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愛知県図書館報

４階 ビジネス情報コーナー

Ｑ 名古屋市内の地区別の人口は？

Ｑ 流通業のＢ社の業界でのランクはどのくら

い？

Ｑ 就業規則など会社の規程を作る際にお手本に

なるものはありますか。

Ｑ 古紙の回収・再生に関する統計はありますか。

日本と中国の統計が欲しい。

Ｑ 県内のスーパーのリストが欲しい。

Ｑ 機械メーカーＡ社の事業所の所在地を調べたい。

●開館時間

　火曜日～金曜日 午前１０時～午後８時（児童図書室・視覚障害者資料室は午前１０時～午後６時） 

　土曜日・日曜日 午前１０時～午後６時

●休館日

・国民の祝日（日曜日に当たるときは開館）

・月曜日（その日が祝日(振替休日）に当たるときは、次の平日も休館 ）

・第３火曜日

・年末年始(１２月２８日～１月４日）

・館内整理のための休館

●交通案内

　地下鉄 鶴舞線又は桜通線「丸の内」下車 ８番出口から徒歩５分

　市バス 幹名駅１系統・名駅１４系統 「愛知県図書館」下車徒歩３分

　※有料駐車場は有りますが、台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

　　（ 初の 30 分までは無料。以後 30 分ごとに 100 円。 高 1,000 円まで）   
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国内の状況は『紙・印刷・プラスチック・ゴム製

品統計年報 平成 17年』や『古紙統計年報 2005

年版』に記載があります。海外の状況は『古紙ハ

ンドブック 2004』に一部記載があります。

『日本スーパー名鑑』は店舗編と本部編があり、

本部の情報だけでなく、店ごとの細かいデータ項

目（従業員数や月平均売上高）を調べることがで

きます。『全国大型小売店総覧』は市町村別に調

べる際に便利です。また、ドラッグストアは『ド

ラッグストア名鑑』で調べることができます。

上場している会社ならば、『組織図系統図便覧』

で調べることができます。証券コード順に並んで

います。このほか『会社職員録』には支店・営業

所・工場などが、『工場ガイド 愛知』では所在

地別に工場を調べることができます。

『名古屋の町（大字）・丁目別人口 平成17年国

勢調査』には町丁字別の世帯数と男女別の人口

が、『名古屋の学区別人口 平成12年国勢調査』

には、各学区の年齢別人口があります。

『帝国データバンク会社年鑑』では、各社の情報

の末尾に日本標準産業分類1,359種のうち、同じ

業種の全国順位と都道府県内での順位がありま

す。『日本の会社79,000』では399業種のランキン

グがあります。

ビジネスに関する規程集・書式集は、『会社規程総

覧』『人事規程集』『模範実例会社役員規程総覧』

『社内規程百科』『模範実例組織分掌規程総覧』な

ど、４階ビジネス情報コーナーに集めてあります。



● 新聞を調べる● 新聞を調べる ● 相談する● 相談する

● 資格取得・転職・就職・起業に備える● 資格取得・転職・就職・起業に備える

● ● 最新最新の動向は雑誌での動向は雑誌で

ＯＡ機器優先席

● パソコンを使う● パソコンを使う

● コピーをとる● コピーをとる

各階に調査相談カウンターがあります。

図書館司書が、あなたの求めている資料や情報を

提供できるようお手伝いします。

お気軽にご相談ください。

電話、メールでのご相談も受付けています。

　調査相談専用電話（052）212-3200

　メールでのご相談はホームページ

（http://www.aichi-pref-library.jp/）の

「レファレンス（調査・相談）」からどうぞ。 

当館で所蔵していない資料は、リクエストを受付

けています。購入する場合は、通常１ヶ月、他の

図書館から借りる場合は10日程度でご提供しま

す。他の図書館へ複写を申し込むこともできま

す。（複写は有料）

著作権法の範囲内でコピーができます。

白黒コピー    1 枚 10 円

カラーコピー   1 枚 150 円

マイクロフィルムの

コピー  　 　 　
1枚 40 円

データベース等の

プリントアウト  
1 枚 20 円

 

　　　課題を解決する本　　　課題を解決する本

入門書から専門書まで、経済・経営・マーケティ

ング・法律・ＩＴなどあらゆるジャンルの資料が

あなたの疑問等を解決します。

　　　新しい資料　　　新しい資料

新着図書は毎週土曜日に書架に並びます。

ビジネス関係の新着図書の情報は「ビジネス資料

ガイド」をどうぞ。（毎月１回発行）ビジネスに役

立つ資料をまとめてチェックできます。ホームペ

ージにもアップしています。

また、４階ミニ展示でビジネスの新しい動きにあ

わせたテーマで資料を紹介しています。

過去の展示：「社長に学べ！」「新会社法を学ぶ」「職

業・資格の本700冊」「カイゼン」

資格や就職、起業に関する本約 1,000 冊が４階ビ

ジネス情報コーナーにまとめてあります。
　例：『社会保険労務士になるには』『外資系で働く』

　『面接の達人』『成功する起業・開業読本』

　『よくわかる保険業界』（→４階）

また、ビジネスに関するビデオもあります。
　例：『実践！ビジネスマナーのすべて』

　『21 世紀の仕事』（→１階ＡＶ室） 

「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」「エコノミスト」

などの経済誌をはじめ、

各分野の専門誌など

約 2,600 タイトルの

雑誌を受入れています。

（→２階） 

ご自分のパソコンをＯＡ機器優先席でお使いいた

だけます。電源もあります。（16席）

また、無線 LAN アクセス

ポイントを介してインター

ネットに接続できます。
ただし、フレッツ・スポット

（ＮＴＴ西日本）、ホットスポ

ット（ＮＴＴコミュニケーショ

ンズ）と契約されている方のみ

使えます。

インターネットで調べるインターネットで調べる

２･３･４階にインターネット

閲覧用の端末が合計8台あります。

課題を解決する本 

入門書から専門書まで、経済・経営・マーケティ

ング・法律・ＩＴなどあらゆるジャンルの資料が

あなたの疑問等を解決します。 

    

新しい資料 

新着図書は毎週土曜日に書架に並びます。 

ビジネス関係の新着図書の情報は「ビジネス資料

ガイド」をどうぞ。（毎月１回発行）ビジネスに役

立つ資料をまとめてチェックできます。ホームペ

ージにもアップしています。 

また、４階ミニ展示でビジネスの新しい動きにあ

わせたテーマで資料を紹介しています。 
過去の展示：「社長に学べ！」「新会社法を学ぶ」｢職
業・資格の本７００冊｣「カイゼン」 

県図書館のビジネス情報県図書館のビジネス情報

● 企業情報を調べる● 企業情報を調べる

仕事上の問題も図書館で解決！

様々なシーンで図書館がビジネスに役立つことがあります。

たとえばこんなことができます・・・ 

● 法律・判例などを調べる● 法律・判例などを調べる

● 白書を調べる● 白書を調べる

●  統計・調査データを調べる●  統計・調査データを調べる
● 人名を調べる● 人名を調べる

● 地図を調べる● 地図を調べる

ブルーマップ

● 工業規格・特許を調べる● 工業規格・特許を調べる

● 電話帳を調べる● 電話帳を調べる

● 社史を調べる● 社史を調べる

会社の代表者、役員、資本金、従業員数、財務 

状況、ランキングなどを調べることができる企業

名鑑類が４階ビジネス情報コーナーに約 300 種あ

ります。業界別の名簿もあります。
例：『帝国データバンク会社年鑑』

『東商信用録』『中部年鑑』

『会社四季報』『中国進出企業一覧』

『日本マーケットシェア事典』

『工場ガイド』『全国繊維企業要覧』

『日本スーパー名鑑』

『全国設計事務所名簿』

『日本の企業グループ』 

現在使われている法律だけでなく、今後施行され

る新しい法律、廃止された法律、政令・省令、一

部の通達、県の条例、裁判の判例などを調べるこ

とができます。過去の判例や官報は、データベー

スで検索できます。
例：『官報』、各種法律雑誌（「判例タイムズ」「ジュリス

ト」「時の法令」など）（→２階）

『現行法規総覧』、『六法全書』など法律書（→４階）

『愛知県法規集』『名古屋市例規類集』『愛知県公報』な

ど（→３階） 

政策動向を知るには、まず白書を調べます。バッ

クナンバーも保存しています。民間発行の白書も

あります。
例：『経済財政白書』『中小企業白書』『情報通信白書』『エネ

ルギー白書』『観光白書』『貸金業白書』『レジャー白書』『広

告白書』（→４階）

マーケティングに欠かせない数字は各種統計資

料からどうぞ。人口、製造、消費、販売、流通な

ど様々な統計や調査の報告書が使えます。
例：『国勢調査』『工業統計表』『家計消費の動向』

『民力』『国民生活時間調査』『ニッポン人の暮らしの統計』

『食品産業＆食生活データブック』（→４階）

『愛知県統計年鑑』『東海エリアデータブック』

『あいちの人口』（→３階）

日本工業規格（JIS 規格票・JIS ハンドブック） 

を所蔵しています。規格票は最新版が、ハンドブ

ックはバックナンバーもあります。

国内特許資料は平成11年3月発行までを所蔵して

います。以降は「特許電子図書館」のホームペー

ジで検索できます。 

社史はその会社だけでなく業界の情報なども得る

ことのできる有益な資料です。特定の社史をお探し

の場合はご相談ください。社史の出版目録があり

ます。（→４階） 
例：『創造限りなく トヨタ自動車 50 年史』『松坂屋 70 年

史』『名古屋鉄道百年史』『ジャスコ三十年史』『NTTグルー

プ社史』 

企業人や政治家、官僚、各界で活躍する有名人の

経歴などを各種人名事典・名簿で調べることがで

きます。
例：『ダイヤモンド会社職員録』『役員四季報』（→４階）

『人事興信録』『職員録（国立印刷局）』

『愛知県人物・人材情報リスト』（→３階）

各都道府県の道路地図、都市地図、地形図、東海

４県の住宅地図があります。（→１階）

名古屋市内のブルーマップも所蔵しています。

（→１階）

路線価図は

昭和 49 年以降の

愛知県分を所蔵して

います。（→３階） 

全国の『タウンページ』

『ハローページ』が

あります。（→１階）

全国紙、日経４紙、県内発行の地域紙、専門紙

（例：「フジサンケイビジネスアイ」「建通新聞中部」） 

など約90紙を受入れています。古い新聞も縮刷

版、マイクロフィルムでご覧いただけます。

新聞記事を検索できる

データベースもあります。
◇検索できる新聞

　・中日新聞

　・東京新聞

　・日経４紙

　・朝日新聞

　・日刊工業新聞

検索の対象となる期間は新聞ごとに異なります。

検索結果は印刷もできます。


