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【データベース概要】
本データベースは、1850 年から 1950 年までの、通信販売や商品カタログ、価格表等、アメリカで販売
されていた様々な商品についての一次資料を集成しています。幅広く学際的な研究のための貴重なビジ
ュアル記録を提供しています。
本データベースによって、19-20 世紀の家庭生活、余暇、文化、百貨店や通信販売の発達、広告の歴史、
アメリカの人種、ジェンダー、商業やマーケティングの歴史、トレンドや消費者の嗜好や消費行動の変
化を辿ることが可能になります。
以下のような研究にご活用いただけます。
•製品デザイン
•建築、インテリアデザイン
•ビジネスと経済
•小売業の歴史
•ファッションのトレンド
•ジェンダーと家庭
•女性史
•家事や家電の発展
•家庭生活と余暇
•食物と飲料
•健康と衛生
原本所蔵機関
カリフォルニア大学サンタバーバラ校
ハグレー博物館・図書館 (Hagley Museum and Library)
ヴィンタートゥール美術館、庭園、図書館 (Winterthur Museum, Garden and Library)
◎

著作権について

本データベースに収録されている資料は、教育および自身の研究の目的においてダウンロード、印刷、
コピーすることが可能です。これらの資料のすべてまたは一部分の複製を販売することは禁止されてい
ます。また、一部の資料は、ダウンロード、印刷、コピーが禁止されています。ダウンロードしたレコ
ードを、著作権者の許可なく改変することはできません。

【利用方法】 本データベースの主な機能は、画面上部のツールバーからご覧いただけます。

①

②

③

④

⑤

⑥

① 内容紹介 Introduction
本データベースの概要や収録資料について紹介しています。本データベースをお使いいただく前に、こ
ちらのページを読むと、資料の内容や出所について、背景情報を知ることができます。
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② 資料閲覧ページ Documents
ページ上部の Documents をクリックすると、本データベース収録資料を産業別に閲覧できます（Browse
by Industry）。List View では、本データベース収録資料すべてが一覧で表示されます。

List Vieｗ
すべての資料を
一覧表示

Browse by Industry
産業別に資料を表示

資料の種類、原本所
蔵機関で絞り込み

タイトルのアルファベット順
に表示されます。
プルダウンから選択して並べ
替えができます。

List Vieｗ
全ての資料は、
Document Type(資料の種類)、
Industry（産業）、
Library/ Archive(原本所蔵機
関)によるインデックスが付
されています。
画面左部のチェックボックス
より、絞り込むことができま
す。
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◎ 資料の詳細表示画面
一覧のタイトルまたはサムネイル画像をクリックすると、資料の詳細が表示されます。
サ ム ネイ ル画 像 をス
クロールできます。

サムネイルをクリックす
ると資料を閲覧できます

資料一覧に戻る。
前後の資料の詳
細をみる。

PDF でダウンロード

ページの移動
資料の画像は、拡大、縮
小、回転が可能です。

Thumbnails タブをク
リックすると資料の
全頁を一目で見るこ
とができます。
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Citation を 表 示 。
EndNote や RefWorks
へエクスポート可能

PDF でダウンロード

◎ 印刷・ダウンロード
資料の印刷・ダウンロードは、PDF に変換することで、可能となります。
資料の詳細表示画面： 閲覧資料の全ページまたは指定したページ範囲を PDF に変換可能。
＊ ページ番号は、ドロップダウンより指定することができます。ページ付けされていない資料
については、ページ番号のかわりに”unpaginated image”と表示されます。
＊ 全ページをダウンロードする場合、ファイルサイズが大きくなり、ダウンロードに時間がか
かる場合がございます。PDF の閲覧には Adobe Reader が必要です。
資料の閲覧画面： 現在閲覧中のページまたは、閲覧中のチャプターを PDF に変換可能。
◎ 書誌情報の生成・エクスポート
資料の詳細表示画面で、

ボタンをクリックすると、書誌情報が表示されます。書誌情

報は、EndNote、RefWorks、zotero へエクスポートできます。
③イメージギャラリー Galleries
本データベースに含まれる膨大なイメージより選ばれた、ハイライトとなるイメージを閲覧できます。

④ 関連資料 Explore
さらに深い調査を行うためのツールが用意されています。

丸善雄松堂 2022 年 5 月作成

◆ Essays
第一線の研究者が執筆した
資料解説のエッセイ(小論文)
を収録しています。これらの
エッセイは、本データベース
に収録される資料を引用して
おり、これらはハイパーリン
クされています。エッセイを
読みながら、そのエッセイが
説明しているオリジナル資料
にリンクすることが可能です。

◆ Industries
本データベース
に収録されてい
る資料に関連す
る産業の説明お
よび、関連資料へ
のリンク。

◆ Chronology
本データベースに関する主要な出来事を年表形式で表示します。
※年表は時代背景を理解するための参考資料です。本データベース収録資料を表示するもの
ではありません。
◆ Business Biographies
本データベースで取り上げられてい
る資料より、主要な人物や企業につい
て、バイオグラフィーを収録していま
す。調査、研究を開始する手がかりと
なります。
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◆ External Links
博覧会に関連する資料を紹介する外部ウェブサイトへのリンク集です。
◆ Search Directories
会社名・ブランド名・地域名から検索することができます。
⑤ 手引き Help
本データベースを利用するにあたっての様々な手引きが記載されています。

⑥ 検索 Search
画面右上の検索ボックス（収録内容すべてから検索）、または、Advanced Search が可能です。
検索ボックスは、トップページは画面中央、そのほかのページでは画面右上にあります。
ボックスに検索したい言葉を入れ、Go をクリックします。
（検索のコツは最終ページをご覧ください）

検索結果は一覧で表示されます。
フルテキスト検索が可能な資料はタイトルの右横に
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アイコン が表示されます。

◎ 検索結果表示画面
タイトルまたは、サムネイルをクリ
ックすると、資料の詳細が表示され
ます。
検索ワードがヒットしたページの
一覧、ヒット数、ヒットした部分の
画像が表示されます。
見たい画像をクリックすると、個別
のページに飛びます。
検索結果一覧に戻る/
前後の検索結果に移動

活字資料は、フルテキスト検索が可能で
す。検索ワードの該当箇所はハイライト表
示されるため、容易に見つけられます。

クリックで資料
の書誌情報の詳
細を表示

ヒットを含む箇所を切り抜き
表示。クリックで全体表示。

詳細な検索 Advanced Search
画面上部のツールバー右端の「Advanced Search」をクリックすると、詳細な検索が可能です。
Advanced Search 画面

検索履歴から再検索
検索語を入力。検索範囲をタイ
トル、場所、会社名、ブランド
主要なキーワードの一覧

名で限定できます。

から検索ワードを指定で
きます。

Word Stemming（語幹）、
Proximity（近接検索）の設
日付、資料の種類、産業、原本

定

所蔵機関で絞り込み

検索対象を指定：Image Gallery（画像資料）また
は Secondary Resources（エッセイなど二次資料コ
ンテンツ）に限定できます。
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*次頁参照

Frequency では、
検索語が収録されて
いる資料の年代を
確認できます。

検索のコツ
◎ 一語以上の検索： AND, OR, AND NOT に対応しています。
例： Illinois AND Pavilion ＝両方の単語が含まれる資料を検索。 スペースでも同様。
Illinois OR Pavilion＝いずれかの単語が含まれる資料を検索。
Illinois AND NOT Pavilion ＝Illinois は含むが、Pavilion は含まない資料を検索。
注： 大文字・小文字は区別しません。
◎ フレーズ検索
フレーズ検索は、”Jim Key”のように、ダブルクォーテーションでくくります。
◎ ワイルドカード
?と*があります。?は、一文字を表し、*は複数文字を表します。例えば、book? は、books を、book* は、
book、books、bookish、bookseller 等も検索用語として認識します。ワイルドカードは、フレーズ検索で
も利用できます。
◎ 複数形
本データベースでは、複数形の自動検出はしません。たとえば、Book と Books を検索したい場合は、
Advance Search 画面の Stemming にチェックを入れるか、ワイルドカードを使用します。
◎ 近接検索（Proximity）
“Illinois w/5 Pavilion“ と検索すると、5 単語以内に Illinois と Pavilion があらわれる資料がヒットしま
す。または Advanced Search 画面で Proximity に数字を入れます。
◎ 語幹（Word Stemming）
Advanced Search ページで、“word stemming”にチェックを入れると、入力した語句のすべての派生形
を検索します。たとえば book では、book、books、booked がヒットします。ただし単純に book から始
まる単語（bookseller、bookkeeper）はヒットしません。この場合はワイルドカードを使用します。
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