
"FOURIN世界自動車産業図書館" 独自開発＝新聞紙誌など紙面情報のデジタル保存と検索･表示･印刷システム

GAID
Global Automotive Intelligence Databank

GAIDの検索は「内容指定」までできますGAIDの検索は「内容指定」までできます

① GAIDの検索は言語、資料名、発行年月日、

見出しを対象にしたキーワード入力から始まります！

③他に類例のない、 GAIDの最も優れているところは

「記事内容」の指定が正確にできることです!

② GAIDの検索条件入力は地域、経済圏指定から

全世界２００ヵ国以上の「国名」指定ができます！

④ GAID検索の世界自動車関係「会社名」指定では

平成２０年７月現在、世界５０００社以上が可能です!

【 GAID保存資料一覧表】 (2008年7月現在。漢字コード順。○日 ＝日本語、○英 ＝英語、○中 ＝中国語、○フ ＝フランス語)

纪纪纪纪21世 道(21世紀経済報道)○中

AAB/ASEAN AUTOBIZ○英

ABA/AutoBeat ASIA○英

ACM/Automotive Component Manufacturers○英

AEA/Automotive Environment Analyst○英

AEI/Automotive Engineering Int'l○英

AEM/Automotive Emerging Market○英

AET/Automotive Engineer & Trader○英

AI/Automotive Industries○英

AID/AID Newsletter○英

AM/Auto Monitor○英

AMS○英

AN/Automotive News○英

ANE/Automotive News Europe○英

AsiaOne Motoring○英

Auto Asia○英

Auto Technology○英

Automotive Electronics○日

Automotive Logistics○英

BW/Business Week○英

Bangkok Post （タイ新聞）○英

Business Times (シンガポール新聞）○英

CBU/China Business Update○英

车CHINA AUTO(中国汽 )○英

CV Dealer○英

China Bussiness Weekly○英

China Economist○英

Consumer Reports○英

Daily News (スリランカ新聞)○英

Daily Times (パキスタン新聞）○英

Detroit News○英

FACTA○日

FT/Financial Times○英

Forbes Asia○英

Fortune○英

Guardian ○英

Hansen Report○英

IHT/International Herald Tribune○英

IMS/IMS Automotive Update○英

JETROユーロトレンド○日

Jakarta Post （インドネシア新聞）○英

Kommersant Moscow○英

Korea Business News (Yahoo)○日

L'argus Auto○フ

Le Journal de l'Automobile ○フ

MOTORINDIA○英

Manila Times （フィリピン新聞）○英

Mobi 21○日

Moscow Times○英

Motor Trend○英

Novosti (ロシア新聞）○英

PG/Power Gram○英

Power Report○英

SB/Supplier Business○英

SPIEGEL○英

St. Petersburg Times○英

Star Motoring (マレーシア新聞）○英

Taipei Times○英

Thailand Automotive○英

The Economic Times (インド新聞）○英

The Economist○英

The Hindu Business Line○英

The Korea Times ○英

The Star （マレーシア新聞）○英

VN/Vehicle News (Magazine)○英

VN/Vehicle News Newsletter (HP)○英

Vietnam Economy○英

WAM/World Automotive Manufacturing○英

WAR/Ward's Automotive Reports○英

WAW/Ward's Auto World ○英

WEU/Ward's Engine Update○英

WSJ/Wall Street Journal○英

RIA Novosti○英

エンジンテクノロジー○日

ジェトロセンサー○日

タイ発ニュース速報○日

トヨタクリエイション○日

バ/バンコク週報○日

ビジネスアイ○日

ポリファイル○日

上海汽車○中

车纪上海汽 (上海汽車報)○中

专 车用汽 (専用汽車)○中

车世界汽 (世界汽車)○中

东 业方企 家(東方企業家)○中

车中国 Motor Show（中国 展）○中

纪中国交通 (中国交通報)○中

业中国企 家(中国企業家)○中

中国公路(中国公路)○中

业纪中国工 (中国工業報)○中

业纪纪 业纪纪中国工 (中国工 )○中

时中国新 代(中国新時代)○中

车 场中国汽 市 (中国汽車市場)○中

车纪中国汽 (中国汽車報)○中

车 纪中国汽 画 (中国汽車画報)○中

车中国汽 界(中国汽車界)○中

纪中国石油 (中国石油報)○中

纪纪中国 学人(中国経済学人)○中

纪纪经纪中国 (中国経済導報)○中

纪纪 纪中国 景气月 (中国経済景気月報)○中

车中国 展(中国車展)○中

中央日報 （韓国新聞）○日

中日新聞○日

中部経済新聞○日

交通世界(交通世界)○中

内燃机(内燃機)○中

内燃机工程(内燃機工程)○中

农业机械(農業機械)○中

农业纪纪经刊(農業経済導刊)○中

农 场机市 (農機市場)○中

车纪北京汽 (北京汽車報)○中

纪北方百合北方剪 (北方百合北方剪報)○中

纪南方都市 (南方都市報)○中

务商 周刊(商務週刊)○中

车商用汽 (商用汽車)○中

际 纪国 商 (国際商報)○中

城市交通(城市交通)○中

车车城市 (城市車輌)○中

业纪纪工 (工業経済)○中

工程机械(工程機械)○中

纪广州日 (広州日報)○中

车纪当代汽 (当代汽車報)○中

车当代汽 （当代汽車)○中

车摩托 (摩托車)○中

车摩托 信息(摩托車信息)○中

车 术摩托 技 (摩托車技術)○中

车 众 车新汽 大 汽 (新汽車大衆汽車)○中

日・タイ パートナーシップ○日

日刊工業新聞○日

日刊自動車新聞○日

日本経済新聞○日

日経 Automotive Technology○日

日経NEエレクトロニクス○日

日経ものづくり○日

日経ビジネス○日

日経産業新聞○日

月刊ニュートラック○日

月刊自動車部品○日

朝日新聞○日

朝鮮日報 （韓国新聞）○日

東洋経済日報○日

柴油机(柴油機)○中

车柴油 配件(柴油車配件)○中

胶 业橡 工 (橡膠工業)○中

车汽 与安全(汽車与安全)○中

车汽 与社会(汽車与社会)○中

车汽 与配件(汽車与配件)○中

车 驾驾驾汽 与 修(汽車与駕馭維修)○中

车汽 之友(汽車之友)○中

车汽 人(汽車人)○中

车 业汽 制造 (汽車製造業)○中

车车车汽 (汽車動態)○中

车 业业业汽 商 (汽車商業評論)○中

车经纪汽 (汽車導報)○中

车经车汽 (汽車導購)○中

车 业汽 工 (汽車工業)○中

车 业汽 工 研究(汽車工業研究)○中

车汽 工程(汽車工程)○中

车 艺汽 工 与材料(汽車工芸与材料)○中

车 场汽 市 (汽車市場)○中

车 纪汽 情 (汽車情報)○中

车 术汽 技 (汽車技術)○中

车汽 文摘(汽車文摘)○中

车汽 族(汽車族)○中

车时汽 代(汽車時代)○中

车车汽 志(汽車雑誌)○中

车车汽 准化(汽車標準化)○中

车车汽 器(汽車電器)○中

车车汽 察(汽車観察)○中

生産財マーケティング○日

财纪 纪第一 日 (第一財経日報)○中

纪纪 纪参考 (経済参考報)○中

纪纪车 纪察 (経済観察報)○中

聨合ニュース （韓国）○日

自動車セミナー○日

自動車工学○日

自動車技術○日

自動車販売○日

読売新聞○日

财纪(財経)○中

运输起重 机械(起重運輸機械)○中

车主之友(車主之友)○中

车王(車王)○中

车 发车用 机(車用発動機)○中

通商弘報○日

週タイ/週刊タイ経済○日

週刊ダイヤモンド○日

週刊東洋経済○日

车重型汽 (重型汽車)○中

车纪重型汽 (重型汽車報)○中

電波新聞○日

その他

GAIDの詳しい内容と使用方法は図書館職員にお尋ねください!!


