
レクサス シンクライアント方式 CD・DVD サーバにおける 
動作確認コンテンツリスト 

                                                 2009 年 11 月現在 

 

 レクサス シンクライアント方式 CD・DVD サーバにおける、弊社およびお客様納入システムでこれ

までに動作が確認されたコンテンツの一覧です。これらの実績から、従来方式（クライアントベース）

のシステムで使用可能なコンテンツであれば、これ以外のコンテンツにつきましても、クライアントサ

ーバ型など、ごく一部の例外を除いて弊社『シンクライアント方式』での動作に問題はない、というこ

とが実証されたと考えます。なお確認ご希望のコンテンツにつきましては、バックアップ（コピー）を

お貸しいただければ弊社にて動作確認をさせていただきます。  

お問い合わせ、お申し込み 

TEL 044-844-2255  FAX 044-844-7720 

mailto info@rexas.co.jp 

 

 

 

 

 

 

【動作確認コンテンツリスト】 

 

「新聞」 

日本経済新聞 1992 年版～2004 年版 

 

日経産業新聞 日経金融新聞 日経流通新聞 1994 年版～2000 年版 

日経産業新聞 日経金融新聞 日経 MJ（流通新聞） 2001 年版～2004 年版 

 

明治の読売新聞 1874 年(明治 7 年)～1912 年(明治 45 年) 

大正の読売新聞 1912 年(明治 45 年)～1926 年(大正 15 年) 

大正の読売新聞 世界大百科事典 第 2 版 

昭和の読売新聞Ⅰ 1926 年(大正 15 年)～1936 年(昭和 11 年) 

昭和の読売新聞Ⅱ 1937 年(昭和 12 年)～1945 年(昭和 20 年) 

昭和の読売新聞 世界大百科事典 第 2 版 

 

朝日新聞戦後見出しデータベース 1945-1999 

CD-ROM 朝日新聞戦前紙面データベース 昭和元年～9 年編 

CD-ROM 朝日新聞戦前紙面データベース 昭和 10 年～20 年編 

朝日新聞 号外 － 明治１２年堂島米相場からＷ杯まで 

 

CD-毎日新聞 1991 年～2006 年 



THE FINANCIAL TIMES 2003 

THE INDEPENDENT 2001 

THE INDEPENDENT 2003 

 

「雑誌」 

医学中央雑誌 

 

雑誌記事索引 1975.1～2004.12 

 

大宅壮一文庫 雑誌記事検索 1988～2006 

 

「統計」 

国民経済計算年報 平成 11 年度版（1999） 

民力 2006[1989～2006] 

日本統計年鑑 平成 16 年 第 53 回 

消費者物価指数年報 平成 14 年 

経済統計年鑑 2003 

 

「白書」 

防災白書 平成 15 年版, 平成 16 年版 

犯罪白書 平成 15 年版 

通商白書 2003 年版, 2004 年版 

中小企業白書 2003 年版, 2007 年版 

青少年白書 平成 15 年版, 平成 16 年版 

自治六法 平成１７年版 

国民生活白書 平成 15 年度 

警察白書 平成 15 年版, 平成 16 年版 

外交青書 平成 15 年版 

男女共同参画白書 平成 15 年版, 平成 16 年版 

情報通信白書 平成 15 年版, 平成 16 年版 

障害者白書 平成 15 年版 

国土交通白書 平成 15 年度 

 

「企業情報」 

CD-Eyes TSR 企業情報ファイル 2007.5, 2008.5 

 



「蔵書目録」 

現代日本文学全集綜覧【作家名、内容、作品名綜覧】 

現代日本文学全集綜覧【よみから探す作品名綜覧】 

世界文学全集綜覧 

新潮文庫 全作品目録 1914～2000 

 

国立国会図書館蔵書目録(明治期） 

国立国会図書館蔵書目録(大正期） 

国立国会図書館蔵書目録 昭和元年～昭和 24 年 3 月(J-BISC) 

国立国会図書館蔵書目録 1948.1～2007.3(J-BISC) 

 

日本書籍総目録 2002～2004 

 

「出版」 

N-BISC 2004 年 3 月版 

 

TRCCD ～1978 

TRCCD 1979～2007.11 

 

「人文・社会」 

CD 論文集内容細目総覧 

新編 国歌大観 （専用 CD ドライブが必要） 

萬朝報 

風俗画報 

和漢三才図会 

群書類従 

20 世紀の日本と世界 新聞と写真で見る 100 年の歩み 

 

「教育」 

教育学論説資料 第 20 号 2000 年分 第 5 分冊（増刊） 

教育学論説資料索引（創刊号～第 20 号） 

日本語学論説資料 第 35 号 1998 年分 第 5 分冊 

日本語学論説資料索引(創刊号～第 38 号) 

英語学論説資料 第 32 号 1998 年分 第 1 分冊 

英語学論説資料索引（創刊号～第 35 号) 

中国関係論説資料 第 44 号 2002 年分 第 4 分冊（増刊） 



 

現代学校教育大事典 

学校教育辞典 

 

「法律」 

法律判例文献情報 2004 年版Ⅰ 

法律判例文献情報 2004 年版Ⅱ 

 

ジュリスト 

別冊ジュリスト 

 

旬刊金融法務 

 

リーガルベース 全判例必要全文 第 29 版 

リーガルベース 判例コメント 第 20 版 

リーガルベース 法令 第 18 版 

 

イントラネット版 判例体系 

判例体系 公法編 1 2005 年版 

判例体系 刑事法編 2005 年版 

判例体系 本文検索 2005 年版 

判例体系 検索システム Ver.2.2 

判例体系 民事法編 1 2005 年版 

判例体系 民事特別法編 2005 年版 

判例体系 社会経済法編 2005 年版 

判例体系 要旨検索 2005 年版 Ⅰ 

判例体系 追補版 2004 年版 

 

現代法律百科大辞典 

 

「人物情報」 

現代日本人名録 2000 年度版 

現代日本人名録 2004 年度版 

現代日本執筆者大事典 第 4 期 第 5 巻・索引 

研究者 研究課題総覧 1996 年版 

日本人名録 物故者編 1901～2000 



職員録 平成１６年版 上巻 下巻 

 

「技術」 

科学技術文献速報 化学・化学工業編（国内編） 2002 No.5 

科学技術文献速報 化学・化学工業編（外国編） 2003 No.9 

科学技術文献速報 機械工学編 2003 No.4. 

科学技術文献速報 電気工学編 2003 No.5 

溶解現象シミュレーション Solve It！ 

 

「税務財務」 

税務財務通信データベース for Windows VOL8.0 

 

「マルチメディア」 

花図鑑 Vol.1 鉢花 育てる花[415 種] 

花図鑑 Vol.2 切花 育てる花[384 種] 

いきたないなんていわないで うんち博覧会 

どうぶつチャンネル あかちゃんがうまれた 

どうぶつチャンネル しっぽでメッセージ 

どうぶつチャンネル はらぺこだいさくせん 

らすたぁちゃんとあそぼ 

マルチメディア はたらく自動車図鑑 

浮世絵 

二十世紀の肖像 

日本の祭 

遥かなる古代遺跡 

日本の名城 

日本の世界遺産 

日本の国立公園 

世界遺産 

世界のミステリーゾーン 

世界の空撮 

空から見た日本 Vol.1 ［岬と海岸線］ 

空から見た日本 Vol.2 ［空撮百名山］ 

空から見た日本 Vol.3 ［ふるさと上空］ 

世界の音楽と楽器 2000 

ことばずかん かざることば 



ことばずかん うごきのことば 

コンピュータ図鑑 人体編 

動物地球遺産 

世界の猫 デジタル図鑑 

世界の犬 デジタル図鑑 

森の動物たち 

地球 The Home Planet 

銀河宇宙 

ハッブル宇宙望遠鏡の世界 

全天 88 星座 夜空の美術館完全版 

マルチメディア 鳥類図鑑 

マルチメディア 哺乳類図鑑 改訂版 

マルチメディア 魚類図鑑 

マルチメディア 爬虫類両性類図鑑 

マルチメディア カブトムシクワガタムシ図鑑 

マルチメディア 植物図鑑 

マルチメディア 太陽系図鑑 

図鑑おもしろ博士 第 1 巻 昆虫 1 ～甲虫編～ 

図鑑おもしろ博士 第 2 巻 昆虫 2 ～トンボ・バッタ編～ 

図鑑おもしろ博士 第 3 巻 昆虫 3 ～チョウ・ガ編～ 

図鑑おもしろ博士 第 4 巻 動物 

図鑑おもしろ博士 第 5 巻 鳥 

図鑑おもしろ博士 第 6 巻 魚 

図鑑おもしろ博士 第 7 巻 海の生き物 

おさかな図鑑 － 第一集 

おさかな図鑑 － 第二集 

おさかな図鑑 － 第三集 

おさかな図鑑 － 第四集 

おさかな図鑑 － 第五集 

おさかな図鑑 － 第六集 

 

「辞典」 

オックスフォード語学大事典-第 2 版 

スーパー大辞林 

電子広辞苑第 4 版 

今昔文字鏡単漢字 10 万字版 



 

「その他」 

食べ物百科 

DOS／V magazine '98 02-01 

DOS／V magazine '98 09-15 

DOS／V magazine '98 6-15. 

ProQuest ABI・INFORM VOL ABG-99-6G 

ゼンリン電子地図帳 ZⅡ 全国版 

 

「オンラインコンテンツ」 

毎日 News パック 

聞蔵Ⅱ ビジュアル 

Japan Knowledge 

NICHIGAI／WEB サービス 

日経テレコン 21 

 

【動作が確認できなかったコンテンツ】 

 

Talk Now シリーズ （リモートデスクトップ環境において音声ドライバの不整合がある模様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


