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※ご利用前の注意事項

●ＰＤＦの一括表示と印刷で一度に要求できる最大件数は５０件までです。

１０件以上選択する場合は表示・印刷に時間がかかります。
またその旨の確認メッセージが表示されます。
５１件以上を表示・印刷する場合は、複数回に分けてご要求ください。

●ポップアップブロックの解除をお願いします。

ご利用時には必ず 「*.elnet.co.jp」 をポップアップブロックの許可するサイトに設定
してください。（設定方法はコチラ）

ポップアップブロックを設定されている場合、ＰＤＦの一括表示・印刷ができません。

●ＦＡＸにのみ出力可能な新聞があります。

２０２２年６月現在、日本経済新聞・日経産業新聞・日経ＭＪ（流通新聞）はＦＡＸ出力のみとなり
ますので、ＦＡＸ要求をお願いいたします。
＊上記新聞を含めてＰＤＦ表示・印刷をご要求された場合、表示・印刷をできない記事見出しが
確認画面で一覧出力されます。

●途中の画面で閉じないでください。
処理は中断できますが、出力されたものとしてカウントされます。

（５ページのステップ①以降）表示・印刷の途中で「処理中」や確認画面が表示されますが、
これらの画面は閉じずに画面遷移をお待ちいただくか、「表示」または「印刷」ボタンを
押してください。
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添付された「HTMLファイル」を
クリックして下さい

■受信したメールに添付された「ＨＴＭＬファイル」を開きます
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タイトルをクリックすると、記事の縮小版（サムネイル）が確認
できます（無料）※サムネイルクリックでＰＤＦ表示（有料）

■本日の記事一覧が表示されます

必要記事
にチェック
いただき、

該当ボタン
を

クリックして
ください

記事原文の表示・印刷の場合は「ＰＤＦ表示」「ＰＤＦ印刷」：⇒コチラ
ＦＡＸでのご要求の場合は「ＦＡＸ要求」：⇒コチラ

「各ボタンが反応しない」「ログイン画面が出ない」場合
はコチラをクリックして下さい。

「ＰＤＦ」または「ＦＡＸ」それぞれのボタンで記事毎に
要求できます：⇒コチラ

・「ＦＡＸ」ボタンのみの記事ではＰＤＦ利用はできません。
・「本文ﾃｷｽﾄ表示」ﾎﾞﾀﾝより本文ﾃｷｽﾄをご利用できます。
⇒コチラ

「ＰＤＦ表示」「ＰＤＦ印刷」では確認画面が表示されます

確認画面はご要求件数によりメッセージが異なります。

◆１０件以上５０件未満の場合

◆５１件以上は、５０件以内で再度ご要求ください。

※オプションサービスご利用の方には【検索
語】の横に広告費換算値が表示されます。
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お知らせしておりますＩＤと
Ｐａｓｓｗｏｒｄを入力してログイン
※この画面が出ない場合は

コチラ

■ＩＤ認証画面がでます。ログインして下さい。（当日の初回ご利用時のみ）

⇒ＰＤＦの場合

⇒ＦＡＸの場合

■「オートログイン情報を有効にする」にチェックが
入っている場合、ログイン情報は、その日の２４時

まで保持されます。したがって、一度認証が済みま
すと、その日は認証なしで次の画面に進みます。
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■処理中 ⇒（確認画面）⇒ ＰＤＦの表示、または印刷ができます。

① 処理中です。＊注

＊注 【確認画面＿ＰＤＦ表示の例】

◆ＰＤＦでご提供できない記事があった場合
①処理中のあとにＦＡＸのみ出力できる記事など
ＰＤＦでご提供できない記事を確認画面で
お知らせいたします。
ＦＡＸのみ出力できる記事はＦＡＸでご要求ください。

＊「閉じる」で中断しても件数はカウントされます。

② ＰＤＦ表示

③ ＰＤＦ印刷

複数記事が１つのＰＤＦ
として表示されます。

プリンタドライバが
表示されましたら
印刷してください。

【閉じる】ボタンは、印刷終了
後にクリックしてください。

②もしくは③へ画面遷移す
るまでお待ちください。

⇒ 次へ
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■ＦＡＸ要求より＿選択した記事の一覧が表示されます

１回のＦＡＸ要求での出力部数
を最大１０部まで選択できます。
＊同一番号のＦＡＸ機への出力です。

ＦＡＸにて要求する場合は、
チェックされた記事を確認の上、

要求して下さい

ＰＤＦアイコンがついている記事
は、アイコンをクリックすることで
記事ＰＤＦにて閲覧できます

※ＰＤＦ表示が出来ない場合は
⇒コチラ
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■ＰＤＦボタンまたはサムネイルリンクより 記事ＰＤＦ表示をご確認下さい

⇒ 他の出力方法
も確認する

WARNING

WARNING

記事が表示されます
（ＰＤＦ表示の場合）

「ＰＤＦ印刷」「ＦＡＸ要求」の場合は
ご設定のプリンター、またはＦＡＸから

出力された事をご確認下さい

WARNING
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■本文ﾃｷｽﾄ表示ボタンより 本文テキストの表示をご確認下さい

⇒ 他の出力方法
も確認する

WARNING

WARNING

本文テキストが表示されます

「印刷」ボタンをクリックした場合は
ご設定のプリンターから

出力された事をご確認下さい



iPhone・ｉPadでの
ご利用について
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■iPhone・ｉPadでのご利用について

ｉPhone、iPadではメール送信しましたＵＲＬ
からのご利用*になります。
＊ＰＣでhtml添付ファイルが利用できない方にも有効です。

①メール画面例

【ご利用方法】
①メールが届きます。
②メールのＵＲＬをタップします。
③ブラウザで記事見出し画面が開きます。
④サムネイルから記事原文ＰＤＦ表示
記事見出しをタップします。
⑤記事原文１件毎のＰＤＦ表示・ＦＡＸ要求
記事１件毎のＰＤＦあるいはＦＡＸボタンを
タップします。
⑥記事原文の複数一括表示・印刷
必要な記事のチェックボックスにチェックし、
ＰＤＦ表示・ＰＤＦ印刷ボタンをタップします。

②上記ＵＲＬをタップして記事
見出し画面を表示します
（過去１カ月間有効）

ブラウザ内は画面遷移になります。記事見出し
画面に戻る場合は、ブラウザの戻る機能をご
利用ください。
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⑥記事原文の複数一括表示・印刷の流れ

必要な記事をチェックし、
ボタンをタップします

１

確認画面

表示 ３、印刷 ４

記事見出しに戻るときはブラ
ウザの戻る機能を利用します

ＰＤＦ印刷

２

印刷が終わったときはブラウ
ザの戻る機能を利用します

ＰＤＦ表示

印刷

３

赤囲み タップ箇所 青矢印 流れ
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インターネットブラウザの
設定方法について

⇒    Google Chrome

⇒ Mcrosoft Edge

⇒ JavaScript

⇒ 操作一覧画面に戻ります
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①画面右上の「三」ボタン
→ 「設定」 の順に
クリックしてください

■ポップアップブロックを個別に設定します

②「プライバシーとセキュリティ」をクリックし、
右側に表示される項目の 「サイトの設定」 を
クリックしてください
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◇注意◇
設定終了後は必ずブラウザを一旦閉じていただき
再度ブラウザを立ち上げて下さい

～ Google Chrome の場合①～



■ポップアップブロックを個別に設定します
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③ページをスクロールし、
「ポップアップとリダイレクト」
をクリックしてください

④ ポップアップの送信やリダイレクト
の使用を許可するサイトの 「追加」
をクリックしてください ⑤サイトの追加に 「 [*.]elnet.co.jp 」

を入力し、 「追加」をクリックしてください

～ Google Chrome の場合②～



①Edgeの画面右上の（･･･）→「設定」
の順にクリックしてください

■ポップアップブロックを個別に設定します ～ Edge(Chromium版) の場合 ①～

②「設定」画面の左にある「Ｃookie
とサイトのアクセス許可」をクリック
してください
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◇注意◇
設定終了後は必ずブラウザを一旦閉じていただき
再度ブラウザを立ち上げて下さい
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③中ほどにあります
[ポップアップとリダイレクト] 
をクリックしてください

④設定項目の[許可]の [追加]
をクリックしてください ⑤サイトの追加に 「 [*.]elnet.co.jp 」

を入力し、 [追加]をクリックしてください

■ポップアップブロックを個別に設定します ～ Edge(Chromium版) の場合 ②～



※下記項目のご確認も併せてお願いします①

メールからの原文要求は「JavaScript」を利用しております。ご利用のイ
ンターネットブラウザの設定が「JavaScript：無効」となっておりますと
原文要求ができません（ブラウザの設定をお願い致します）

■下記のご確認をお願い致します

✓要求ボタンを押した際に、上部にエラーメッセージが表示されていませんか？

⇒ はい Google Chrome

⇒ はい Mcrosoft Edge

⇒ いいえ 操作一覧画面に戻ります
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それぞれの設定を確認する

WARNING
WARNING

Google Chrome Microsoft Edge



※下記項目のご確認も併せてお願いします ①-1
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□Google Chrome の確認

①画面右上の「三」ボタン
→ 「設定」 の順に
クリックしてください

②「プライバシーとセキュリティ」
をクリックし、右側に表示される項目
の 「サイトの設定」 をクリックして
ください

③中ほどにあります
[Java Script] をクリックして
ください



※下記項目のご確認も併せてお願いします ①-2
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□Google Chrome の確認

④「サイトがJavaScriptを使用
できるようにする」をクリック
してください。

⇒ はい 最初の画面に戻ります

⇒ はい 操作一覧画面に戻ります

⇒ いいえ ＥＬに問い合わせます

問題は解決しましたか？



※下記項目のご確認も併せてお願いします ②
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□Microsoft Edge の確認

①画面右上の「…」ボタン
→ 「設定」 の順に
クリックしてください

③許可(推奨)をオンにしてください。
トグルボタンが右にあればオンになって
おります。

②「Cookieとサイトのアクセス許可」
をクリックし、右側に表示される項目
の 「JavaScript」 をクリックしてく
ださい

⇒ はい
最初の画面に戻ります
⇒ はい
操作一覧画面に戻ります
⇒ いいえ
ＥＬに問い合わせます

問題は解決しましたか？



「編集」 → 「環境設定」を選択し、分類「JavaScript」の
「Acrobat JavaScriptを使用」 にチェックし、「ＯＫ」を
クリックしてください

※下記項目のご確認も併せてお願いします ③-１

□Adobe Acrobat Reader DC の確認
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□Adobe Reader DC をご利用の場合

「編集」 → 「アクセシビリティ」 の 「設定アシスタント」を選択し、「ＰＤＦ
文書をＷｅｂブラウザーに表示」 にチェックし、「完了」をクリックしてくだ
さい

＊既にチェックがされていた場合は、一度チェックを外して
「ＯＫ」で閉じ、再度同じ画面を開きチェックをし直して
ください

※下記項目のご確認も併せてお願いします ③-2
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※動作確認環境 （2023年 4月現在）

●ＯＳとブラウザ

・その他の環境では、動作しない場合がございますので、ご注意ください。

＊注意事項

Windows10はデスクトップモードでの動作を前提とします。

○･･･動作確認

PDFはAcrobat Reader DCで、メールはOutlook 2013で確認しています。

ＯＳ
ブラウザ

Google Chrome Edge（Chromium版）

Ｗｉｎｄｏｗｓ 10 * ○ ○
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恐れ入りますが、下記までご連絡下さい

０１２０-２５５８８０

弊社 営業担当、またはメールサービス担当が対応いたします。

東京都中央区京橋2-12-6 〒104-0031
カスタマーサポート部 ０３－６２７１－０６７２

www.elnet.co.jp

メールでのお問い合わせはコチラ

(ELNET202107)

mailto:desk@elnet.co.jp?subject=ＥＬｎｅｘについて【ご利用マニュアルより】
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