
ＥＬＮＥＴのサービス/モーニングクリッピング

モーニングクリッピングでご利用できるサービスは以下となります。

（１）提供コンテンツ・サービス概要

モーニングクリッピングサービス(以下「ＭＣ」といいます)は、株式会社エレクトロニック・ライブラリー（以下「当社」という）が提供するクラウド型の新聞、
雑誌およびWEBニュースの社内共有サービスです。

コンテンツ 更新 サービス概要
新聞 平日、土曜日

※日曜日、祝日は原則として
更新なし

サービス提供日・提供時間 休止日なし
雑誌 毎日

サービス提供日・提供時間 休止日なし

WEBニュース 毎日

サービス提供日・提供時間 休止日なし

■年末年始、ＧＷはサービスを休止します。休止期間中のコンテンツについては当社営業スケジュールに準じて提供します。

■上記の他、システムの保守・改善のため臨時にサービスを休止させていただくことがあります。

（２）利用範囲・利用条件

（３）コンテンツの利用開始と終了

（４）データの取り扱い

（５）解約

当該サービスの解約については、ＥＬＮＥＴ会員規約第１０条（有効期間）①に依らず、有効期間満了の日の3カ月前の月末日までに文書で申し出ることとします。

（６）日経スマートクリップとの連携

モーニングクリッピング　料金表

(1)当初料金 (初期設定料金)

各コンテンツ利用開始時にご請求いたします。

新聞 470,000円

雑誌 30,000円

ＷＥＢニュース 30,000円

(2)毎月の料金

システム利用料金 システムの利用料金 20,000円/月

コンテンツ利用料金 利用するコンテンツ・利用人数・利用条件により異なります。

その他料金 当該サービスにおいて付帯作業等が発生した場合にご請求します。

■ご請求額には、ご利用総額に対して別に消費税等が加算されます。

本サービスは、日本経済新聞社の提供する日経スマートクリップとの連携が可能です。この場合、日本経済新聞社とは別途利用契約を締結する必要があります。また、
その利用条件等は日本経済新聞社の定めに従い、本会員規約別紙およびELNET会員規約は適用されません。

コンテンツ利用開始月の料金に加えてご請求いたします

毎月の料金は、システム利用料金と各コンテンツの利用料金、その他の利用料金で構成されます。

別紙に定める

ELNET会員規約第7条②項の規定にかかわらず提供を受けた記事データを、当該契約の期間内でかつ、（２）で定めた利用範囲及び利用条件内で、機械可読形式で
複製、送信して利用することを認めます。なお、複製または再送信により提供した記事データの全て又は一部の再利用（複製、加工、保存、送信等）を禁止します。

（ELNET会員規約別紙）

当日（月曜日は原則として日曜日分を含む）の朝刊を含む新聞（対象紙誌は別途定めま
す）を対象に、会員が登録した検索式に合致する記事データ（見出し）、記事原文、記事
テキストを専用画面上に表示、印刷することができます。そのほか、管理者による特定記
事のピックアップ、記事へのコメント機能、メール配信機能を提供します。
記事データの保存期間は1か月間です。

サービス時間　－　24時間
発行当日を含む雑誌（対象誌は別途定めます）を対象に、ご登録の検索式に合致した
雑誌記事の件数を午前7時台にメールで報告します。
送信されたメールのリンクや指定のＵＲＬからログインし、記事データ（見出し）を専用画
面上で表示することができます。記事データ（見出し）をクリックすると記事原文を専用画
面上で表示することができます。

専用画面での検索結果の一覧表示は最大60日間となります。

サービス時間　－　24時間

国内のニュースサイトを午前0時から午前6時の間に収集し、ご登録の検索式に合致した
ニュースの件数を午前7時台にメールで報告します。
送信されたメールのリンクや指定のＵＲＬから専用画面にログインし、ニュースタイトル等
を専用画面上で表示することができます。ニュースタイトルをクリックすると当該ニュース
へ画面遷移します。
専用画面での検索結果の一覧表示は最大60日間となります。

サービス時間　－　24時間

①MCの利用範囲は、ELNET会員規約第１条に定める会員の組織のうち別に書面で定める範囲とします。
②会員は、コンテンツのうち1つだけ、もしくは双方を選択して利用することができます。
③MCの利用条件は、ELNET会員規約と本会員規約別紙で定めるほか別途書面で定めます。ただし、サービス画面、当社ホームページ上で定めることがあります。
④日本国外での利用は事前に利用する地域を当社に届け出るものとします。
⑤会員はその組織内の利用者にＥＬＮＥＴ会員規約と本会員規約別紙を遵守させるものとし、また第三者に閲覧ができないよう制限するものとします。
⑥会員は、当社と協議のうえ、書面で①、③の事項を変更することできます。ただし、当社は、サービス画面，当社ホームページで定めた事項については同様の方法で
変更することができます。

コンテンツの利用開始は、別に定めがなければ有効期間の開始日からとなります。

コンテンツの1つだけを利用する会員は、他のコンテンツの利用を追加することができます。この場合、追加したコンテンツの利用期間は当初のコンテンツの契約期間と
同一とします。

双方のコンテンツを利用する会員は、有効期間満了の３カ月前の月末までに当社の文書で申し出ることにより、任意の１つのコンテンツの利用だけを終了させることが
できます。
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ＥＬＮＥＴのサービス
モーニングクリッピングメール型でご利用できるサービスは以下となります。

モーニング
クリッピング
メール型

ＥＬｃｌｉｐ
（ｲｰｴﾙｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ）

平日、土曜日

日曜日、祝日（一部を除く）
ＥＬデータベース
（ELDB、ｲｰｴﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）

休止日なし

雑誌 休止日なし

WEBニュース 休止日なし

代行検索

平日

土曜日、日曜日、祝日

■各サービスでのＦＡＸ出力時間は、平日・土曜日・祝日は2時～21時、日曜日はサービス休止となります。
■年末年始は雑誌とWEBニュースとＥＬＤＢ以外はＦＡＸ出力を含めサービスを休止します。
■上記の他、システムの保守・改善のため臨時にサービスを休止させていただくことがあります。

(1)当初料金 １契約毎 50,000円

(2)毎月の料金

　①基本料金 70,000円/月
　（最低使用料金） 基本料金は利用開始月から適用されます。

　②使用料金

新聞検索基礎料金、雑誌利用料金、ＷＥＢニュース利用料金は利用開始月から適用されます。

ＥＬＤＢ
記事ﾃﾞｰﾀ出力料金 １件毎に 5円～10円注4

記事原文出力料金 注3 新聞　１件毎に 100円～300円注4，5

雑誌　１ﾍﾟｰｼﾞ毎に 100円～400円注4，5

ＦＡＸ送信料金 ＩＮＳ網（Ｇ４） 電話網（Ｇ３）

・記事原文出力 １件（ｏｒページ）毎に 市外局番03地域 無料 10円
・ＩＰ電話（050局番等）は「電話網（Ｇ３）」「その他の地域」を適用注6 　　　　　　04地域 無料 10円

・海外への送信は別途ご相談下さい。 その他の地域 5円 20円

代行料金（処理内容に応じた
料金となります） 代行検索１回毎に

郵送料金 500円／回

（切手代含む）　 ＋200円

　③その他の料金

■ご請求額には、ご利用総額に対して別に消費税等が加算されます。

モーニングクリッピングメール型 料金表

（ELNET会員規約別紙）

当日（月曜日は原則として日曜日分を含む）の朝刊を含む新聞（対象紙は別途定め
ます）を対象に、会員が登録した検索式に合致する記事データ（見出し）を、予め指
定された会員のメールアドレス宛に送信します。メールの送信は午前９時頃までに
順次行います。
送信されたメールからは記事原文をパソコン画面上で表示・印刷またはＦＡＸ出力
できます（印刷は出力指示毎に１部のみとなります）。登録できるメールアドレス数
は、３アドレスまで、テーマは３テーマまでです。送信されたメールの保存期間は１ヶ
月とし、メーリングリストのご登録やメールの転送はできません。

翌サービス日に繰越してメール送信します。
ＥＬＮＥＴに蓄積された新聞・雑誌等を対象に検索することができます。記事原文・テ
キスト・記事データはパソコン画面上で表示・印刷できます（印刷は出力指示毎に１
部のみとなります）。また、記事原文は利用部署のFAXに出力することもできます。

サービス時間　－　24時間

発行当日を含む雑誌（対象誌は別途定めます）を対象に、ご登録の検索式に合致
した雑誌記事の件数を午前7時台にメールで報告します。
送信されたメールのリンクや指定のＵＲＬからログインし、記事データ（見出し）を専
用画面上で表示することができます。記事データ（見出し）をクリックすると記事原文
を専用画面上で表示することができます。

専用画面での検索結果の一覧表示は最大60日間となります。
また、メーリングリストのご登録はできますが、メールの転送はできません。

国内のニュースサイトを午前0時から午前5時30分の間に収集し、ご登録の検索式
に合致したニュースの件数を午前7時台にメールで報告します。
送信されたメールのリンクや指定のＵＲＬからログインし、ニュースタイトル等を専用
画面上で表示することができます。ニュースタイトルをクリックすると当該ニュースへ
画面遷移します。
専用画面での検索結果の一覧表示は最大60日間となります。
また、メーリングリストのご登録はできますが、メールの転送はできません。

電話等でのご依頼に応じて、ELDB他のデータベースを代行検索いたします。検索
結果は利用部署のFAXに送信、または郵送致します。

代行検索他のｻｰﾋﾞｽﾃﾞｽｸ
受付時間帯

受付時間　－　9:30～18:00

サービス休止

30円

加入月に毎月の料金に加えてご請求いたします。

毎月のご利用額は、下記の①基本料金、②使用料金のうちどちらか多い方の額になります。
また、③その他の料金に記載した項目をご利用の場合はご利用総額へ追加させていただきます。

１契約毎

新聞検索基礎料金　(固定費） 20,000円

雑誌利用料金　(固定費） 　10,000円注1

WEBニュース利用料金　(固定費） 　10,000円注2

ＥＬｃｌｉｐ

注６．ＩＰ電話を使用したＦＡＸ出力については回線状況によりＦＡＸ出力が正常に行えない場合があります。

80円～250円
-

代行サービス料金(1,000円より)＋ＥＬＤＢ実費

記事原文出力50件（ページ）まで

以降50件（ページ）毎に

【新聞】
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）/月
テーマ追加：10,000円（3テーマ追加、計6テーマまで）/月、20,000円（７テーマ追加、計10テーマまで）/月
広告費換算：20,000円/月

【雑誌】
ご利用人数追加：5,000円（4～10名まで）/月、8,000円（11名～15名まで）/月、10,000円（16名～20名まで）/月

【WEBニュース】
キーワード追加：5,000円（5キーワード毎）/月、送信先アドレス追加：5,000円（1アドレス毎）/月、テーマ追加：5,000円（1テーマ毎）/月
その他必要に応じて料金を設定させていただきます。

注１．利用料金内で3名までご利用可能です。

注２．利用料金内にWEBニュースの5キーワード、1アドレス、1テーマ分の料金も含まれております。

注３．ＦＡＸ出力とＰＤＦ表示で料金の異なる紙誌があります。本文テキストを提供する新聞があります。

注４．記事データおよび記事原文の出力料金は紙誌により異なります。詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

注５．送信されたメールから過日分の記事を出力した場合は、ELDB料金扱いとなります。
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ＥＬＮＥＴのサービス
モーニングクリッピングFAX型でご利用できるサービスは以下となります。

モーニング
クリッピング
FAX型

ＥＬｃｌｉｐ
（ｲｰｴﾙｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ）

平日、土曜日

日曜日、祝日（一部を除く）
ＥＬデータベース
（ELDB、ｲｰｴﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）

休止日なし

雑誌 休止日なし

WEBニュース 休止日なし

代行検索

平日

土曜日、日曜日、祝日

■各サービスでのＦＡＸ出力時間は、平日・土曜日・祝日は2時～21時、日曜日はサービス休止となります。
■年末年始は雑誌とWEBニュースとＥＬＤＢ以外はＦＡＸ出力を含めサービスを休止します。
■上記の他、システムの保守・改善のため臨時にサービスを休止させていただくことがあります。

モーニングクリッピングFAX型 料金表
(1)当初料金 １契約毎 50,000円

(2)毎月の料金

　①基本料金 70,000円～/月
　（最低使用料金）

基本料金は利用開始月から適用されます。

　②使用料金

新聞検索基礎料金、雑誌利用料金、ＷＥＢニュース利用料金は利用開始月から適用されます。

ＥＬＤＢ
記事ﾃﾞｰﾀ出力料金 １件毎に 5円～10円注4

記事原文出力料金 注3 新聞　１件毎に 100円～300円注4

雑誌　１ﾍﾟｰｼﾞ毎に 100円～400円注4

ＦＡＸ送信料金 ＩＮＳ網（Ｇ４） 電話網（Ｇ３）

・記事原文出力 １件（ｏｒページ）毎に 市外局番03地域 無料 10円
・ＩＰ電話（050局番等）は「電話網（Ｇ３）」「その他の地域」を適用注5 　　　　　　04地域 無料 10円

・海外への送信は別途ご相談下さい。 その他の地域 5円 20円

代行料金（処理内容に応じた
料金となります） 代行検索１回毎に

郵送料金 500円／回

（切手代含む）　 ＋200円

　③その他の料金

■ご請求額には、ご利用総額に対して別に消費税等が加算されます。

発行当日を含む雑誌（対象誌は別途定めます）を対象に、ご登録の検索式に合致
した雑誌記事の件数を午前7時台にメールで報告します。
送信されたメールのリンクや指定のＵＲＬからログインし、記事データ（見出し）を専
用画面上で表示することができます。記事データ（見出し）をクリックすると記事原文
を専用画面上で表示することができます。

専用画面での検索結果の一覧表示は最大60日間となります。
また、メーリングリストのご登録はできますが、メールの転送はできません。

国内のニュースサイトを午前0時から午前5時30分の間に収集し、ご登録の検索式
に合致したニュースの件数を午前7時台にメールで報告します。
送信されたメールのリンクや指定のＵＲＬからログインし、ニュースタイトル等を専用
画面上で表示することができます。ニュースタイトルをクリックすると当該ニュースへ
画面遷移します。
専用画面での検索結果の一覧表示は最大60日間となります。
また、メーリングリストのご登録はできますが、メールの転送はできません。

電話等でのご依頼に応じて、ELDB他のデータベースを代行検索し、結果を利用
部署のFAXに送信します（郵送となるサービスもあります）。

（ELNET会員規約別紙）

当日（月曜日は原則として日曜日分を含む）の朝刊を含む新聞（対象紙は別途定
めます）を対象に、ご登録の検索式に合致する記事原文・記事データを利用部署
のFAXへ順次送信します（１週間分をまとめて郵送するサービスもあります）。
モーニングクリッピングFAX型の場合、当日に入力された新聞は午前10時頃までに
配信し、その他の新聞は翌日の午前0時頃から配信します。

翌サービス日に繰越してFAX送信します。
ＥＬＮＥＴに蓄積された新聞・雑誌等を対象に検索することができます。記事原文・
テキスト・記事データはパソコン画面上で表示・印刷できます（印刷は出力指示毎
に１部のみとなります）。また、記事原文は利用部署のFAXに出力することもできま
す。

サービス時間　－　24時間

代行検索他のｻｰﾋﾞｽﾃﾞｽｸ
受付時間帯

受付時間　－　9:30～18:00

サービス休止

毎月のご利用額は、下記の①基本料金、②使用料金のうちどちらか多い方の額になります。
また、③その他の料金に記載した項目をご利用の場合はご利用総額へ追加させていただきます。

加入月に毎月の料金に加えてご請求いたします。

１契約毎
※１法人機関１契約の場合は120,000円/月、２契約の場合は各95,000円/月、３契約以上の場合は各70,000円/月となります。

新聞検索基礎料金　(固定費） 15,000円

【雑誌】
ご利用人数追加：5,000円（4～10名まで）/月、8,000円（11名～15名まで）/月、10,000円（16名～20名まで）/月

【WEBニュース】
キーワード追加：5,000円（5キーワード毎）/月
送信先アドレス追加：5,000円（1アドレス毎）/月
テーマ追加：5,000円（1テーマ毎）/月
その他必要に応じて料金を設定させていただきます。

雑誌利用料金　(固定費） 　10,000円注1

WEBニュース利用料金　(固定費） 　10,000円注2

ＥＬｃｌｉｐ
30円

80円～250円
-

代行サービス料金(1,000円より)＋ＥＬＤＢ実費

記事原文出力50件（ページ）まで

以降50件（ページ）毎に

注１．利用料金内で3名までご利用可能です。

注２．利用料金内にWEBニュースの5キーワード、1アドレス、1テーマ分の料金も含まれております。

注３．ＦＡＸ出力とＰＤＦ表示で料金の異なる紙誌があります。本文テキストを提供する新聞があります。

注４．記事データおよび記事原文の出力料金は紙誌により異なります。詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

注５．ＩＰ電話を使用したＦＡＸ出力については回線状況によりＦＡＸ出力が正常に行えない場合があります。
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ＥＬＮＥＴのサービス
ＥＬデータベース会員がご利用できるサービスは以下となります。

ＥＬデータ
ベース

ＥＬデータベース
（ELDB、ｲｰｴﾙﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）

休止日なし

代行検索

平日

土曜日、日曜日、祝日

■各サービスでのＦＡＸ出力時間は、平日・土曜日・祝日は2時～21時、日曜日はサービス休止となります。
■年末年始はＥＬＤＢ以外はＦＡＸ出力を含めサービスを休止します。
■上記の他、システムの保守・改善のため臨時にサービスを休止させていただくことがあります。

ＥＬデータベース料金表
(1)当初料金 １契約毎 30,000円

(2)毎月の料金

　①基礎料金 １契約毎 5,000円/月
毎月、下記の②と③の料金に加算される料金です。
②と③のご利用がない場合も、当該料金は課金させていただきます。

　②使用料金 ＥＬＤＢ
　（従量料金） 記事ﾃﾞｰﾀ出力料金 １件毎に 5円～10円注2

記事原文出力料金 注１ 新聞　１件毎に 100円～300円注2

雑誌　１ﾍﾟｰｼﾞ毎に 100円～400円注2

代行料金（処理内容に応じた
料金となります） 代行検索１回毎に

ＩＮＳ網（Ｇ４） 電話網（Ｇ３）
市外局番03地域 無料 10円
　　　　　　04地域 無料 10円
その他の地域 5円 20円

郵送料金 500円／回
（切手代含む）　 ＋200円

　③その他の料金

■ご請求額には、ご利用総額に対して別に消費税等が加算されます。

以降50件（ページ）毎に

ユーザー講習会参加費（追加ご利用分）等その他必要に応じて料金を設定させていただきます。

注１．ＦＡＸ出力とＰＤＦ表示で料金の異なる紙誌があります。本文テキストを提供する新聞があります。

注２．記事データおよび記事原文の出力料金は紙誌により異なります。詳細は当社ホームページでご覧いただけます。

注３．ＩＰ電話を使用したＦＡＸ出力については回線状況によりＦＡＸ出力が正常に行えない場合があります。

記事原文出力50件（ページ）まで

加入月に毎月の料金に加えてご請求いたします。

毎月のご利用額は、下記の①基礎料金、②使用料金（従量料金）、③その他の料金を合算した額になります。

利用開始月から適用されます。

代行サービス料金(1,000円より)＋ＥＬＤＢ実費

蓄積当日のＥＬｃｌｉｐの新聞を対象にした代行検索の記事原文出力料金は、ＥＬｃｌｉｐの料金が適用されます。

ＦＡＸ送信料金
・記事原文出力 １件（ｏｒページ）毎に
・ＩＰ電話（050局番等）は「電話網（Ｇ３）」「その他の地域」を適用注３

・海外への送信は別途ご相談下さい。

代行検索他のｻｰﾋﾞｽﾃﾞｽｸ
受付時間帯

受付時間　－　9:30～18:00

サービス休止

（ＥＬＮＥＴ会員規約別紙）

ＥＬＮＥＴに蓄積された新聞・雑誌等を対象に検索することがで
きます。記事原文・テキスト・記事データはパソコン画面上で表
示・印刷できます（印刷は出力指示毎に１部のみとなります）。
また、記事原文は利用部署のFAXに出力することもできます。

サービス時間　－　24時間

電話等でのご依頼に応じて、ELDB他のデータベースを代行
検索し、結果を利用部署のFAXに送信します（郵送となるサー
ビスもあります）。
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