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本書では inYourBox の使い方を簡単に解説していきます。

尚、本書で掲載しているサイト画面は全て本書作成時点のものとなります。
今後のアップデートにより仕様が変更となる可能性がございますので、ご了承下さい。
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Welcome to inYourBox !

inYourBoxとは？

inYourBoxの3つのメリット

inYourBox にようこそ！

高画質なFAXでお送りする CLOUD FAX
お客様に代わってPDFを購入する代理購入サービス
出版社と契約することで文献をPDFでお届けするPDF納品

これらのサービスのお申込みからお受取までの全行程をパソコン・
スマホ・タブレットのマルチデバイスで行える、インフォレスタが
お送りする新しい WEBプラットフォーム、それがinYourBox です！

デバイスを選ばないから
時間も場所も気にせず文献が受け取れる！

600dpi の高画質 FAX もしくは
PDF データ納品だからキレイ！

文献を確保次第 WEBで納品するから
とにかく早い！
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Service Introduction

inYourBoxサービス紹介

inYourBox には大きく分けて３種類のサービスが存在します。

JCOPY の
管理著作物

国内出版社の
出版物

国内及び
海外文献全て

海外文献のみ国内出版社の
出版物対象文献

サービス名

IMAGE PDF TEXT PDF FAX
※印刷使用

※入手の可否は　
　提携図書館の
所蔵による

TEXT PDF納品形式

JCOPY
実費 +1,000

国内出版社
一律 1,500

国内出版社
一律 1,500

複写料
＋

著作権料
＋

815

実費＋ 2,100料金

冊子から
スキャンした
文献をPDF化
本HP内での
呼称は
IMAGE PDF

海外出版社
からPDFを
購入・お届け

600dpiの
高画質FAXで
文献を送信
ご利用の際は
印刷して使用

出版社から
直接PDFを
入手
本HP内での
呼称は
TEXT PDF

備考

カラー対応 ○ ○ ○×

※１回まで※ JCOPY分
別途許諾必要

転送
△ ○ ○×

テキスト
コピペ・検索 × ○ ○×

PDF納品サービス CLOUD
FAX

代理購入
サービス
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How to inYourBox ?

inYourBox の使い方

ログインについて

共通画面（メニュー部）について

ID・パスワードを入力してログイン
☆アカウントをお持ちでない方は、
　ログインボタン下の
　「インフォレスタを初めてご利用頂く方〜」
　から飛んだ先のページで会員登録をして
　下さい。

上部メニューをクリック/タッチすると各ページを表示します

各種サービス
お申込み

PDFとCLOUD FAX の
お申込みができます。

（詳しくは P.6 へ）

代理購入サービスの
お申込みができます。

（詳しくは P.8 へ）

各文献のお受取（転送）
ができます。

（詳しくは P.9 へ）

お知らせメールの受信
設定や送信先アドレス
の設定等が行えます。

共有PCからのアクセス
後等はこちらから
ログアウトができます。

本サイトの詳しい解説
を見る事が出来ます。

設定

代理購入サービス
お申込み ヘルプ

お客様の
受信BOX ログアウト
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How to inYourBox ? - Order -

inYourBox の使い方 〜各種申込み編〜

料金（税抜）

PDF納品 管理団体毎の特徴と注意事項

CLOUD FAX 注意事項

 ・文献を FAX で送信するため、白黒のみのご対応となります。
 ・使用される際は必ず印刷して使用して下さい。
 ・印刷使用できるのは、１文献につき１部のみです。

◆ CLOUDFAX ＞ 複写料＋著作権料＋ ¥815

◆PDF納品
 ・JCOPYの管理著作物 　＞ 実費＋ ¥1,000
 ・提携国内出版社の出版物 ＞ 一律　 ¥1,500

「各種サービスお申込み」ページからは「CLOUD FAX」「PDF 納品」及び
従来からの弊社サービス「紙納品」がお申込み頂けます。

PDF形式

転送

保存

印刷

著作権
管理団体

JCOPY 提携国内出版社

△ 

△ 

△

○

○ ○

○

○

○

IMAGE PDF TEXT PDFIMAGE PDF

※別途許諾必要

※別途許諾必要

※ JCOPYの著作権許諾取得の方法については各管理団体へとお問い合わせ下さい

※別途許諾必要

※ 1回まで

※ 2部まで

※ 1回まで

※ 2部まで
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お申し込み方法

①書誌事項を入力して次へのボタンをクリック / タッチ

③申し込み文献の数だけ①と②を繰り返し、
　最後に申込み内容確認ボタンをクリック / タッチ

②ご希望の納品形式のボタンを選択、文献追加ボタンをクリック / タッチ

②クリック

③クリック

④クリック

最後にクリック！

①入力
※雑誌名はタイトルの頭を数文字入れると候補が検索されます。ご活用下さい

後に出てくる確認画面をチェックし、内容に問題がなければ注文を確定させて下さい。
※紙納品希望時は配送先情報の記入欄が表示されますので、そちらもご確認下さい。
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How to inYourBox ? - Proxy -

inYourBox の使い方 〜代理購入編〜

お申し込み方法

注意事項

 ・海外文献のみのご対応となります。
 ・PDF １ファイルにつきご利用人数は１名です。
　 ファイルの共有・配布は絶対にしないで下さい。

「お申込件数」を選択後、書誌事項を入力してボタンをクリック / タッチ

「代理購入サービスお申込み」からは同名のサービスがお申込み頂けます。

後に出てくる確認画面をチェックし、内容に問題がなければ注文を確定させて下さい。

※料金について事前連絡の欲しい
　方はここをチェックして下さい

①選択

②入力

③クリック
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How to inYourBox ? - Download -

inYourBox の使い方 〜受け取り編〜

各種文献お受け取り方法

アイコン一覧

文献のご利用の際はアイコンをクリック/タッチするだけ！

お受取り可能　…………………………………………………………………

お受取り不可　…………………………………………………………………

※納品形態により、ブラウザ上で表示されるものと、ダウンロードが始まるものがあります。

受取可能な
CLOUD FAX 文献です。

受取可能な代理購入文献
もしくは Excel 等の別形式
ファイルです。

受取可能な
PDF 文献です。

現在取り寄せ中の文献です。 何らかの理由で
納品できなかった文献です。

各サービスにお申込みされた文献は「お客様の受信BOX」に届きます。

クリック
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Let's inYourBox!

早速 inYourBox を試してみよう！

inYourBoxへのアクセス

QR コード

http://www.inyourbox.net/
チュートリアル版
http://www.inyourbox.net/help/tutorial/

お客様のご利用を
心よりお待ちしております！

検 索inyourbox

検索でもヒットします
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