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国立国会図書館が提供する書誌データの取込機能を実装している図書館システムの一覧です。 

各図書館システムでの実装方法の詳細や、システム導入に関しては、それぞれのお問い合わせ先にご連絡ください。 

 

会社名 

（法人の種類を 

示す語を除いた 

50 音順） 

図書館 

システム名 

書誌データ提供方式ごとの対応状況 

（○：取込機能を実装済み  △：今後実装予定あり） 

【お問い合わせ先】 
国立国会図書館サーチ API 

※DC-NDL 形式で提供 

MARC 形式 その他 

検索用 API OAI-PMH 

株式会社Ｉ・ＴＥＣ

ソリューションズ 

お気軽図書館 7 ○ △   

問い合わせフォーム： 

https://www.itecsol.jp/servi

ce/okigarutosyo/contact.ht

ml 

株式会社アクセラ

イト 
Zousho ○    

電話：03-6801-8103（代表） 

メールアドレス： 

customer-

center@accelight.co.jp 

エスエイティーテ

ィー株式会社 

ほん太くん △ △ △  
電話：03-5259-3390 

メールアドレス：info@satt.jp 

問い合わせ： 

https://satt.jp/company/co

ntact.htm 

ピタゴラス △ △ △  

ニュートン △ △ △  

バスコ・ダ・ガマ △ △ △  

NEC ネクサソリュ

ーションズ株式会社 

LiCS-Re2 ○ ○ ○  公共第二ソリューション事業

部第一営業部 

図書館システム担当 

電話：03-5730-5122 LiCS-Re for SaaS ○ ○ ○  

株式会社 NTT デ

ータ 
AMLAD® ○ ○   

公共システム事業本部 

第三公共システム事業部 

メールアドレス： 

amlad@am.nttdata.co.jp 

株式会社 NTT デ

ータ九州 

NALIS-u △ △ ○  
社会基盤事業部ソフトウェア

ビジネス統括部 

電話：092-475-5145 

メールアドレス： 

nalis@nttdata-kyushu.co.jp 
NALIS-p ○ ○ ○  

株式会社エム・ビ

ー・エー 

FACIL    

要望により対応 

電話：03-5477-7053（代表） 

メールアドレス： 

info@mba-web.co.jp 

GANGA    

受注開発システム   ○ 

OEC 株式会社 探調 TOOL DX2 ○  ○  

公共パッケージ営業チーム 

電話：086-227-1151 

メールアドレス： 

Birds-info@oec-o.co.jp 

株式会社 OPAC 

WEB 蔵書検索サー

ビス「Simple-

OPAC」 

   

国立国会図書館オンラ

イン書誌情報をダウン

ロードしたデータを取

込可。 

営業部 

電話：043-216-3890 

メールアドレス： 

info@opac8.com 

キハラ株式会社 
ELISE4 ○    

 
ELISE-Egg4 ○    

株式会社九州 JBA School PRO 図書 ○    

システム開発課 

電話：0985-25-3392（代表） 

メールアドレス： 

yosino@jba.co.jp 

京セラコミュニケ

ーションシステム

株式会社 

ELCIELO ○ ○ ○  
パッケージソリューション部 

電話：03-6414-2877（直通） 
El-1 ○ ○ ○  

クワンタム・テク

ノロジー株式会社 
CueLIB △ △ ○  

電話：03-6904-5581（代表） 

メールアドレス： 

info@quantech.co.jp 
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会社名 

（法人の種類を 

示す語を除いた 

50 音順） 

図書館 

システム名 

書誌データ提供方式ごとの対応状況 

（○：取込機能を実装済み  △：今後実装予定あり） 

【お問い合わせ先】 
国立国会図書館サーチ API 

※DC-NDL 形式で提供 

MARC 形式 その他 

検索用 API OAI-PMH 

株式会社高度情報

システム 
BLABO for WEB ○ △   

技術グループ 

電話：03-6228-3355 

FAX：03-5566-5599 

メールアドレス： 

sup@blabo.co.jp 

コンピューターネッ

トワーク株式会社 
ライブラリーRX ○  ○  

豊見城 SDC 

電話：098-851-1557 

メールアドレス： 

library@c-n-c.co.jp 

有限会社コンピュ

ータハウスナノビ

ット 

図書館ナノ ○ △ △  

電話：093-513-5501（直通） 

メールアドレス： 

takasaki@nanobit.co.jp 

株式会社三省堂書店 LX3.0 School ○    

外商推進部ソリューション営

業課 

電話：03-3518-6395（直通） 

メールアドレス： 

k_teshima@mail.books-

sanseido.co.jp 

株式会社 サン・

データセンター 
CLIS Ver3 ○ ○ ○  

電話：046-824-0005（図書館

事業直通） 

メールアドレス： 

clis_sdc@y-net.co.jp 

株式会社シー・エ

ム・エス 
E-Cats Library ○    

営業 

電話：03-5954-1151（直通） 

メールアドレス： 

lib-sal@cmsc.co.jp 

株式会社システム

インナカゴミ 
LMOsky ○  ○ 

検索及びダウンロード

が可能 

システム部システム課 

電話：055-230-7611（代表） 

メールアドレス： 

ana@sin.co.jp 

有限会社シンシス

テムデザイン 

らくらく学校図書館

FM 
○    

電話：084-999-8733 

メールアドレス： 

info@ssdesign.co.jp 
らくらく学校図書館 ○    

こどもの図書館 ○    

総合出版販売株式

会社 
CASA plus ○    

電話：043-440-5300 

メールアドレス： 

h.yoshida.sohan@gmail.com 

株式会社ソフテック LibMax ○ △ ○  

サポート課 

電話：011-669-3007 

メールアドレス： 

info@libmax.com 

第一電子株式会社 

図書丸ねっと ○  ○  ソリューション事業部 

電話：078-920-1700（直通） 

メールアドレス： 

maru@ddk.ne.jp 図書丸 web ○    

株式会社タイムイ

ンターメディア 
BABEL（バベル） ○ △   電話：03-5362-9009（直通） 

株式会社ナトーコ

ンピュータ 

隆（Ryu） 
対応を 

検討中 
 ○  

システム開発部 

電話：096-331-7710（代表） 
皐月 II 

対応を 

検討中 
 ○  
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会社名 

（法人の種類を 

示す語を除いた 

50 音順） 

図書館 

システム名 

書誌データ提供方式ごとの対応状況 

（○：取込機能を実装済み  △：今後実装予定あり） 

【お問い合わせ先】 
国立国会図書館サーチ API 

※DC-NDL 形式で提供 

MARC 形式 その他 

検索用 API OAI-PMH 

日本アウトソース

株式会社 
名館長 V   ○  

BPO 営業部 

電話：03-5719-5446 

メールアドレス： 

support@outsource.co.jp 

株式会社ハザン商会 LX4.0 ○    

ソフト推進事業部 

電話：03-3548-0231（代表） 

メールアドレス： 

library-sys@hazan.co.jp 

株式会社美唄未来

開発センター 

図書館 WA  

（ウェブエース） 
○  △  

企画営業課 

電話：0126-65-2121 

メールアドレス：

info_bmc@bmc.net-

bibai.co.jp 

問い合わせ： 

http://www.bibai.net/bmc/c

ontact.html 

富士通株式会社 iLisfiera ○ ○ ○  

問い合わせフォーム： 

https://www.fujitsu.com/jp

/solutions/industry/educatio

n/social/contact/index.html 

株式会社富士通シス

テムズアプリケーシ

ョン＆サポート 

WebiLis ○    問い合わせフォーム： 

https://cloud-app-

support.fjas.fujitsu.com/inq

uirymenu.html iLiswing ○    

株式会社ブレイン

テック 
情報館 ver.9 ○  ○  

営業グループ 

電話：03-5789-8910（営業窓口） 

メールアドレス： 

sales@braintech.co.jp 

Project Next-L 

※有志によるプロジ

ェクト（システムは

オープンソース） 

Next-L Enju ○    
メールアドレス： 

info@next-l.jp 

三菱電機 IT ソリ

ューションズ株式

会社 

MELIL ○ △ ○  

図書ソリューション営業課 

電話：03-5309-0610 

メールアドレス： 

melil@mdsol.co.jp 

有限会社ユーリンク ライブラリーワン △ △ ○  

電話：06-6305-7086（直通） 

メールアドレス： 

info@u-link.jp 

株式会社リブネット 

ASP 版くまたろう

の森 
○    

電話：0596-25-7903（代表） 

メールアドレス： 

libnet@libnet.co.jp 
オレンジ☆スター ○    

TOP NET ○  ○  

 

【お問い合わせ先】収集書誌部 収集・書誌調整課 メールアドレス： bib-dl@ndl.go.jp 
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