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Web版ステッドマン医学大辞典 for Academy
無料トライアル（試用）申込書

■お客様へ
・本申込書は，Web版ステッドマン医学大辞典 for Academyの無料トライアル申込書です。
・無料トライアルの期間は，開始日より 1カ月を基本とさせていただきます。
・お申込の際は下記の必要事項をご記入の上，本申込書を医学書専門書店または全国の医学書取扱い書店へお渡しください。また，そ
　の便宜がない場合は弊社へ直接お申込みください。（弊社Fax送信先：デジタル企画部 03-5228-2059）
・本申込書が弊社に到着次第，アクセス方法をEメールでご案内いたしますので，Eメールアドレスは必ずご記入ください。
・トライアルの場合でも，裏面に記載された「Web版ステッドマン医学大辞典 for Academy 利用規約」の内容に同意が必要です。同意
　の場合は「同意します」，同意できない場合は「同意しません」にチェックを入れてください。同意いただけない場合はご試用になれ
　ませんので予めご了承ください。また，ご利用状況等をお尋ねする場合がございますので，予めご了承ください。

利用規約に　　□同意します　　　□同意しません

トライアル開始希望日　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

法人・機関名
フリガナ

代表者氏名・役職
フリガナ

ご住所
〒

ご担当者名

お
客
様
情
報

（印）

部署・所属名

TEL/FAX　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/FAX

Eメールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ＠

ご
担
当
者
様
情
報

ご住所 〒

（上記住所と異なる場合）

登録IPアドレス

同時ログイン数　　　　　　　10（トライアルの場合は同時ログイン数が10となります）

（複数の場合，カンマで区切ってください）

書店名

住所

TEL/FAX　　　　　　　　  TEL 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ FAX

ご担当者名

〒

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番30号  
TEL.03(5228)2057  FAX.03(5228)2059
E-mail（デジタル企画部） nm@medicalview.co.jp

お申込日　　　　　　年　　　　月　　　　日

■書店様へ
お客様より本申込書をお受け取りになられましたら，下記の必要事項をご記入の上，弊社宛にFaxをお送りいただきますようお願
い申し上げます。（弊社Fax送信先：デジタル企画部 03-5228-2059）

（印）



Web版ステッドマン医学大辞典 for Academy
利用申込書

■お客様へ
・本申込書は，Web版ステッドマン医学大辞典 for Academyの利用申込書です。
・利用料金のお支払いは，別途定める価格表に該当する料金を，1年間分前納一括払いにてお願い申し上げます。
・お申込の際は下記の必要事項をご記入の上，本申込書を医学書専門書店または全国の医学書取扱い書店へお渡しください。また，そ
　の便宜がない場合は弊社へ直接お申込みください。（弊社Fax送信先：デジタル企画部 03-5228-2059）
・本申込書が弊社に到着次第，アクセス方法をEメールでご案内いたしますので，Eメールアドレスは必ずご記入ください。
・ご利用方法等をご質問・ご相談させていただく場合がございますので，予めご了承ください。
・お申込には，裏面に記載された「Web版ステッドマン医学大辞典 for Academy 利用規約」の内容に同意が必要です。同意の場合は「同
　意します」，同意できない場合は「同意しません」にチェックを入れてください。同意いただけない場合はご利用になれませんので予
　めご了承ください。

利用規約に　　□同意します　　　□同意しません

ご利用開始希望日　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

法人・機関名
フリガナ

代表者氏名・役職
フリガナ

ご住所
〒

ご担当者名

お
客
様
情
報

（印）

部署・所属名

TEL/FAX　　　　　TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/FAX

Eメールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＠

ご
担
当
者
様
情
報

ご住所 〒

（上記住所と異なる場合）

登録IPアドレス

同時ログイン数

（複数の場合，カンマで区切ってください）

書店名

住所

TEL/FAX　　　　　　　　  TEL 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/ FAX

ご担当者名

〒

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番30号  
TEL.03(5228)2057  FAX.03(5228)2059
E-mail（デジタル企画部） nm@medicalview.co.jp

お申込日　　　　　　年　　　　月　　　　日

■書店様へ
お客様より本申込書をお受け取りになられましたら，下記の必要事項をご記入の上，弊社宛にFaxをお送りいただきますようお願
い申し上げます。（弊社Fax送信先：デジタル企画部 03-5228-2059）

（印）

マルチサイト利用オプション □申し込む　　　　　　　　　　　　　　　□申し込まない



第１条（内容）
Web版ステッドマン医学大辞典とは，株式会社メジカルビュー社（以下「メジカル
ビュー社」）が作成するステッドマン医学大辞典をインターネット上で提供するサ
ービス（以下「本サービス」）です。

第２条（本規約の範囲および変更）
１．Web版ステッドマン医学大辞典利用規約（以下「本規約」という）は，メジカル
ビュー社が提供する本サービス（無料トライアルを含む）の利用に関わるすべての
事項に適用されます。
２．メジカルビュー社は，本規約の内容の一部または全部を，事前に告知すること
なく変更，追加および削除できるものとします。

第３条（利用契約とその期間）
１．本サービスの利用契約は，本規約の内容を承諾の上，所定の手続に従い本サー
ビスの利用を申し込み，メジカルビュー社が本サービスの利用を承認した時点で，
利用申込者（以下「契約法人」）とメジカルビュー社の間で成立します。
２．契約期間は１年単位です。（無料トライアルの期間は契約法人とメジカルビュ
ー社で協議の上，別途定めるものとします）
３．契約期間終了前までに，所定の手続きにより契約更新を申し出た場合は，新た
に契約期間が１年延長となります。（無料トライアルの更新はありません）

第４条（利用許諾）
１．利用契約により，契約法人が管理するワンサイトのネットワーク上での本サー
ビスの利用が許諾されます。ワンサイトとは，同一機関で同一住所ないしは隣接す
る範囲内の端末からの接続となります。契約法人のネットワークは，申込時に登録
するIPアドレスによって識別されます。但し，IPアドレスが同一であっても，同一
機関で同一住所ないし隣接する施設以外の端末からアクセスすることはできませ
ん。この場合，別途マルチサイト利用オプションのお申し込みが必要です。
２．本サービスをネットワーク上で同時に利用できる数は，お申し込みいただいた
同時ログイン数の範囲内に限られます。
３．本サービスの利用者は，契約法人に現在所属している方を対象とします。なお，
契約法人は利用者が本サービスを利用するにあたり，本規約を遵守させる責任を
持つものとします。
４．契約法人は，本サービスを利用するにあたり，自らの責任においてコンピュー
タ等インターネットに接続する機器，ソフトウェア，通信手段等を導入・設置する
ものとします。
５．本サービスの利用期間中に利用申込書に記載された内容に変更のある場合は，
速やかにメジカルビュー社に通知するものとします。
６．本サービスは，特定の利用環境で動作します。メジカルビュー社が開示する本
サービスの動作環境以外の環境では，動作の保証を一切しないものとします。

第５条（利用の承認）
利用申込を行った方が以下のいずれかに該当する場合は，利用を承認しない場合
があります。また，承認後であっても承認の取り消しを行う場合があります。
1) 過去に本規約に違反するなどにより，解約が行われていることが判明した
場合

2) 利用申込内容に虚偽，重大な誤記または記入もれがあったことが判明した
場合

3) 利用料金の支払いを怠っていることが判明した場合
4) その他，メジカルビュー社が契約法人の行うことを不適当と判断する場合

第６条（利用料の支払い）
１．本サービスの利用料は，所定の方法に従い別途定める料金を消費税相当額を含
め前納一括払いでお支払いいただきます。
２．第12条２項の場合を除き，契約期間内に途中解約した場合でも，料金の払い
戻しは一切いたしません。

第７条（IDおよびパスワードの発行・管理）
１．メジカルビュー社がIDおよびパスワードを発行した場合，契約法人はその管
理責任を負うものとします。
２．IDおよびパスワードの紛失や盗用があった場合，速やかにメジカルビュー社
に通知するものとします。

第８条（譲渡）
契約法人は，本サービスを第三者に譲渡，貸与しまたは再使用権を許諾しあるいは
担保にすることはできません。

第９条（禁止事項）
本サービスの利用にあたり，以下の行為を行ってはならないものとします。
1) メジカルビュー社および第10条第1項に定める著作権者の著作権，その他
の権利を侵害する行為，また侵害するおそれのある行為

2) メジカルビュー社および第10条第1項に定める著作権者に不利益もしくは
損害を与える行為，またはそれらのおそれのある行為

3) 本サービスを利用した営利を目的とする行為または公共，公益利用を目的
とする行為

4) 本サービスの運営を妨げる行為またはそれらのおそれのある行為
5) 契約法人のIDおよびパスワードを第三者に使用させること
6) 他の契約法人のIDおよびパスワードを不正に使用すること
7) 契約法人以外のIPアドレスを不正に申請すること

第10条（著作権等の権利の帰属）
１．本サービスの「リーダーズ英和辞典」「リーダーズ・プラス」「新和英大辞典」の著
作権は株式会社研究社が有し，その他のデータ等はメジカルビュー社が有してお
り，著作権法，関連諸法規，関連国際条約等で保護されています。
２．契約法人は，本条第1項に定める著作権者の許諾を得ないで，いかなる方法に
おいても，本サービスのデータ等を著作権法で定める範囲外で使用することはで
きません。
３．契約法人は，本条第1項に定める著作権者の許諾を得ないで，いかなる方法に
おいても，本サービスおよびそのデータ等を第三者に公開したり，使用させたりす
ることはできません。

第11条（守秘義務）
メジカルビュー社は，契約法人から申込時に登録された情報を，下記の場合を除き
第三者への開示・提供を行わないものとします。
1) 法的な要請などの正当な理由がある場合
2) 本サービスを運営するために必要な業務委託を行う法人に提供する場合。
但しこの場合，業務委託を行う法人はメジカルビュー社と同等の守秘義務
を負うものとし，その責はメジカルビュー社が負うものとする。

3) 事前に契約法人の同意が得られている場合

第12条（サービス内容の変更，追加，削除および中止）
１．メジカルビュー社は，本サービスの内容の一部または全部を，契約法人に事前
に告知することなく変更，追加および削除することができます。
２．メジカルビュー社は，事前に契約法人に通知することで，本サービスを中止し，
すべての契約法人およびその利用者に対するサービスを終了できるものとしま
す。

第13条（サービスの一時的な中断）
火災や停電，天災，予測できない回線上の障害，その他の不可抗力により本サービ
スの提供ができなくなった場合，また，本サービスのシステムの保守，点検を定期
的，または緊急に行う場合，本サービスを一時的に中断することがあります。

第14条（利用許諾の解約）
契約法人が以下のいずれかに該当すると判断した場合，メジカルビュー社は契約
法人からID等を回収し，直ちに本サービスを解約できるものとします。
1) 申込み内容に虚偽の事実があったことが判明した場合
2) 料金等の支払いを遅延または拒否した場合
3) ID，パスワードを不正に使用した場合
4) 本規約のいずれかに違反した場合
5) メジカルビュー社の業務の遂行上または技術上支障がある場合
6) その他，メジカルビュー社が不適当と判断した場合

第15条(解約)
契約法人が契約期間中に本サービスの解約を希望するときには、10日前までに
メジカルビュー社に通知するものとします。

第16条（免責事項）
１．メジカルビュー社は，本サービスの内容，および契約法人が本サービスを通じ
て得る情報について，その完全性，正確性，適用性，有用性等いかなる保証も行いま
せん。
２．メジカルビュー社は，本サービスの提供，遅延，変更，中止または本サービスに
より得た情報，その他本サービスに関連して契約法人または他の者が被った損害
について一切責任を負いません。

第17条（準拠法）
本規定の成立，効力，履行および解釈に関しては，日本法が適用されるものとしま
す。

第18条（管轄裁判所）
１．本サービスの利用にあたり問題が生じた場合には，双方誠意をもって協議する
ものとします。
２．本サービスの利用に関する紛争は，東京地方裁判所を専属管轄裁判所としま
す。

以上

〒162-0845　東京都新宿区市谷本村町2-30

Web版ステッドマン医学大辞典 for Academy 利用規約



Web版 ステッドマン医学大辞典
for Academy 価格表 （2022年版）

※上記価格はワンサイトのネットワークで契約日より1年間利用した際の価格です。ワンサイトとは，同一機関

で同一住所ないしは隣接する範囲内を意味します。

※同一機関で住所の異なる複数のサイトで利用する場合は別途マルチサイト利用オプションのお申込が必要で

す。詳細はメジカルビュー社までお問い合わせください。

※同時ログイン数は，契約法人のネットワークから同時にログインできる数の上限です。

※認証方法は，契約法人のIPアドレス識別で行われます。「IPアドレス＋ID/パスワード」をご利用希望の場合は

ご相談ください（ID/パスワードは，IPアドレス毎に1つ設定することができます）。

※リモートアクセスの設定はございません。

※利用料金のお支払いは，1年間分前納一括払いにてお願いいたします。

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番30号 
TEL.03(5228)2057  FAX.03(5228)2059
E-mail（デジタル企画部） nm@medicalview.co.jp

※お申し込み，お問い合わせは最寄りの医書取扱店または直接弊社まで。

注）「for Academy」は，大学，病院，専門学校様を対象とした特別価格でございます。

3 250,000円

5 350,000円

10 500,000円

20 750,000円

30 1,000,000円

同時ログイン数 年間利用価格 for Academy（税抜） 正規年間利用価格
（税抜）

設定なし

500,000円

750,000円

1,200,000円

1,500,000円

■Windows
OS：Windows 8.1/Windows 10
対応ブラウザ：Internet Explorer 8-11/Firefox  最新版（SSL通信が必要）
必須アプリケーション：Windows Media Player 10～12（Firefox使用時
　はQuickTime 7以上）（発音音声の再生に必要）

■Macintosh
OS：Mac OS X 10.8-10.15
対応ブラウザ：Safari 6.0-12.0/Firefox 最新版（SSL通信が必要）
必須アプリケーション：QuickTime 7以上（発音音声の再生に必要）
 

マルチサイト利用オプション
同一機関で住所の異なる複数のサイトで利用する場合は，マルチサイト利用オプションのお申込みが必要です。

マルチサイト利用オプションは，上記価格表の料金に加え，50,000円（税抜）が別途必要です。

動作環境（下記以外の環境には対応しておりません。）
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