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①請求者は丸善のナレッジワーカーを利用して選書、購入依頼を行います。
②①で購入依頼されたデータは日々図書館に送信されます。
③図書館の職員により、購入依頼データに対して重複等のチェックが行われ、「図書購入願」の
様式に印刷されます。

④印刷された「図書購入願」は所属長に届けられます。
⑤所属長は受け取った「図書購入願」の内容を確認後、決裁し図書館へ返送します。

図書購入願の流れ
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１.ログイン

URL： http://kw.maruzen.co.jp
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http://kw.maruzen.co.jp/


【ナレッジワーカーご利用マニュアル】

URL： http://kw.maruzen.co.jp

STEP 1 図書館ホームページの「購入希望図書受付(教職員用）」から、もしくは、直接、ＵＲＬにアクセスします。

① 「購入希望図書受付（学

生・教職員用）」をクリック

② 教職員用をクリック

④ Knowledge Workerのトップページへ！！

③ 購入依頼をクリック
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STEP 2

Knowledge Workerへようこそ！！

トップページからログインします。

■トップページ：ログイン■

Knowledge Worker

へようこそ！

ID・パスワードはともに
教職員番号（大文字の
Kからはじまる8桁）です。

初回のログイン時のみ、利
用規約の同意、パスワード
再設定、秘密の質問と答え
を設定して頂きます。
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２.検索から発注まで
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STEP1 キーワードを入力し、検索します。

■商品検索■ 多彩な選書メニューから検索！！

■検索

全文検索エンジンを搭載。
詳細検索もご用意。

■おすすめ本

選書に使える情報満載！
丸善の目利きの選書で先生
方の選書をサポートします。

■分野別トップページ
人文、理工、医学、一般か
らトップページを選択できま
す。

操作：検索トップページから
キーワードを入力し
「検索」をクリックします。

和書250万件
洋書500万件 8



STEP2 検索結果の表示一覧から、在庫、お届け予定日数の確認、絞込み検索が可能です。

検索結果に対して、絞り込
み条件の指定が可能。

■検索結果からカートへ投入■

操作①
検索結果が表示されます
ので、必要な書籍にチェッ
クし、「カートに入れる」を

クリックします。
画像かタイトルをクリックしま
すと、詳細情報をご覧いただ
けます。

操作②
カートに入れた商品が、
カート内に更新されてい
ることを確認します。

「在庫情報」
「お届け予定日」
「おすすめ度★★★」
を表示
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STEP2（補足） eBookの購入について

機関向けeBook 購入可

■検索結果からカートへ投入■

個人向けeBook 購入不可

MeLをカートに入れると、
メッセージが表示されま
す。内容をご確認後、手
続きを進めてください。
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STEP3 カートに入れたご注文は、支払方法を選択して、「購入する」をクリックして次の画面へ。

■カート内容一覧画面■

操作①
内容を確認のうえ、
「注文内容指示へ」を

クリックして「注文内容
指示画面」へ STEP4

（12頁）

「注文者名」の入力
は任意です。

「お客様注文番号」は
入力しないでください。

支払方法は、
「100：注文申請：請求書」に

なっているのを確認してくだ
さい。
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STEP4 予算コードの設定へ。（注文内容指示）

■注文内容指示画面■

①

②

①注文内容一括指示
(STEP5)（13-14頁）
「予算コード」の指示をまと
めて行います。

②注文内容個別指示(STEP6)
（15-16頁）
「予算コード」の指示を1点ごとに
行うこともできます。
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STEP5 まとめて予算コード等注文内容を指示できます。（注文内容一括指示） 予算コードを指定してください。

■予算コード入力画面■

「発注先」は、『仮発注』です。

操作②

入力が完了したら、『この内容で
設定する』をクリックすると、指示
内容が一括で反映されます。

【任意入力】図書館宛メモがあ
る場合、入力します。
入力例：見計らい本あり

操作① 【必須】予算コー
ドは、該当の 予算をプル
ダウンで選択します。
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STEP5 指示内容が反映されますので『注文内容確認へ』をクリックして、最終確認画面へ進みます。

■注文内容指示画面■

選択した『予算コード』が
表示されているのを
確認してください。

『仮発注』となっ
ているか確認し
てください。

指示内容が反映されますので
内容を確認のうえ、
『注文内容確認へ』をクリックして
最終画面へ進みます。

数量変更など、前の画面
に戻る場合は、「カート内
容表示へ」をクリックしま
す。
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STEP6 個別で注文内容を変更する場合。（個別で注文内容を変更しない場合は、STEP7へ）

■注文内容指示画面■

操作①
「個別指示」リンクを
クリックすると、指示画面が開きます。

【任意入力】図書館宛メモがあ
る場合、入力します。
入力例：見計らい本あり

操作③

入力が完了したら、『こ
の内容で設定する』を
クリックすると、指示内
容が反映されます。

操作② 【必須】予算コー
ドは、該当の 予算をプル
ダウンで選択します。
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STEP6 指示内容が反映されますので『注文内容確認へ』をクリックして、最終確認画面へ進みます。

■注文内容指示画面■

選択した『予算コード』が
表示されているのを
確認してください。

『仮発注』となっ
ているか確認し
てください。

指示内容が反映されますので
内容を確認のうえ、
『注文内容確認へ』をクリックして
最終画面へ進みます。

数量変更など、前の画面
に戻る場合は、「カート内
容表示へ」をクリックしま
す。

16



STEP7 注文内容確認画面に遷移しますので、『注文確定』をクリックして、注文を完了します。

■注文確定■

操作①
注文内容確認画面にて、
内容を確認の上、

『注文確定』
ボタンをクリックして注文
完了です。

注文完了
注文が完了すると、ご登録
のアドレスに受付メールが
送信されます。
※予めアドレスを設定している先生に限りま
す。

「予算情報」の変更など、
前の画面に戻る場合は、
「注文内容指示へ」をク
リックします。
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３.マイページ
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STEP1 トップ画面右上の『マイページ』をクリックして、個別のページに進みます。

■マイページ■（1）

操作①
画面右上の『マイページ』
をクリックし、マイページに
移動します。
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STEP2
マイページでは、ご注文の状況照会ほか、検索しても探している書籍が見つからなかった場合、

手入力で購入依頼する方法や各種設定が可能です。

■マイページ■（2）

注文状況照会はここから行
います。

会員情報変更、パスワード
変更もここから行います。

検索しても探している書籍
が見つからなかった場合、
手入力で注文申請する場合
は、ここから行います。
（一斉発注登録 23頁）
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STEP1 マイページからご注文頂いた注文の状況が確認できます。

■注文状況一覧■（1）

様々な条件から検索する
ことが可能です。
① 注文番号
② 注文日
③ 商品名
④ ISBN
ｅｔｃ・・・・・・
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STEP1 マイページからご注文頂いた注文の状況が確認できます。

■注文状況一覧■（2）

検索結果が表示されています。
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STEP1 検索してもヒットしなかった書籍を手入力で購入依頼できます。

■一斉発注登録■（1）

操作①

「書籍コード不明商品
追加」タブを選択します。

できるだけ詳しく入力してください。
・ISBN

・タイトル、著編者
・出版社、発刊年月
・価格
※タイトル及び出版社名は必須

操作②

入力が完了したら、『この内容
で設定する』をクリックすると支
払方法選択画面へ
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操作①

内容を確認のうえ、「注文内容指示へ」を
クリックする。後の手順は通常の購入依
頼と同じ。

STEP1 検索してもヒットしなかった書籍を手入力で購入依頼できます。

■一斉発注登録■（2）
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４.ご利用にあたっての注意事項
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注意！！

画面上に『新規会員登録』ページを用意していますが、新規登録は、図書館が一括して行っておりま

すので、先生方は、ご自分で登録はしないでください。

■新規会員登録■

※お願い
トップページ右上に、

『新規会員登録』ボタンがあ
りますが、

ここからは登録しないでくだ
さい。

■新規登録のお申込み

図書館が一括して行って
おりますので、先生方は、
ご自分で登録はしないでく
ださい。
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注意！！
会員情報は、マイページの画面上から変更が可能です。

IDの変更も可能ですが、教職員番号とリンクしているので、絶対に変更しないでください。

■会員情報変更■

※お願い

会員ＩＤは、教職員番号として
いるため、
絶対に変更しないでください。

マイページのメニューから、
以下をクリックすると、メー
ルアドレス設定や、メールマ
ガジン購読設定などが行え
ます。

会員管理
会員情報変更
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新しいパスワードを入力し、予
め設定した秘密の質問に答え、
パスワード変更を完了します。

マイページのメニューから、以
下をクリックすると、 パスワー
ドの再設定が行えます。

■パスワード変更■

注意！！ パスワードは、会員情報変更と同様、マイページの画面上から変更が可能です。

■パスワードの再設定■
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５. 再設定したパスワードを
お忘れの場合
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注意！！ パスワードをお忘れの場合は、ログイン画面から設定します。 *初期設定は教職員番号（大文字Kから始まる８桁）

■ 再設定したパスワードをお忘れの場合■（1）

IDは教職員番号です。
（K0123456）

操作①

パスワードの再発行を
行います。クリックしてく
ださい。
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注意！！ パスワードの再設定を行います。

■ 再設定したパスワードをお忘れの場合■（2）

※パスワードの再発行

操作①
ID(教職員番号)と、ご登録の
メールアドレスを入力します。

操作②
予め設定している秘密の
質問に答え、『送信』をク
リックすると、パスワード
変更用のURLをご登録さ
れているメールアドレスへ
お送りいたします。

31



６.その他便利な機能
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ナレッジワーカーでは、様々な選書メニューをご用意しています。

■便利な機能■ 多彩な選書メニューをご用意しています！！

■ジャンル別

トップページ設定！

■ 注目テーマ

専門分野のおすすめ本！

各分野の注目テーマを掲載。

専門分野のおすすめ本として

ご活用いただけます。

人文、理工、医学、一般の
いずれかから、トップペー
ジの画面を選択できます。

■ 週刊ベストセラー

ランキング！

丸善店舗でのベストセラー
を分野別にランキングでお
届けします。

■ 丸善がお客様のため

に選書したデータを配信！

丸善が各種リストを個別に

提供します。

■アラート登録で、

最新情報をお知らせ！

キーワード、シリーズなど
を登録するだけで最新情
報をお知らせします。

■ 丸善新刊案内 (和書）！

丸善ｱﾅｳﾝｽﾒﾝﾄ（洋書）！

丸善が大学図書館様向けに
セレクトした「丸善新刊案内」
「丸善ｱﾅｳﾝｽﾒﾝﾄ」のデータを
掲載します。

■この本を買った人は

これも購入しています！

レコメンド機能を搭載。

関連する分野の商品情報
を簡単に見ることができま
す。

■ ７誌の新聞書評！

新聞に掲載された書籍を掲
載します。これでもう新聞を切
り抜く必要はなくなります。

日経新聞
毎日新聞
朝日新聞
読売新聞
産経新聞
中日新聞
東京新聞
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STEP1 マイページの『各種設定』画面から、ユーザー単位で様々な設定が可能です。

■パーソナライズ『各種設定』■（1）

ログイン後の新刊情報を表示す
る分類を選択できます。

新刊の表示ジャンルを設定できま
す。

予め検索できる条件（範囲）を設
定できます。
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STEP2 マイページの『各種設定』画面から、ユーザー単位で様々な設定が可能です。

■パーソナライズ『各種設定』■（2）

検索結果画面表示を、選択でき
ます。

レコメンド表示をする画面を選択
できます。

アラートメールを送信するか選択
できます。
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■パーソナライズ『各種設定』■（3）

メール配信タイミングは、

「発注受付時」のみチェックしてください。

価格表示は、

設定を変更しないでください。

注意！！ 通知メール設定、価格表示設定は、変更しないでください。
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STEP1
マイページの『アラート一覧』画面から、新規アラートの登録、新着アラート情報

の確認が行えます。

■アラート情報『アラート一覧』■（1）

ログイン後、マイページにアラート情報がたまります。

設定したアラートの新着情
報がアップされます。

新規に条件を設定するには、「条
件を設定する」をクリックします。

丸善のアナウンスメントの購読設
定とＲＳＳ登録が可能です。
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STEP2 『条件設定』で様々なアラート条件を設定することが可能です。

■アラート情報『アラート一覧』■（2）

様々な条件でアラート設定
することが可能です。
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終
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