国立国会図書館

東京本館

登録利用者制度と図書館サービス
利用者登録と利用カード……１

館内利用の流れ……３

当館からのお願い・注意事項……２

遠隔サービスのご案内……４

当館の書庫内資料を利用する場合は、利用者登録が必要です。
・利用者登録には「本人確認書類」(※) が必要です。
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登録利用者カード

User ID

利用者 ID

E12000000

利用者氏名

永田

User Name

(※) 本人確認書類とは

・利用者登録をした方に「登録利用者カード」を貸与します。

Registration Card

⇒氏名、生年月日、住所が

（郵送で登録した場合は、来館時にお渡しします。
）

太郎

記載された公的書類。
例） 運転免許証、保険証、

登録利用者カードの取扱いについて

パスポート、学生証、
個人番号カード
（マイナンバーカード） 等

・館内で使用しますので、来館時には必ず持参してください。
・折り曲げたり、汚したりしないでください。
・記名者本人のみ利用できます。他人への貸与や譲渡はできません。
・所有権は、国立国会図書館に帰属します。不要になった場合は、必ず返却してください。
・紛失又は破損があった場合は、直ちに届け出てください。

・管理には十分注意してください。利用者自身による紛失等により、当館に損害が生じた場合は、賠償を求めることがあります。
・有効期限は、登録日又は更新日から 3 年間です。失効日は、NDL-OPAC（国立国会図書館蔵書検索・申込システム）の「申込
状況・利用者情報」から確認できます。また、失効日の約 3 か月前から、「申込状況・利用者情報」上で更新可能です。

★「登録利用者カード」を忘れて来館した
・当日のみ利用できるカードとして「臨時利用カード」を貸与します。
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臨時利用カード

利用者 ID
User ID

Temporary Card

・利用者登録カウンターで、必要書類の記入と「本人確認書類」
（※）の提示が必要です。

F0000

・「登録利用者カード」と同等のサービスを受けることができます。

★パスワードを忘れた
・入退館カウンターにご相談ください。

★カードを紛失した
・館内で紛失した場合は、入退館カウンターにお申出ください。
・館外で紛失した場合は、速やかに当館までご連絡ください。⇒電話：03-3581-2331（代表）

★登録情報に変更があった
・来館の場合は、利用者登録カウンターで手続ができますが、
「本人確認書類」（※）の提示が必要です。
・郵送の場合は、所定の書式に必要事項を記入し、
「本人確認書類」
（※）のコピー（必要な情報が裏面などに
記載されているときは、その部分も必要になります。
）と返信用封筒を同封の上、下記までお送りください。
（書式は当館ホームページ (http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html) からダウンロードできます。
）
〒619-0287
京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3 国立国会図書館関西館

複写貸出係

（「登録利用者情報変更等申請・届出書在中」と朱書）

・利用者登録を行わないで入館する場合……
・
「当日利用カード」を貸与します。カードは退館時に回収します。
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当日利用カード ( 限定利用 )

利用者 ID
User ID

K0000

・利用できるのは右記のサービス（＊）に限られます。＊電子情報の閲覧とプリントアウト
＊専門室の開架資料の閲覧と即日複写
（当館所蔵資料の多くは書庫にあります。当日利用カードでは、書庫内資料は利用できません。
）
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当館からのお願い・注意事項
資料利用規則細部事項
ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋ᮾிᮏ㤋ཬ䜃㛵す㤋䛻䛚䛡䜛
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当 館 で は、ご 利 用 に 際 し、資 料 の 保 全、館 内 の 安 全 及 び 良 好 な 利 用 環 境 の
維持のために利用者の皆様に遵守していただく事項を定めています。また、

ᅜ❧ᅜᅗ᭩㤋䛻䛚䛡䜛㈨ᩱ䛾」䝃䞊䝡䝇
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複写に関しては、資料の保存及び複写サービスの公平で円滑な実施のために
複写サービス提供の細部事項を定めています。これらの内容を記載した左記
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入館の前に……

リーフレットを館内各所に用意していますので、ご一読ください。

筆記用具やお手持ち品などは、備付けの透明袋に入れる
などしてご入館ください。

持込みをお断りしているもの
・B5 サイズ以上の不透明な袋物等（カバン、紙袋、封筒等）
・カメラ、ビデオ
・コピー機、スキャナー
・刃物等の危険物（はさみ、カッター等）
・傘

！

・その他、資料の保全、館の安全、良好な利用環境の
維持等のため、当館が持込みを不適切と判断したもの

図書館の中では

図書館資料を

静かにしましょう

大切に扱いましょう

・携帯電話等はマナーモードに設定し、通話は「通話

・当館の資料は国民の文化的財産として、永く保存する

エリア」でお願いします。

ものです。汚したり破損したりすることがないよう、

・館内は「喫煙室」を除き、全面禁煙です。

資料を大切にお取り扱いください。

・閲覧室や利用者端末設置エリアは飲食禁止（アメ・ ・資料の切取り行為は犯罪です。
ガムを含む。）
です。食堂又は喫茶室をご利用ください。 ・館内は撮影禁止です。
（資料の撮影も禁止です。
）
・閲覧室は、一部の閲覧室や閲覧席を除いて、ノート

・トイレ、喫煙室、食堂、喫茶室への当館資料の持込みは

パソコン等の機器類の使用が可能です。

できません。お近くのロッカーをご利用ください。
・他人に迷惑となる行為は禁止しています。
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館内利用の流れ
1

2

カードをタッチ
するとゲートが
開きます。

入館
入館ゲート

資料の検索
利用者端末で資料の検索
をします。
・利用者端末を使う際は、ログイン (※) が必要です。
(※) 利用カードをカードリーダーにセットし、パスワードを入力すること。

・パスワードを忘れた場合
※前の人と連続して
通過することはでき
ません。扉が閉まる

⇒
「入退館カウンター」
（本館 2 階・新館 2 階）にご相談ください。
・ご不明な点がありましたら、インフォメーションカウンター又は
端末周辺の係員にご相談ください。

のを確認してから
カードをタッチして
ください。
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◎資料請求をしなくてよい資料

資料の請求

・専門室の開架資料
特定の分野について は、「専門室」があり、
資料の一部（事典、参考図書等）は開架資料
として書架にあるため、直接書架から手に
とることができます。

利用者端末から資料請求の
手続きをします。
（新聞等、紙の請求票で申し込む資料も
一部あります。）
請求可能点数：図書 … 3 点
雑誌 … 10 点 等

・電子情報
デジタル化資料、電子ジャーナルなど。
端末上で利用できます。

※当日利用カードの方は資料請求ができません。
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資料の受取
端末で到着を確認し、「受取場所」で資料を受け取り
ます。資料の種類によって、「受取場所」が違います。
図書……図書カウンター（本館2階）雑誌……雑誌カウンター（新館2階）
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等

資料の返却
・資料を受け取ったカウンターに返却
してください。
・返却した点数分、次の資料を請求で
きます。
※受け取った資料を全て返却するまで、退館
はできません。（個人への館外貸出しは
しておりません。）

資料の複写

※後日郵送複写は、受付が終了した段階で
資料が返却の扱いとなります。

・複写サービスは有料です。
・複写サービスは申込方式です。セルフコピーはできません。
・詳細はパンフレット『複写サービスのご案内』をご覧ください。

【紙媒体の資料の複写】
・即日複写
複写製品を申込み当日に受け取ります。
複写申込書を作成し、複写カウンターで申込みをします。

ႇМဇᎍǫȸȉ ᩷ᑥ
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・後日郵送複写
複写製品を後日郵送で受け取ります。
複写申込書を作成し、複写カウンターで申込みをします。
※別途郵送料等が発生します。
※登録利用者の方のみのサービスです。
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退館
退館ゲート

【電子情報の複写】
・プリントアウト
電子情報（デジタル化資料、電子ジャーナルなど）を紙に
印刷して、申込み当日に受け取ります。端末上で作業を
行い、プリントアウトカウンターで申込みをします。
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入退館
カウンター

遠隔サービスのご案内
★ 来館せずに利用できるサービスがあります ★
資料の検索、デジタル化資料、調べものに役立つ情報源、国会に関する情報など、
当館のホームページ上で様々なデータベースやコンテンツを提供しています。
また、以下のようなサービスも実施しています。
（サービスの詳細は、当館ホームページ（http://www.ndl.go.jp/）をご覧ください。
）

登録利用者になると……
遠隔複写
インターネット等で複写（有料）を申し込み、郵送で複写製品を受け取ることができます。
・当館所蔵資料及び契約により利用できる電子ジャーナルの一部に限ります。
・複写する資料と複写箇所の特定が必要です。
・複写製品の受取りは郵送のみです。（来館して受け取ることはできません。）

関西館資料の取寄せ
関西館資料を東京本館に取り寄せて閲覧することができます。東京本館への来館又は
ウェブフォームで申込みができます。
※対象となる資料
洋雑誌、国内博士論文、文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書、規格、海外特許資料、
テクニカルリポート、アジア言語資料（図書、雑誌、新聞、マイクロ）など。

※資料の状態や形態によっては取り寄せられない場合があります。

図書館経由の利用
お近くの図書館や所属の大学図書館などを通じて、資料の貸出し（図書館間貸出しサー
ビス）や資料の内容に関する問い合わせ（レファレンスサービス）、図書館向けデジタ
ル化資料送信サービス等のサービスを受けることができます。詳しくは、お近くの図書
館等に直接お問い合わせください。

お問い合わせ
当館の利用方法、資料の所蔵確認などの簡易なお問い合わせに、電話でお答えします。
所蔵調査では、書名、著者名、発行年代、出版社等、事前にご確認の上お問い合わせ
ください。なお、実際に資料の内容を確認しないと回答できないお問い合わせは
図書館経由でお願いします。
開館日、利用時間など

03-3506-3300（音声・自動応答）

所蔵確認など

03-3506-5293（直通）

受付時間は開館日の 9：30-17：00 です。

◎ 個人情報の取扱いについては、当館ホームページをご覧ください。
トップ > サービス概要 > 登録利用者制度のご案内＞個人情報の取扱いについて（http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html#aboutprivacy）
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