
ＥＬＮＥＴモーニングクリッピング

メール型ご提案資料

株式会社エレクトロニック・ライブラリー



会社概要
会社名 株式会社エレクトロニック・ライブラリー （ELNET）

所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目12番6号

ホームページ https://www.elnet.co.jp/

設立 1986年12月8日

代表取締役社長 麻生康式

資本金 1億円

売上 22億2,300万円（2021年度実績）

社員数 45名（2023年2月現在）

株主 電通グループ、朝日新聞社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ、

読売新聞東京本社、日本政策投資銀行、時事通信社、電波新聞社、

日刊工業新聞社、毎日新聞社 他 （全58社）

新聞クリッピング業界では最大級。1,100を超える企業・官公庁のお客様に支えられ、

広報、経営、営業、研究開発などの各部門で幅広く継続的にご利用いただいております。

https://www.elnet.co.jp/
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サービス概要

■クリッピング

■データベース

新聞

約100紙

雑誌

約30誌

WEB
ニュース

約1,500サイト

新聞・雑誌過去記事

約4,000万件



✓ 朝８時台に当日朝刊の記事見出し一覧をメールでお届け

✓ 著作権の利用許諾済み

✓ 記事原文は掲載イメージのまま

✓ オーダーメイドで検索条件の設定

サービスの特長
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■クリッピング – 新聞



■クリッピング – 新聞：提供媒体

約100紙

朝日新聞(東京本社版・大阪本社版・地方版) 読売新聞(東京本社版・大阪本社版・地方版)

毎日新聞 (東京本社版・大阪本社版) 産経新聞(東京本社版・大阪本社版) 東京新聞(地方版含む)

日刊工業新聞 電波新聞 中部経済新聞 電気新聞 化学工業日報 日刊油業報知新聞 石油通信 ガスエネルギー新聞

週刊粧業 電経新聞 電子デバイス産業新聞（半導体産業新聞）日刊産業新聞 交通毎日新聞 薬事日報 薬事ニュース

日刊薬業 鉄鋼新聞 日刊自動車新聞 株式新聞 ニッキン 日本証券新聞 金融経済新聞 保険毎日新聞

日刊建設工業新聞 建設通信新聞 日刊木材新聞 映像新聞 商業施設新聞 通販新聞 繊研新聞 繊維ニュース

日本海事新聞 観光経済新聞 日刊水産経済新聞 日本食糧新聞 食品新聞 食品産業新聞 日本農業新聞 住宅新報

週刊住宅 生産性新聞 原子力産業新聞

北海道新聞 河北新報 中日新聞 中国新聞 西日本新聞 東奥日報 岩手日報 秋田魁新報 山形新聞 福島民友

福島民報 茨城新聞 下野新聞 上毛新聞 埼玉新聞 千葉日報 神奈川新聞 新潟日報 富山新聞 北日本新聞

北国新聞 福井新聞 山梨日日新聞 信濃毎日新聞 岐阜新聞 静岡新聞 伊勢新聞 京都新聞 大阪日日新聞 神戸新聞

奈良新聞 紀伊民報 日本海新聞 山陰中央新報 山陽新聞 山口新聞 徳島新聞 四国新聞 愛媛新聞 高知新聞

佐賀新聞 長崎新聞 熊本日日新聞 大分合同新聞 宮崎日日新聞 南日本新聞 沖縄タイムス 琉球新報

日刊スポーツ 報知新聞 スポーツニッポン サンケイスポーツ 夕刊フジ 日刊ゲンダイ

日経：日本経済新聞 日経産業新聞 日経ＭＪ *日経3紙は、 PDFではなくFAX（紙）での提供となります。

*青字の新聞は原則として当日付提供対象紙です。
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■クリッピング – 新聞：ご利用イメージ

「FAX」ボタンで
FAX出力

「PDF」ボタンで
記事を閲覧

☑ 記事を選択⇒
「PDF表示」ボタンで

複数記事の一括表示

報告メールの
リンクをクリック
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■クリッピング – 新聞：ご利用イメージ

「PDF」ボタンをクリック

記事原文を表示
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■クリッピング – 雑誌・WEBニュース



雑誌【全27誌】 （2023年4月時点）

週刊誌 週刊朝日 AERA サンデー毎日 週刊エコノミスト 週刊東洋経済

週刊金融財政事情 ニューズウィーク日本版 SPA！ PRESIDENT（隔週）

週刊新潮 週刊文春

月刊誌 経済界 財界 投資手帖

総合食品 エネルギーフォーラム 行政＆情報システム 販売革新 食品商業

NEW MEDIA（月刊ニューメディア） DIME Wedge

月刊リベラルタイム Forbes JAPAN MONOQLO GetNavi モノ・マガジン

WEBニュース【約1,500サイト】
朝日新聞デジタル 読売新聞オンライン 毎日新聞 東京新聞TOKYO Web 時事ドットコム

日刊工業新聞電子版 電気新聞 日刊自動車新聞電子版 鉄鋼新聞

電子デバイス産業新聞 WEB産業新聞 食品産業新聞社ニュースWEB カナロコ

信毎web 埼玉新聞 中日新聞Web 京都新聞 神戸新聞NEXT 中國新聞デジタル

日刊スポーツnikkansports.com スポーツ報知 AERAdot. 東洋経済ONLINE

Yahoo!ニュース gooニュース CNET Japan ZDNet Japan CNN.co.jp 他
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■クリッピング – 雑誌・WEBニュース：提供媒体

原則当日発売の
雑誌をご提供

※下線は発売日から遅れての提供となります
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毎朝７時台にメールで記事件数をご報告

報告件数

専用画面に遷移してログイン

■クリッピング – 雑誌・WEBニュース：ご利用イメージ
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記事タイトル、
媒体名、発行日、ページ数、
媒体種別、記事の提供期間

直近２ヶ月分の
記事が確認可能

「記事見出し」をクリックし
記事を閲覧

■クリッピング – 雑誌・WEBニュース：ご利用イメージ
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ページめくりは
ページ端をクリック

拡大・縮小は
マウスホイール
またはここから

クリッピングされた記事以外も
全ページ閲覧可能

■クリッピング – 雑誌：ご利用イメージ

見出しをクリック

専用画面に遷移



見出しをクリック

各サイト画面に遷移
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■クリッピング – WEBニュース：ご利用イメージ
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ＣＳＶ形式で出力されるので、エクセル表で保存できます。

CSV出力のボタンをクリック

■クリッピング – 雑誌・WEBニュース：ご利用イメージ
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見出しタップで
原文表示

■クリッピング – 雑誌・WEBニュース：ご利用イメージ

画面スワイプで
ページめくり
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ご利用料金(税抜)

従量料金 ※新聞のみ

・記事データ料金

・記事原文出力料金 ・FAX送信料金

固定料金 40,000円

・新聞検索基礎料金 20,000円 (3名まで)

・雑誌利用料金 10,000円 (3名まで)

・WEBニュース利用料金 10,000円

（1テーマ、1アドレス、5キーワード）

■月額費用（基本料金） 70,000円～/月

■初期費用 50,000円

最低料金
70,000円

月額70,000円のご利用の目安

例. 新聞記事見出し配信 ：20件/日
新聞記事原文利用 ：6～7件/日

⇒ 従量料金 ：29,900円
+固定料金 ：40,000円

⇒ 月額 70,000円

※ ELデータベース（過去の記事の検索）も従量料金でご利用いただけます。
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参考資料：サービス仕様
項目 新聞 雑誌 WEBニュース

契約形態 部署毎 （２部署の場合は２契約）

メール配信 必須 任意

登録アドレス数 ３個 （グループアドレス不可） ※最大20個 別途料金
３個 個人アドレス
１個 グループアドレス １個グループアドレス可

メール送信形式 テキスト、HTML （添付・非添付 選択可） テキスト

メール配信時間 平日 朝８時30分頃 （日曜・祝日・年末年始休止） 朝７時頃 （365日）

登録テーマ数 ３個まで ※最大10個 別途料金 10個まで １個

登録キーワード数 制限なし 制限なし ５個まで

認証項目 ＩＤ・パスワード 企業コード・ID・パスワード

同時ログイン 可 （ただし、同タイミングでの原文要求は不可）

記事閲覧方法
日経以外の記事：PDF、FAX
日経記事：FAXのみ
（日経産業、日経MＪは午前9時以降の出力）

専用ビューワー サイトに遷移

記事原文印刷 日経以外の記事：可、日経記事：不可 不可 可 （ブラウザの印刷）

見出しCSV出力 不可 可

記事データ保存期間 １か月 ２か月



新聞
（2020年 ４月現在）

雑誌・WEBニュース
（2021年 6月現在）

PC スマートフォン

OS
Windows 7 SP1
Windows 8.1
Windows 10

Windows 10 iOS 13 ／ Android 10 

ブラウザ
Google Chrome／

Internet Explorer11

Google Chrome／
Microsoft Edge
（Chromium版）

※ＩＥではご利用になれません。

iOS Safari／
Android Google Chrome
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参考資料：動作環境
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参考資料：月額オプション料金

新聞 追加料金 ご利用条件

送信先アドレス追加 10,000円 １アドレス毎、最大20アドレスまで

テーマ追加
10,000円 3テーマ追加、計6テーマまで

20,000円 ７テーマ追加、計10テーマまで

広告費換算 20,000円

雑誌 追加料金 ご利用条件

ご利用人数追加

5,000円 4～10名まで

8,000円 11～15名まで

10,000円 16名～20名まで

WEBニュース 追加料金 ご利用条件

キーワード追加 5,000円 5キーワード毎

送信先アドレス追加 5,000円 1アドレス毎

テーマ追加 5,000円 1テーマ毎



サービスお問い合わせ

株式会社エレクトロニック・ライブラリー

営業部

TEL: 03-6271-0671

https://www.elnet.co.jp
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