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茨木市立図書館様 FUJITSU 文教ソリューション 公共図書館

茨木市立図書館 様

IC図書館システムの導入で業務効率を改善。

職員が市民のみなさんと接する機会を増やし、図書館サービスを向上
茨木市立図書館様は、中央図書館と4分館、8室の図書館分室、および移動図書館があり、同規模の自治体の公共図書館の中でトップレベルの
貸出冊数を誇っています。同館は、利用者の利便性向上とフロアサービスの充実を目的にICタグに対応した富士通の図書館システムを導入。
自動貸出機により利用者自身がカウンターに並ぶことなく簡単に貸出手続きができるようにするとともに、新たに案内係を配置するなど図書
館サービス全体のさらなる向上を図っています。

お客様の声

導入事例概要

総合的な評価で富士通さんを選びました。安定稼働のためには当館とベンダーとの間で信頼関係の構築が欠かせません。サ
ポートも含めて、富士通さんの総合力は稼働後の安心につながるものでした。また図書館と一緒に業務改善に取り組む富士
通のフィールド・イノベーションが提案に入っていた点もポイントとなりました。

業
種：文教
ソリューション：FUJITSU 文教ソリューション iLisfiera V3
FUJITSU 文教ソリューション iLiscomp V3
FUJITSU 文教ソリューション Ufinity for Public

課題

効果

市民と接する読書案内など職員にしかできない業務に時間を
かけ、フロアサービスの充実を図りたい

ICタグを活用することで、貸出業務を効率化するとともに蔵書点検など管理業務の負荷を
軽減。人員と時間の有効活用により案内係を配置するなどフロアサービスを向上

図書館を利用する方の利便性を向上したい

利用者自身が自動貸出機を使って簡単かつ速やかに本の貸出手続きを完了。カウンター
に並ぶ必要もなく、読書傾向などのプライバシー保護の課題も解消

ホームページを刷新し情報発信力や予約機能を強化したい

ホームページを見やすいデザインに変更し、子ども向けのページや最近のできごとを紹
介するコーナーを設置。絞り込み検索、My本棚などの機能を利用することで、Webから
の図書の予約の割合が予約全体の70％近くまでアップ
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概要

茨木市立図書館
所 在 地 〒567-0028
大阪府茨木市畑田町1番51号
（中央図書館）
蔵 書 数 1,224,110冊（2015年度）
ホームページ

http://www.lib.ibaraki.osaka.jp/

●本カタログ記載の会社名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。
●記載されている内容については、改善などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
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お問い合わせ先

富士通コンタクトライン（総合窓口）

0120-933-200

受付時間 9：00〜17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）
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