情報データベー
ス化（JOINTファイル）に
着手

■サービス提供元

日外アソシエーツ株式会社
営業局
〒140-0013 東京都品川区南大井6-16-16
TEL：03-3763-5241  FAX：03-3764-0845
e-mail：online@nichigai.co.jp 

■販売代理店

とは？

コアジャーナル

1979  ●

蓄積データ800万件、情報
更新体制を整えてオンラ
インサービスへ始動

1985  ●

MAGAZINEをジャーナ
ルインデックス、JOINT、
KSKと用途に応じて分離
して提供

1996  ●

NICHIGAI/WEBサービス
の中で雑誌記事索引を統
合したMAGAZINEPLUS
を提供開始

2000  ●

magazineplusにNDL
デジタルコレクションより
明治・大正・昭和戦前戦
期の雑誌3,300誌を一括
追加投入

2016  ●

NICHIGAI ASSIST が
大 手 パ ソ コ ン 通 信
NIFTY-Serveとゲート
ウェイ。オンライン個人
ユーザーが一気に拡大

1988  ●

●  1981
日経NEEDSにより月刊雑
誌記事索引JOINTファイ
ルがオンラインサービスへ

●  1990
NICHIGAI ASSISTが大手
パソコン通信PC-VANと
ゲートウェイ

●  2002
MAGAZINEPLUS  オプ
ションサービスとして
OPAC連携を開始

●  2020
MagazinePlus基幹シス
テムのリニューアル完了

●  1997
インターネットによる
新しい 情 報 サービ ス
NICHIGAI/WEBサービス
をスタート。その中で
ジャーナルインデックス、
雑誌記事索引ファイルを
提供

●  1986
オンラインデータベース
NICHIGAI ASSIST を
ス タ ート 。   そ の 中 で
MAGAZINEを提供

オープン
アクセス

（本文リンク）

独自採録
（一部図書も）

オープンアクセス
（本文リンク）

独自採録 デジタル
コレクション

国立国会図書館

明治・大正・昭和
戦前期雑誌

科学技術振興機構

J-STAGE

一般誌を
しらべる

学術誌を
しらべる

戦前誌を
しらべる

記事本文 
を 読 む

先ずは1ヶ月間の
無料トライアルから！

1. 国立国会図書館 雑誌記事索引
 ① 国立国会図書館 雑誌記事索引 〈1948～ 毎週更新〉

2. 明治・大正・昭和戦前期雑誌
 ② 国立国会図書館デジタルコレクション 〈随時〉
 ③ 大東亜戦争書誌 （福島鑄郎他編） 〈1937～1944〉

3. 学術誌／学会年報／研究紀要／論文集
 ④ J-STAGE （科学技術振興機構） 〈随時〉
 ⑤ NII 学術機関リポジトリデータベース（IRDB）
  （国立情報学研究所） 〈随時〉
 ⑥ 学会年報・研究報告論文総覧 〈1945～ 毎年更新〉
 ⑦ 論文集内容細目総覧 〈1945～2008〉
 ⑧ 歴史学紀要論文総覧 〈1920～2006〉

4. 一般誌／経済誌
 ⑨ 東洋経済 （東洋経済新報社） 〈1997～ 毎週更新〉
 ⑩ KSK（海外産業・企業誌紙） （機械振興協会）
  〈1985～2005.3〉
 ⑪ JOINT（経済専門・業界誌） （経済文献研究会）
  〈1981～1995〉
 ⑫ 一般誌・総合誌・ビジネス誌 〈2003.4～ 毎月更新〉
 ⑬ ジャーナルインデックス 〈1981～2003.3〉
 ⑭ シンクタンク 〈2000～ 毎月更新〉
 ⑮ 食文化・味覚雑誌目次総覧 （浦西和彦他編）
  〈1946～2010〉

5. 文芸誌
 ⑯ 文芸雑誌小説初出総覧 〈1945～2005〉
 ⑰ 文芸雑誌内容細目総覧 戦後リトルマガジン篇
  〈1945～1979〉
 ⑱ 探偵雑誌目次総覧 （山前譲編） 〈1922～1964〉
 ⑲ 現代詩誌総覧 〈1921～1946〉
 ⑳ 戦後詩誌総覧 （和田博文他編） 〈1945～1975〉

6. 地方史誌
  　地方史文献年鑑 （飯澤文夫編、岩田書院）
  〈1997～ 毎年更新〉



①OPAC
②CiNii Books
③Webcat Plus

①CiNii Articles
②J-STAGE
③機関リポジトリ（IRDB）
④NDLデジタルコレクション
⑤リンクリゾルバ
⑥東洋経済 ＊

〈
所
蔵
確
認
〉       

〈
本
文
確
認
〉

書名 出版者
『アイヌの衣服文化 シンポジウム』 アイヌ民族博物館
『明日への提言 京都禅シンポ論集』 天龍寺国際総合研修所
『関西学院創立百周年文学部記念論文集』 関西学院大学人文学会
『管理価格 公共政策論集』 ぺりかん社
『近世近代史論集』 吉川弘文館
『慶応義塾創立百年記念論文集 文学』 慶応義塾大学文学部
『国文学研究資料館講演集 1』 国文学研究資料館
『サントリー美術館論集 3号』 サントリー美術館
『性文化を考えるシンポジウム』 みき書房
『七〇年代の資本主義 国際シンポジウム』 新評論
『ミル記念論集』 木鐸社
『和田實の幼児教育論についての研究論集』 白桃サービスセンター

雑誌名 出版者
「愛国主義」 愛国主義社
「愛書趣味」 愛書趣味社
「麻と綿」 麻と綿社
「朝日」 博文館
「アスレチックス」 大日本体育協会
「新らしき村」 新らしき村出版部
「アマチユア・カメラ」 玄陽社
「改造」 改造社
「朝鮮農会報」 朝鮮農会
「Nozomi」 希望社
「風俗画報」 東陽堂
「笑」 笑社

雑誌名 出版者
「青山フランス文学論集」 青山学院大学フランス文学会
「伊豆沼・内沼研究報告」 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団
「オクサス学会紀要」 オクサス学会
「顔学:日本顔学会誌」 日本顔学会
「片平:英語英文学論叢」 片平会
「家庭科教育実践研究誌」 日本家庭科教育学会四国地区会
「金沢大学資料館紀要」 金沢大学資料館
「近畿音楽療法学会誌」 日本音楽療法学会近畿支部
「言語政策」 日本言語政策学会
「駒澤考古」 駒沢大学考古学研究室
「三國志研究」 三国志学会
「消費者行動研究」 日本消費者行動研究学会
「情報社会学会誌」 情報社会学会
「姓氏と家系」 日本家系図学会・研究編集部

雑誌名 出版者
「専修大学史紀要」 専修大学
「ソシオロジクス」 日本大学大学院社会学研究会
「道徳教育論集」 日本道徳基礎教育学会
「名古屋地理」 名古屋地理学会
「日本健康教育学会誌」 日本健康教育学会
「日本語と辞書」 古辞書研究会
「日本在宅看護学会誌」 日本在宅看護学会
「日本秦漢史研究」 日本秦漢史学会
「日本文芸論叢」 東北大学文学研究科国文学研究室
「俳句史研究」 大阪俳句史研究会
「俳文学研究」 京都俳文学研究会
「比較文化」 東京女子大学比較文化研究所
「佛教文学」 仏教文学会
「仏教論叢」 浄土宗

従来のOpenURLに加えてDOI（デジタルオブジェクト識別子）からOA
ジャーナルなどの本文にアクセスするため、リンク精度が格段にアップしました

＊東洋経済新報社発行の主要5誌の記事本文が読めます。
但し、「東洋経済デジタルコンテンツライブラリー」または
「東洋経済雑誌記事閲覧サービス」　（年間上限プラン）
契約館に限ります

MagazinePlusでしか調べられない独自採録誌 （抜粋）
① 「雑誌記事索引」収録対象外の学術誌 ② 雑誌／図書の刊行形態の境界にあたる論文集（図書扱い） ③明治･大正･昭和戦前期の雑誌

2つの検索画面を
タブで切り替え

最新号から指定した各巻号まで、雑誌単位に目次を一覧できるため、一連
の特集記事を簡単に追うことができます

目次をみる画面 ▶
 （巻号指定可）

DOI（Digital Object Identifier）による精確な本文リンク

AND/OR/NOT検索機能、著者名・誌名などの完全一致検索機能を完備
し、細やかな検索ができます。また、雑誌分類で絞り込むことも可能です

▲ 図書館OPACリンク〈所蔵確認〉

◀ J-STAGE本文PDFリンク〈本文確認〉

記事単位で検索する従来のアプローチ

雑誌単位で検索する新しいアプローチ

記 事
検索画面

収録誌
検索画面

▲ 記事検索結果の詳細画面

DOI リンク


