■公共図書館 電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館 （2018年7月1日現在）
※2018年9月13 日データ修正・更新
番号

電子図書館名称

1001 千代田Web図書館
1002 堺市立図書館 電子図書館
大阪市立図書館-電子図書館
1003 大阪市立図書館-電子書籍 by
Rakuten OverDrive
1004 萩市電子図書館
1005 武雄市MY図書館
1006 有田川 Web-Livrary
1007 関市立電子図書館
1008 徳島市電子図書館
1009 綾川町電子図書館
1010 大垣市電子図書館
1011 秋田県立図書館
1012 山梨県立図書館 電子書籍
1013 高根沢町電子図書館
1014 明和町立図書館
1015 豊後高田市立図書館
1016 浜田市電子図書館
1017 今治市電子図書館
1018 志摩市立図書館 電子書籍
1019 流山市立図書館 電子図書
1020 赤穂市電子図書館
1021 大田原市電子図書館
東京都立図書館 電子書籍サー
ビス、都立中央・多摩
おおぶ文化交流の杜 電子図書
1023
館
1022

1024 まつばら電子図書館
1025 府中市電子図書館
1026 三田市電子図書館
1027 札幌市電子図書館
1028 苫小牧市電子図書館
1029 筑西市立電子図書館
1030 小野市立図書館
1031

電子図書
館URL
https://www.
dlibrary.jp/chi
https://www.
dlibrary.jp/SKI
http://www.o
ml.city.osaka.
lg.jp/?page_id
=496
https://www.
dlibrary.jp/hgi
http://www.t
akeomylib.jp/
https://www.
dlibrary.jp/arid
http://ufinity
08.jp.fujitsu.c
om/sekilib/?
https://www.
dlibrary.jp/tok
https://www.
dlibrary.jp/aya
https://www.
dlibrary.jp/ocp
http://www.a
pl.pref.akita.j
p/news/201
https://www.
dlibrary.jp/YM
https://www.
dlibrary.jp/tak

自治体

電子図書館サービス

1032 熊本市くまもと森都心プラザ
1033 八代市電子図書館
1034 龍ケ崎市立電子図書館
1035 八千代市電子図書館

2018年3月サービス変
更

LibrariE&TRC-DL［L］

2007/11

大阪府 堺市

TRC-DL［L］

2011/01

大阪府 大阪市

Rakuten OverDrive
EBSCO eBooks

2012/01

山口県 萩市

TRC-DL［L］

2011/03

佐賀県 武雄市

2011/04

和歌山県 有田川町

TRC-DL

2011/11

岐阜県 関市

Rakuten OverDrive
EBSCO eBooks

2011/11

徳島県 徳島市

TRC-DL［L］

2012/04

香川県 綾川町

TRC-DL［L］

2012/04

岐阜県 大垣市

TRC-DL

2012/07

秋田県

経葉デジタルライブラリ

2012/10

山梨県

TRC-DL

2012/11

栃木県 高根沢町

TRC-DL

2013/05
2013/06

Rakuten
OverDrive(2018/7～）

2018/8 サービス中止
中

2018年3月31日終了

大分県 豊後高田市

TRC-DL［L］

2013/06

島根県 浜田市

TRC-DL

2013/08

愛媛県今治市

TRC-DL

2013/08

三重県 志摩市

TRC-DL

2013/09

千葉県 流山市

TRC-DL

2013/10

兵庫県 赤穂市

TRC-DL［L］

2013/10

栃木県 大田原市

TRC-DL

2013/12

東京都

TRC-DL ［L］
EBSCO eBooks

2013/12

愛知県 大府市

TRC-DL［L］

2014/07

大阪府 松原市

TRC-DL［L］

2014/07

広島県 府中市

TRC-DL

2014/07

兵庫県 三田市

TRC-DL

2014/08

北海道 札幌市

TRC-DL［L］

2014/10

北海道 苫小牧市

TRC-DL［L］

2014/10

茨城県 筑西市

TRC-DL［L］

2014/10

兵庫県 小野市

TRC-DL

2014/10

ヴィアックス電子図書館サー
ビス

2015/02

館内限定

2015/04

2018年3月31日終了

なかのいーぶっくすぽっと（中野 https://
東京都 中野区
区立中央図書館 館内限定）
www3.cit
https://stspl
aza.jp/library
/
https://www.
dlibrary.jp/yat
https://ryuga
saki.libraryre
serve.com/1
https://www.
dlibrary.jp/yac

備考

東京都 千代田区

http://w
群馬県 明和町
ww.librar

https://www.
dlibrary.jp/bun
https://www.
dlibrary.jp/HA
https://www.
dlibrary.jp/bari
https://www.
dlibrary.jp//sh
https://www.
dlibrary.jp/nag
https://www.
dlibrary.jp/ako
https://www.
dlibrary.jp/olib
https://www.
library.metro.
tokyo.jp/sear
https://www.
dlibrary.jp/allo
https://www.
dlibrary.jp/mat
https://www.
dlibrary.jp/fuc
https://www.
dlibrary.jp/san
https://www.
dlibrary.jp/sap
https://www.
dlibrary.jp/tom
https://www.
dlibrary.jp/chi
http://www.li
brary.ono.hyo
go.jp/interne

サービス開
始年月

熊本県 熊本市
熊本県 八代市

TRC-DL［L］

2015/04

茨城県 龍ケ崎市

Rakuten OverDrive

2015/07

千葉県 八千代市

TRC-DL

2015/07
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館内限定

■公共図書館 電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館 （2018年7月1日現在）
※2018年9月13 日データ修正・更新
番号

電子図書館名称

1036 潮来市立電子図書館
1037 桶川市電子図書館
1038 山中湖情報創造館
1039 明石市電子図書館
1040 北見市立図書館電子分室
1041 さくら市電子図書館
1042 豊川市電子図書館
1043 高砂市立図書館
1044 さいたま市電子書籍サービス
1045 田川市電子図書館
1046 みやしろ電子図書館
1047 TRC豊島電子図書館
1048 播磨町電子図書館
1049 まんのう町立図書館
1050 水戸市電子図書館
1051 守谷市電子図書館
1052 加古川市電子図書館
1053 広陵町電子図書館
磐田市図書館 電子書籍サービ
ス
高石市立図書館電子書籍貸出
1055
サービス
1054

1056 東根市電子図書館
1057

大和市文化創造拠点電子図書
館

1058 東広島市立電子図書館
1059 一宮市電子図書館
1060 天塩町電子図書館
1061 日光市立電子図書館
1062 熊谷市立図書館電子書籍
1063 斑鳩町電子図書館
1064 安城市電子図書館
1065 やはぱーく電子図書センター
1066 高知県電子図書館
1067 土浦市電子図書館
1068 ののいち電子図書館
1069 かすかべ電子図書館
1070

播磨科学公園都市圏域定住自
立圏電子図書館（４市町合同）
播磨科学公園都市圏域定住自
立圏電子図書館（４市町合同）

電子図書
館URL
https://itako.
libraryreserv
e.com/10/50
https://www.
dlibrary.jp/oke

自治体

電子図書館サービス

茨城県 潮来市

Rakuten OverDrive

2015/09

埼玉県 桶川市

TRC-DL

2015/10

http://w
山梨県 山中湖村
ww.lib-

https://www.
dlibrary.jp/aka
https://www.
dlibrary.jp/kita
https://www.
dlibrary.jp/sak
https://www.
dlibrary.jp/toy
https://www.
dlibrary.jp/tak
https://www.
dlibrary.jp/sait
https://www.
dlibrary.jp/tag
https://www.
dlibrary.jp/miy
https://www.
dlibrary.jp/trct
https://www.
dlibrary.jp/hari
https://mann
otown.library
reserve.com/
https://www.
dlibrary.jp/mit
https://www.
dlibrary.jp/mor
https://www.
dlibrary.jp//ka
https://www.
dlibrary.jp/kor
https://www.
dlibrary.jp/iwa
https://www.
dlibrary.jp/tak
https://www.
dlibrary.jp/hig
https://www.
dlibrary.jp/ya
https://www.
dlibrary.jp/hig
https://www.
dlibrary.jp/ichi
https://teshi
otown.library
reserve.com/
https://www.
dlibrary.jp/nikk
https://kuma
gaya.libraryre
serve.com/1
https://www.
dlibrary.jp/ikar
https://www.
dlibrary.jp/anj
https://yaha
park.libraryre
serve.com/1
https://www.
dlibrary.jp/koc
https://www.
dlibrary.jp/tsu
https://www.
dlibrary.jp/non
https://www.
dlibrary.jp/kas
https://www.
dlibrary.jp/hari
https://www.
dlibrary.jp/hari

サービス開
始年月

2015/10

備考

2018年3月31日終了

兵庫県 明石市

TRC-DL［L］

2015/10

北海道 北見市

TRC-DL［L］

2015/12

栃木県 さくら市

TRC-DL

2016/01

愛知県 豊川市

TRC-DL［L］

2016/02

兵庫県 高砂市

TRC-DL［L］

2016/02

埼玉県 さいたま市

TRC-DL［L］

2016/03

福岡県 田川市

TRC-DL［L］

2016/03

埼玉県 宮代町

TRC-DL

2016/04

東京都 豊島区

TRC-DL［L］

2016/04

兵庫県 播磨町

TRC-DL

2016/04

香川県 まんのう町

Rakuten OverDrive

2016/05

茨城県 水戸市

TRC-DL

2016/06

茨城県 守谷市

TRC-DL［L］

2016/06

兵庫県 加古川市

TRC-DL

2016/07

奈良県 広陵町

TRC-DL［L］

2016/09

静岡県 磐田市

TRC-DL

2016/10

大阪府 高石市

TRC-DL

2016/10

山形県 東根市

LibrariE&TRC-DL

2016/11

神奈川県 大和市

LibrariE&TRC-DL［L］

2016/11

広島県 東広島市

LibrariE&TRC-DL［L］

2016/11

愛知県 一宮市

LibrariE&TRC-DL

2017/01

北海道 天塩町

Rakuten OverDrive

2017/04

栃木県 日光市

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/04

埼玉県 熊谷市

Rakuten OverDrive

2017/04

奈良県 斑鳩町

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/04

愛知県 安城市

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/06

岩手県 矢巾町

Rakuten OverDrive

2017/08

高知県

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/10

茨城県 土浦市

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/11

石川県 野々市市

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/11

埼玉県 春日部市

LibrariE&TRC-DL［L］

2017/12

兵庫県 たつの市

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/01

4市町合同運営

兵庫県 穴粟市

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/01

4市町合同運営
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■公共図書館 電子図書館サービス（電子書籍貸出サービス）実施図書館 （2018年7月1日現在）
※2018年9月13 日データ修正・更新
番号

電子図書館名称
播磨科学公園都市圏域定住自
立圏電子図書館（４市町合同）
播磨科学公園都市圏域定住自
立圏電子図書館（４市町合同）

サービス開
始年月

備考

2018/01

4市町合同運営

兵庫県 佐用町

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/01

4市町合同運営

茨城県 鹿嶋市

LibrariE&TRC-DL

2018/01

豊田市中央図書館ふるさとアー https://ww
w.d愛知県 豊田市
カイブ
library.jp/to

LibrariE&TRC-DL

2018/01

東京都 渋谷区

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/02

静岡県 浜松市

Rakuten OverDrive

2018/02

埼玉県 三郷市

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/03

東京都 八王子市

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/04

Rakuten OverDrive

2018/04

三重県 松阪市

LibrariE&TRC-DL［L］

2018/04

徳島県 阿南市

Rakuten OverDrive

2018/04

KinoDen

2018/04

Rakuten OverDrive

2018/06

LibrariE&TRC-DL

2018/07

はままつ電子図書
by Rakuten OverDrive

1075 三郷市電子図書館
1076 八王子市電子書籍サービス
1077 綾瀬市立電子図書館
1078 松阪市電子図書館
1079 阿南市電子図書館
1080 とくしま電子図書館
1081

電子図書館サービス

LibrariE&TRC-DL［L］

1073 渋谷区電子図書館
1074

https://www.
dlibrary.jp/hari
https://www.
dlibrary.jp/hari
https://www.
dlibrary.jp/kas

自治体
兵庫県 上郡町

1071 鹿嶋市電子図書館
1072

電子図書
館URL

KOBE電子図書館 by Rakuten
OverDrive

1082 大和高田市立 電子図書館

https://www.
dlibrary.jp/shi
https://hama
matsu.libraryr
eserve.com/
https://www.
dlibrary.jp/mis
https://www.
library.city.ha
chioji.tokyo.jp

https://
神奈川県 綾瀬市
www.aya

https://www.
dlibrary.jp/mat
https://anan
city.libraryres
erve.com/10

http://w
徳島県
ww.librar
http://w
兵庫県 神戸市
ww.city.k
https://
奈良県 大和高田市
www.d-

（注）

※TRC(図書館流通センター）提供の図書館サービス「TRC-DL」はｍ2016年11月前は「TRC-DL」、2016年11月以降は「LibrariE＆TRC-DL」と表示してい
ます。

（注）

※図書館サービス「TRC-DL」「LibrariE＆TRC-DL」において、「TRC-DL［L］」「LibrariE＆TRC-DL［L］」については
サービス）を配信しています。
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LibrariEコンテンツ（日本電子図書館

