
Juris 利用申請書 / Juris Application Form 
 

Juris のユーザーID・パスワードの交付を申請します。利用にあたっては以下の事項を遵守します。  

I herewith apply for the issuing of user ID/passwords for Juris on the condition that I will abide by the 

below regulations.  
   

1. 一橋大学の所属を離れた場合や、記載内容に変更があった場合はすみやかに届け出るものとします。  

2. ID・パスワードの秘匿は守ります。  

3. 入手した情報は、複製、ならびに第三者に再配布はしません。  

4. 大量のデータを一括または連続してダウンロードしません。  

5. 個人の学術研究および教育以外の目的で使用しません。  

6. パスワード盗難など、申請者本人の過失によるトラブルは申請者が責任を負います。  

1. To inform library staff immediately in case of leaving affiliation of the University or when major changes occur.  

2. To keep ID/password information confidential.  

3. To not copy or distribute any information accessed via the service.  

4. To not download excessive amounts of data. 

5. To not use data for purposes other than academic research or education.  

6. To be held responsible for any problems such as loss of passwords due to the negligence of the applicant.   

 

申請年月日 

Date of 
application 

年      月      日 

(yyyy/mm/dd)  

所属／身分 

Faculty / 
Title 

  
学籍番号 

Student ID 
  

氏名 

Name 

（アルファベット表記：姓） 

(Family Name) *Block letter  

（アルファベット表記：名） 

(First Name) *Block letter 

 

（漢字など：姓）  

  

（漢字など：名） 

 

E-mail  

同意欄 

Agreement 

 当該サービスの利用を目的とした、ユリス社（データベース提供会社）への個人情報提

供に同意します。 I agree to provide my personal information to juris GmbH ,the database provider, 

for the purpose of using this service. 
  

ユリス社（所在地：ドイツ）は EU 一般データ保護規則（DSGVO）に沿った以下プライバシーポリ

シーを公開していますのでご参照ください。Juris GmbH, located in Germany, has published the following 

privacy policy in line with the EU General Data Protection Regulation. Please refer to it as appropriate.  
  

http://n-online.jp/juris_hinweise-zum-datenschutz.pdf 
  

  

ご記入いただいた情報は、当該サービス提供の目的のほか、連絡、統計処理以外には使用しません。また、取得した個人

情報は、国立大学法人一橋大学個人情報保護規則（令和４年３月 25 日規則第 45 号）に基づき適正に管理します。  
  

The information you provide will be used only for the purpose of providing the relevant service, contacting you, and statisti cal 
processing. The personal information obtained will be managed appropriately in accordance with Hitotsubashi University’s 
Guidelines for the Protection of Personal Information (Guidelines, March 25, 2022, Item 45). 
   

  

 Juris の ID 交付対象者は、本学在籍の教職員・学生です。 

 ID の有効期間は一橋大学在籍期間です。一橋大学の籍を離れた場合はただちにお申し出ください。  

 Services are available to faculty, instructors, staff and students of Hitotsubashi University. 

 User ID's are only valid during the enrollment period.  

 Please inform the library immediately upon leaving (i.e.  graduating, retiring) the University.  

http://n-online.jp/juris_hinweise-zum-datenschutz.pdf

