
メールアドレスを以下のいずれかの方法でご登録いただくと、会員番号やパスワードを忘れた場合
にWebですぐに確認できます。

手続き内容 受付方法

講座名 受付時間

お手続きの方法　

会員番号をお手元にご準備いただき保護者のかたがおかけください。

各講座会員向けお問い合わせ窓口

お手続きの方法と連絡先

入金方法変更
（コンビニ振込、郵便振込、口座自動引落）

会員番号とパスワードを
ご用意ください。

●入金方法変更
　（コンビニ振込、郵便振込、口座自動引落)

（２４時間受付・通話料無料）

※会員番号・ゼミにご登録の電話番号・お子さまの
　誕生月・日をご用意ください。
※〈こどもちゃれんじbaby〉除く
※一部のＩＰ電話からは042-670-1087へおかけく
　ださい。（ただし通話料がかかります）
※間違い電話が増えておりますので、電話番号をよ
　くお確かめのうえ、おかけください。   

※〈こどもちゃれんじbaby〉特別号から
　お申し込みのかたは、6か月号でお届
　けするパスワードをご利用ください。
※〈こどもちゃれんじbaby〉は、Webでは
　お支払い期間変更はできません。

※〈こどもちゃれんじすてっぷ〉ご受講中のかたは、変更のお申し
　出をいただくまで、〈すてっぷ〉でご受講中のコースと同じものを
　〈じゃんぷ〉でも引き続きお届けします。

こどもちゃれんじ

電話番号
通話料無料

0120-55-4103

0120-977-377

0120-929-100

0120-933-599

0120-332-211

電話番号
（※一部IP電話専用）

042-679-8561

042-679-8563

042-679-8565

042-679-8185

042-679-8567

9：00～21：00
（年末年始除く）

小学講座

中学講座

中学講座 〈中高一貫スタイル〉

高校講座

住所・電話番号・通学校などの変更　

受講プラン・コース・学習スタイル変更
（小～高校講座のみ・中高一貫除く）

お支払い期間変更
（毎月払い→一括払い　のみ）
受講費・お支払い内容の確認

お客様サポート
0120-925-700

1. 

2. お手続きの画面が表示されたら、受講中の講座名を選択　
3. パスワード・メールアドレス　　  
　 　　 メールアドレスの「登録・変更」を選択
4. ログインしてメールアドレスを登録

スマートフォンをご利用の場合は、
右よりご利用ください。 
※ログイン画面が表示されます。

お手続きは24時間手続き可能なWebと自動音声応答をおすすめします。　　

上記に記載がない内容（退会など）や、電話によるお手続きは下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ベネッセ　手続き 検 索

登録方法 １ 登録方法 2

※一部のIP電話からはIP電話専用番号へおかけください。ただし通話料がかかります。

検索べネッセ　手続き

Webで

お電話で

自動音声応答

メールアドレスをご登録ください

ご登録内容の変更・退会（受講中止）をご希望の場合は下記締切日までに、ご連絡を
お願いします。
受講講座・学年が変わると、締切日の設定が早まる場合があります。
毎月の変更・退会締切日を過ぎますと、変更・退会月が１か月先となります。
６か月分一括払い、12か月分一括払いの場合、お支払い期間が終了する時期には、保護者のかた、お支払い者のかた向けに今後の
ご受講・サービス内容とお支払いに関してお知らせいたします。
お知らせの内容をご確認いただき、変更・退会の場合は期日までにお手続きください。

※小学講座 小一年～五年の〈ハイブリッド〉は、2019年4月号以降も継続して小学講座をご受講いただける場合、2月24日までにお電話
にて、スタイル変更のお手続きをお願いします。

※上記以外に変更がある場合には、必ず下記変更・退会締切日までにお手続きをお願いいたします。   
※受講に必要な通信環境やデバイスのスペック等は、最新情報をWeb等でご確認の上、お手続きください。   
※退会・卒業（各講座最終学年終了）・進級時の各種コンテンツやサービスには利用期限があります。Web等でご確認ください。 

       

変更・退会連絡

項目 こどもちゃれんじ 

3月5日 
3月1日 3月1日

現在ご受講中の講座

〈こどもちゃれんじ〉じゃんぷ

〈チャレンジ〉

〈チャレンジタッチ〉

〈ハイブリッド〉

〈オリジナル〉

〈ハイブリッド〉

〈中高一貫スタイル〉

小学講座 小一〈チャレンジ〉

中学講座 中一〈オリジナル〉

中学準備講座

高校講座 高1
（5教科対応）

中学講座 中一〈ハイブリッド〉

中三受験講座

中学講座 中三

次にお届けする講座

小学講座
中学講座

（オリジナル・ハイブリッド・中高一貫スタイル） 1年
高校講座

2年・3年

baby

ご登録内容に変更がなければ、このまま次の講座（一つ上の学齢・学年の講座）の
教材をお届けします。

変更・退会締切日 ２０１９年度　４月号の場合
例 ： 2019年1月時点で〈こどもちゃれんじ　じゃんぷ〉をご受講中の場合、「小学講座」の4月号の変更・退会連絡締切日は3月1日となります。
　　2019年１月時点で小学６年生のかたの場合、「中学講座」の４月号の変更・ 退会締切日は２月25日となります。

3月25日2月25日 2月25日

2019年度4月号以降の教材とお手続き

※高校講座 1年４月号は進学される高校・学科に沿った教材をお届けするために、通常月よりも変更・退会締切日が約１か月遅くなります。
　受講教科の変更がある方は、ご連絡をお願いいたします。
※中学講座〈中高一貫スタイル〉中３から高校講座 1年に継続の場合は、2月25日が4月号の変更・退会締切日です。
※有料オプション〈マンツーマントーク〉の変更・おとりやめの場合も、上記締切日までにご連絡ください（締切日をすぎると、1か月先からの
　変更・おとりやめになります）。一括払いのかたがおとりやめの場合、未受講月数分の残金をご返金します。
※4月号以外の変更・退会・締切日については、2019年度4月号でお届けする「受講ルールブック」をご確認ください。

※受験コース・進学高校のご登録がない方は
　ご受講中のコースをもとにお届けします。

〈ベネッセの通信教育サービス〉のご案内
未来を担う子どもたちに、ずっと伸びつづけてほしいから、

ずっと学びを支えつづけていきます。
〈ベネッセの通信教育サービス〉は、0～18歳のお子さまの成長・教育を支援するために、年齢（月齢）に応じた教材を、毎月継続的に
お届けする通信教育講座です。お申し込みいただいてから、退会のお申し出をいただくまで、お支払い方法にかかわらず、「高校３年
生」終了まで毎月教材をお届けします。現在は、就学前のお子さまに〈こどもちゃれんじ〉、小中高校生に「進研ゼミ」を提供しています。
次年度の教材、受講費等は毎年２月ごろにご案内します。※受講費は、学年や学習スタイル、年度によって変わることがあります。
ベネッセは、これからの子どもたちに必要な「未来を生き抜く力は何か」を常に考えながら、一人ひとりの成長や学び方に合わせた
伸ばし方でお子さまとそのご家庭を支えます。

安心のご契約

つながるサービス

「進研ゼミ」のデジタルコンテンツの利用期限

学習に必要なデバイス

ご契約内容に関する重要なご案内です。内側のお届け教材・受講費もご確認ください。

各講座のサービスの詳細はＷebでご確認ください。　http://www.benesse.co.jp/zemi/guide/

■入会金・再入会金は一切いただきません。
■変更・退会のご連絡をいただかない場合は、ご登録内容（お届け先・お支払い条件など）をサービス終了まで適用します。
■退会はいつでも可能です。締切日までにご連絡いただければ所定の月号から中止します（１か月のみのご受講はできません）。

一括払いのかたが退会を希望される場合には、受講月数に応じて受講費を計算し直し、返金します。
■一括払いのかたには、お支払い期間満了前に、次の受講内容とお支払い方法について確認のご連絡をします。

■６か月分・12か月分など、まとめてお支払いいただく場合、お得な割引価格をご用意しています。
※〈こどもちゃれんじ〉は6か月分をまとめてお支払いいただく方法はご用意しておりません。

■「赤ペン先生の学習サポート」「努力賞サービス」など、お子さまや保護者の皆さまをサポートする豊富なサービスを提供します。
■お子さまの学び方に合わせた「スタイル・コース別教材」や「オプション教材（別売り）」をご用意しています。
■お子さまの受講期間中に保護者のかたに万が一ご不幸があった場合、一定期間、継続的に無償で教材を提供します（継続受講サポート制度）。

■進研ゼミのデジタルコンテンツは、進級、スタイル変更、卒業、退会された場合の利用期限がございます。また、各アプリ、コーナーにより
利用期限が異なります。詳細は、各講座のWebなどでご確認ください。

■小学講座〈チャレンジタッチ〉デジタル学習の「教室」の「レッスン」は、ご受講された月号分について、次学年の3月24日（卒業後は6月
24日）までご利用いただけます。

■中学講座〈ハイブリッド〉〈中高一貫スタイル〉の「教室」の「授業カルテ」のレッスンは、ご受講されていた月号分のみ、中学卒業後の６月
末までご利用いただけます。

■2019年度から始まる英語「12段階習熟度別トレーニング」は、小学生向け、中学生・高校生向けにより、利用期限が異なります。

■どのデバイスも、インターネットに接続が必要です。受講に必要なデバイスの詳細や通信環境は、必ずWeb等でご確認ください。
■小学講座〈チャレンジタッチ〉の受講には「チャレンジパッド」または「チャレンジパッド２」が、中学講座〈ハイブリッド〉〈中高一貫スタイル〉

の受講には「チャレンジパッド２」またはiPad（2019年度は中２・中３のみ）が必要です。

■初回特別優待で「チャレンジパッド2」をお申し込みの方が、小学講座〈チャレンジタッチ〉、中学講座〈ハイブリッド〉を６か月以上、中学講
座〈中高一貫スタイル〉を４か月以上継続受講いただいた場合、「チャレンジパッド２」の代金はいただきません。ただし、受講６か月未
満（中学講座〈中高一貫スタイル〉の場合４か月未満）で退会またはスタイル変更された場合は、受講費とは別に下記の金額をご請求い
たします。＊下記の価格は、全て税込・消費税率８％。

•2019年3月号以前からご受講の場合：14,800円（中学講座〈ハイブリッド（中３）〉は14,600円）/2019年4月号以降からご受講の場合：9,720円

•2019年4月1日より、自己破損等による「チャレンジパッド2」の再購入は、定価19,440円となります。(サポートサービス非加入の場合)

■英語「12段階習熟度別トレーニング」は、PC（Windows／Mac）、「チャレンジパッド」（小学生向けのみ）、「チャレンジパッド2」などのタ
ブレットが必要となります。中学生・高校生向けはお手持ちのスマートフォン（iOS・Android）でもご受講いただけます。
＊中学生向けの英語学習で「チャレンジパッド２」をご利用の場合は、進研ゼミ「中学講座」の〈ハイブリッド〉もしくは〈中高一貫スタイル〉を「チャレン
ジパッド２」でご受講されている、または過去に受講されていた場合にご利用可能です。

■高校講座のデジタルサービスは、お客さまのお手持ちのスマートフォン、タブレット（iOS）、PC（Windows）でご利用いただけます。
サービスにより一部のデバイスが使用できない場合があります。

インターネットアクセス用
コードではありません→

保護者のかたへ　
大切なお知らせです。

契約のご案内と
2019年度教材のご紹介

〈ベネッセの通信教育サービス〉

いつも〈ベネッセの通信教育サービス〉をご利用いただき

ありがとうございます。

2019年度4月号以降の教材や各種変更のお手続き方法について

ご案内させていただきます。

つきましては以下の３点をご確認ください。　　　　　　　　　　　

2019年度も引き続き、〈ベネッセの通信教育サービス〉に、

お子さまの学びをサポートさせていただけますと幸いです。

お手続き方法など、詳しくは中面の案内をご覧ください。

重  要

　〈ベネッセの通信教育サービス〉は、年齢（月齢）に応じた教材を、
　毎月継続的にお届けする通信教育講座です。

　退会のお申し出をいただくまで、お支払い方法にかかわらず、
　「高校3年生」終了まで、毎月教材をお届けしてまいります。

　ここでご案内しております次の学年の講座の内容を
　ご確認いただき、契約内容の変更や退会をご希望のかたは、
　毎月の締切日までにお手続きくださいますようお願いいたします。

KKL019

（2018年11月現在）

※iOS11、12以上。容量は8GB程度を想定。ブラウザはSafariでご利用いただきます。

小学講座〈チャレンジタッチ〉
小1～小6

○
○
－

中1
－
○
－

中2・中3
－
○
○

デバイス
講座

チャレンジパッド2
チャレンジパッド

iPad※

中学講座〈ハイブリッド〉〈中高一貫スタイル〉

Apple、Apple ロゴ、iPadは米国および他の国々で登録された Apple 
Inc. の商標です。

○は利用可能、－は不可

　

色
数 4色4 30/12/05表 B13266-01

契約のご案内と2019年度教材のご紹介（全ゼミ共通）



メールアドレスを以下のいずれかの方法でご登録いただくと、会員番号やパスワードを忘れた場合
にWebですぐに確認できます。

手続き内容 受付方法

講座名 受付時間

お手続きの方法　

会員番号をお手元にご準備いただき保護者のかたがおかけください。

各講座会員向けお問い合わせ窓口

お手続きの方法と連絡先

入金方法変更
（コンビニ振込、郵便振込、口座自動引落）

会員番号とパスワードを
ご用意ください。

●入金方法変更
　（コンビニ振込、郵便振込、口座自動引落)

（２４時間受付・通話料無料）

※会員番号・ゼミにご登録の電話番号・お子さまの
　誕生月・日をご用意ください。
※〈こどもちゃれんじbaby〉除く
※一部のＩＰ電話からは042-670-1087へおかけく
　ださい。（ただし通話料がかかります）
※間違い電話が増えておりますので、電話番号をよ
　くお確かめのうえ、おかけください。   

※〈こどもちゃれんじbaby〉特別号から
　お申し込みのかたは、6か月号でお届
　けするパスワードをご利用ください。
※〈こどもちゃれんじbaby〉は、Webでは
　お支払い期間変更はできません。

※〈こどもちゃれんじすてっぷ〉ご受講中のかたは、変更のお申し
　出をいただくまで、〈すてっぷ〉でご受講中のコースと同じものを
　〈じゃんぷ〉でも引き続きお届けします。

こどもちゃれんじ

電話番号
通話料無料

0120-55-4103

0120-977-377

0120-929-100

0120-933-599

0120-332-211

電話番号
（※一部IP電話専用）

042-679-8561

042-679-8563

042-679-8565

042-679-8185

042-679-8567

9：00～21：00
（年末年始除く）

小学講座

中学講座

中学講座 〈中高一貫スタイル〉

高校講座

住所・電話番号・通学校などの変更　

受講プラン・コース・学習スタイル変更
（小～高校講座のみ・中高一貫除く）

お支払い期間変更
（毎月払い→一括払い　のみ）
受講費・お支払い内容の確認

お客様サポート
0120-925-700

1. 

2. お手続きの画面が表示されたら、受講中の講座名を選択　
3. パスワード・メールアドレス　　  
　 　　 メールアドレスの「登録・変更」を選択
4. ログインしてメールアドレスを登録

スマートフォンをご利用の場合は、
右よりご利用ください。 
※ログイン画面が表示されます。

お手続きは24時間手続き可能なWebと自動音声応答をおすすめします。　　

上記に記載がない内容（退会など）や、電話によるお手続きは下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

ベネッセ　手続き 検 索

登録方法 １ 登録方法 2

※一部のIP電話からはIP電話専用番号へおかけください。ただし通話料がかかります。

検索べネッセ　手続き

Webで

お電話で

自動音声応答

メールアドレスをご登録ください

ご登録内容の変更・退会（受講中止）をご希望の場合は下記締切日までに、ご連絡を
お願いします。
受講講座・学年が変わると、締切日の設定が早まる場合があります。
毎月の変更・退会締切日を過ぎますと、変更・退会月が１か月先となります。
６か月分一括払い、12か月分一括払いの場合、お支払い期間が終了する時期には、保護者のかた、お支払い者のかた向けに今後の
ご受講・サービス内容とお支払いに関してお知らせいたします。
お知らせの内容をご確認いただき、変更・退会の場合は期日までにお手続きください。

※小学講座 小一年～五年の〈ハイブリッド〉は、2019年4月号以降も継続して小学講座をご受講いただける場合、2月24日までにお電話
にて、スタイル変更のお手続きをお願いします。

※上記以外に変更がある場合には、必ず下記変更・退会締切日までにお手続きをお願いいたします。   
※受講に必要な通信環境やデバイスのスペック等は、最新情報をWeb等でご確認の上、お手続きください。   
※退会・卒業（各講座最終学年終了）・進級時の各種コンテンツやサービスには利用期限があります。Web等でご確認ください。 

       

変更・退会連絡

項目 こどもちゃれんじ 

3月5日 
3月1日 3月1日

現在ご受講中の講座

〈こどもちゃれんじ〉じゃんぷ

〈チャレンジ〉

〈チャレンジタッチ〉

〈ハイブリッド〉

〈オリジナル〉

〈ハイブリッド〉

〈中高一貫スタイル〉

小学講座 小一〈チャレンジ〉

中学講座 中一〈オリジナル〉

中学準備講座

高校講座 高1
（5教科対応）

中学講座 中一〈ハイブリッド〉

中三受験講座

中学講座 中三

次にお届けする講座

小学講座
中学講座

（オリジナル・ハイブリッド・中高一貫スタイル） 1年
高校講座

2年・3年

baby

ご登録内容に変更がなければ、このまま次の講座（一つ上の学齢・学年の講座）の
教材をお届けします。

変更・退会締切日 ２０１９年度　４月号の場合
例 ： 2019年1月時点で〈こどもちゃれんじ　じゃんぷ〉をご受講中の場合、「小学講座」の4月号の変更・退会連絡締切日は3月1日となります。
　　2019年１月時点で小学６年生のかたの場合、「中学講座」の４月号の変更・ 退会締切日は２月25日となります。

3月25日2月25日 2月25日

2019年度4月号以降の教材とお手続き

※高校講座 1年４月号は進学される高校・学科に沿った教材をお届けするために、通常月よりも変更・退会締切日が約１か月遅くなります。
　受講教科の変更がある方は、ご連絡をお願いいたします。
※中学講座〈中高一貫スタイル〉中３から高校講座 1年に継続の場合は、2月25日が4月号の変更・退会締切日です。
※有料オプション〈マンツーマントーク〉の変更・おとりやめの場合も、上記締切日までにご連絡ください（締切日をすぎると、1か月先からの
　変更・おとりやめになります）。一括払いのかたがおとりやめの場合、未受講月数分の残金をご返金します。
※4月号以外の変更・退会・締切日については、2019年度4月号でお届けする「受講ルールブック」をご確認ください。

※受験コース・進学高校のご登録がない方は
　ご受講中のコースをもとにお届けします。

〈ベネッセの通信教育サービス〉のご案内
未来を担う子どもたちに、ずっと伸びつづけてほしいから、

ずっと学びを支えつづけていきます。
〈ベネッセの通信教育サービス〉は、0～18歳のお子さまの成長・教育を支援するために、年齢（月齢）に応じた教材を、毎月継続的に
お届けする通信教育講座です。お申し込みいただいてから、退会のお申し出をいただくまで、お支払い方法にかかわらず、「高校３年
生」終了まで毎月教材をお届けします。現在は、就学前のお子さまに〈こどもちゃれんじ〉、小中高校生に「進研ゼミ」を提供しています。
次年度の教材、受講費等は毎年２月ごろにご案内します。※受講費は、学年や学習スタイル、年度によって変わることがあります。
ベネッセは、これからの子どもたちに必要な「未来を生き抜く力は何か」を常に考えながら、一人ひとりの成長や学び方に合わせた
伸ばし方でお子さまとそのご家庭を支えます。

安心のご契約

つながるサービス

「進研ゼミ」のデジタルコンテンツの利用期限

学習に必要なデバイス

ご契約内容に関する重要なご案内です。内側のお届け教材・受講費もご確認ください。

各講座のサービスの詳細はＷebでご確認ください。　http://www.benesse.co.jp/zemi/guide/

■入会金・再入会金は一切いただきません。
■変更・退会のご連絡をいただかない場合は、ご登録内容（お届け先・お支払い条件など）をサービス終了まで適用します。
■退会はいつでも可能です。締切日までにご連絡いただければ所定の月号から中止します（１か月のみのご受講はできません）。

一括払いのかたが退会を希望される場合には、受講月数に応じて受講費を計算し直し、返金します。
■一括払いのかたには、お支払い期間満了前に、次の受講内容とお支払い方法について確認のご連絡をします。

■６か月分・12か月分など、まとめてお支払いいただく場合、お得な割引価格をご用意しています。
※〈こどもちゃれんじ〉は6か月分をまとめてお支払いいただく方法はご用意しておりません。

■「赤ペン先生の学習サポート」「努力賞サービス」など、お子さまや保護者の皆さまをサポートする豊富なサービスを提供します。
■お子さまの学び方に合わせた「スタイル・コース別教材」や「オプション教材（別売り）」をご用意しています。
■お子さまの受講期間中に保護者のかたに万が一ご不幸があった場合、一定期間、継続的に無償で教材を提供します（継続受講サポート制度）。

■進研ゼミのデジタルコンテンツは、進級、スタイル変更、卒業、退会された場合の利用期限がございます。また、各アプリ、コーナーにより
利用期限が異なります。詳細は、各講座のWebなどでご確認ください。

■小学講座〈チャレンジタッチ〉デジタル学習の「教室」の「レッスン」は、ご受講された月号分について、次学年の3月24日（卒業後は6月
24日）までご利用いただけます。

■中学講座〈ハイブリッド〉〈中高一貫スタイル〉の「教室」の「授業カルテ」のレッスンは、ご受講されていた月号分のみ、中学卒業後の６月
末までご利用いただけます。

■2019年度から始まる英語「12段階習熟度別トレーニング」は、小学生向け、中学生・高校生向けにより、利用期限が異なります。

■どのデバイスも、インターネットに接続が必要です。受講に必要なデバイスの詳細や通信環境は、必ずWeb等でご確認ください。
■小学講座〈チャレンジタッチ〉の受講には「チャレンジパッド」または「チャレンジパッド２」が、中学講座〈ハイブリッド〉〈中高一貫スタイル〉

の受講には「チャレンジパッド２」またはiPad（2019年度は中２・中３のみ）が必要です。

■初回特別優待で「チャレンジパッド2」をお申し込みの方が、小学講座〈チャレンジタッチ〉、中学講座〈ハイブリッド〉を６か月以上、中学講
座〈中高一貫スタイル〉を４か月以上継続受講いただいた場合、「チャレンジパッド２」の代金はいただきません。ただし、受講６か月未
満（中学講座〈中高一貫スタイル〉の場合４か月未満）で退会またはスタイル変更された場合は、受講費とは別に下記の金額をご請求い
たします。＊下記の価格は、全て税込・消費税率８％。

•2019年3月号以前からご受講の場合：14,800円（中学講座〈ハイブリッド（中３）〉は14,600円）/2019年4月号以降からご受講の場合：9,720円

•2019年4月1日より、自己破損等による「チャレンジパッド2」の再購入は、定価19,440円となります。(サポートサービス非加入の場合)

■英語「12段階習熟度別トレーニング」は、PC（Windows／Mac）、「チャレンジパッド」（小学生向けのみ）、「チャレンジパッド2」などのタ
ブレットが必要となります。中学生・高校生向けはお手持ちのスマートフォン（iOS・Android）でもご受講いただけます。
＊中学生向けの英語学習で「チャレンジパッド２」をご利用の場合は、進研ゼミ「中学講座」の〈ハイブリッド〉もしくは〈中高一貫スタイル〉を「チャレン
ジパッド２」でご受講されている、または過去に受講されていた場合にご利用可能です。

■高校講座のデジタルサービスは、お客さまのお手持ちのスマートフォン、タブレット（iOS）、PC（Windows）でご利用いただけます。
サービスにより一部のデバイスが使用できない場合があります。

インターネットアクセス用
コードではありません→

保護者のかたへ　
大切なお知らせです。

契約のご案内と
2019年度教材のご紹介

〈ベネッセの通信教育サービス〉

いつも〈ベネッセの通信教育サービス〉をご利用いただき

ありがとうございます。

2019年度4月号以降の教材や各種変更のお手続き方法について

ご案内させていただきます。

つきましては以下の３点をご確認ください。　　　　　　　　　　　

2019年度も引き続き、〈ベネッセの通信教育サービス〉に、

お子さまの学びをサポートさせていただけますと幸いです。

お手続き方法など、詳しくは中面の案内をご覧ください。

重  要

　〈ベネッセの通信教育サービス〉は、年齢（月齢）に応じた教材を、
　毎月継続的にお届けする通信教育講座です。

　退会のお申し出をいただくまで、お支払い方法にかかわらず、
　「高校3年生」終了まで、毎月教材をお届けしてまいります。

　ここでご案内しております次の学年の講座の内容を
　ご確認いただき、契約内容の変更や退会をご希望のかたは、
　毎月の締切日までにお手続きくださいますようお願いいたします。

KKL019

（2018年11月現在）

※iOS11、12以上。容量は8GB程度を想定。ブラウザはSafariでご利用いただきます。

小学講座〈チャレンジタッチ〉
小1～小6

○
○
－

中1
－
○
－

中2・中3
－
○
○

デバイス
講座

チャレンジパッド2
チャレンジパッド

iPad※

中学講座〈ハイブリッド〉〈中高一貫スタイル〉

Apple、Apple ロゴ、iPadは米国および他の国々で登録された Apple 
Inc. の商標です。

○は利用可能、－は不可

　

色
数 4色4 30/12/05表 B13266-01

契約のご案内と2019年度教材のご紹介（全ゼミ共通）



一括払いの受講費の計算方法
学齢・学年により受講費が変わる場合、
一括払いの受講費支払額は以下のように算出します。

退会時の受講費の精算方法
一括払いで受講されているかたが、
退会される場合の返金額計算例

●毎月払いと一括払いがあります。一括払いは4月号開始の受講費、表（　）内は「一括払いでお支払いいただく際の1か月あたり
の受講費」を記載しています。

●受講費には毎月の教材（インターネット配信のコンテンツ含む）のほかに、教材発送費・添削指導・相談・質問・その他のサービス
を含みます。

●お支払いの際の手数料・課題提出の際の郵送料・インターネット接続料・通信料などは受講費に含みません。
●学習スタイルによっては、受講費が異なる場合があります。
●学習スタイルの変更等により、 ご入金済みの受講費との差額が発生した場合、変更手続き後、請求または返金いたします。
●英語有料オプション〈マンツーマントーク〉を受講される場合、契約回数分の〈マンツーマントーク〉受講費を「進研ゼミ」受講費と
合わせて請求します。

●有料オプション教材の受講費・会員特別価格等は、各オプション教材の「受講ルールブック」をご参照ください。会員特別価格で
ご受講の場合〈こどもちゃれんじ〉・「進研ゼミ」を退会すると、通常価格との差額分を請求させていただくことがあります。

こどもちゃれんじ

進研ゼミ 小学講座

baby

〈ぽけっと〉・〈ほっぷ〉
〈すてっぷ〉・〈じゃんぷ〉

2,036円

2,036円

2,336円

3,613円

4,408円

4,890円

5,871円

6,323円

19,440円（3,240円）

19,440円（3,240円）

24,744円（4,124円）

28,158円（4,693円）

33,876円（5,646円）

36,468円（6,078円）

35,112円（2,926円）

35,112円（2,926円）

44,064円（3,672円）

52,200円（4,350円）

62,676円（5,223円）

67,512円（5,626円）

6,863円

6,863円

8.336円

9,298円

11,154円

12,027円

37,116円（6,186円）

37,116円（6,186円）

47,010円（7,835円）

53,550円（8,925円）

64,272円（10,712円）

69,216円（11,536円）

66,684円（5,557円）

66,684円（5,557円）

84,360円（7,030円）

99,252円（8,271円）

119,232円（9,936円）

128,424円（10,702円）

 7 回   13,825円（1,975円） / 8回  15,632円（1,954円） / 9回  17,496円（1,944円）
10 回  19,330円（1,933円）

12か月分一括払い　  20,364円（1,697円）

12か月分一括払い　　23,328円（1,944円）

〈ぷち〉

毎月（回）払い 一括払い

34,638円
（5,773円）

64,380円
（5,365円）1科目 6,114円

45,672円
（7,612円）

84,600円
（7,050円）2科目 8,074円

55,320円
（9,220円）

102,576円
（8,548円）3科目 9,782円

62,730円
（10,455円）

116,160円
（9,680円）4科目 11,119円

70,134円
（11,689円）

129,720円
（10,810円）5科目 12,456円

毎月払い ６か月分一括払い 12か月分一括払い

小1

小2

小3

小4

小5

小6

毎月払い 6か月分一括払い

〈チャレンジ〉〈チャレンジタッチ〉 両方ご受講の場合

12か月分一括払い 毎月払い 6か月分一括払い 12か月分一括払い

※babyのお届け回数、受講費は、生まれ月によって異なります。１１回分以上の受講費など詳しくはＷebをご覧ください。
2020年度4月号からの〈こどもちゃれんじ　ぷち〉は、教材・サービスの強化に伴う価格改定となっております。よりお子さまの興味を引き出す形で、知育テーマに取り組んでいただけるように、教材をリニューアルいたします。

※小1講座4月号開始の特別受講費適用の場合、12か月分一括払い（4月～3月号）は32,460円（1か月あたり2,705円）、6か月分一括払い（4月号～9月号）は18,084円（1か月あたり3,014円）となります。
　小1講座5月号開始の場合、毎月払いは3,613円となります。また〈チャレンジ〉〈チャレンジタッチ〉両方ご受講の場合の特別受講費については、お電話でご確認ください。

進研ゼミ　中学講座（中１～中３）・中学講座中高一貫スタイル（中１～中3）

進研ゼミ　大学受験講座

英語有料オプション〈マンツーマントーク〉受講費

6,853円

7,059円

7,835円

38,526円（6,421円）

39,942円（6,657円）

44,298円（7,383円）

70,452円（5,871円）

71,988円（5,999円）

81,180円（6,765円）

9,671円

9,671円

9,671円

54,666円（9,111円）

54,666円（9,111円）

54,666円（9,111円）

101,328円（8,444円）

101,328円（8,444円）

101,328円（8,444円）

中1

中2

中3

毎月払い 6か月分一括払い

オリジナル・ハイブリッド

12か月分一括払い

中高一貫スタイル

毎月払い 6か月分一括払い 12か月分一括払い

●中学講座（中１～中３）
・中学講座中２（〈中高一貫スタイル〉除く）で「１２か月分一括払い」のかたは、１月号以降に新たな支払い期間が開始の場合、「卒業（中３・３月号）までの一括払い」となります。
 中学講座中3（〈中高一貫スタイル〉除く）で「６か月分一括払い」のかたは、8月号以降に新たな支払い期間が開始の場合、個別にご連絡いたします。
●中学講座中高一貫スタイル（中１～中３）
・中高一貫校に通われる中学生のかたには、紙のテキストとタブレットで学習する〈中高一貫スタイル〉をご用意しています。
・『中学講座』〈中高一貫スタイル〉中3で5月号～10月号開始の場合、中3の受講費は12か月分一括払いの場合は月あたり8,444円、6か月分一括払いの場合は月あたり9,111円となります。
　12か月分一括払いの場合、高1・4月号以降の『高校講座』（5教科対応）は月あたり8,800円となり、受講費支払い額は以下のように算出します。
　例）『中学講座』〈中高一貫スタイル〉中3・6月号開始の場合：
　　　中3の受講費：月あたり8,444円×10か月分＋高1の受講費：月あたり8,800円×２か月分＝合計102,040円

〈チャレンジ〉 小学講座2年生　5月号開始
12か月分一括払いの場合

〈小2〉×11か月分 （2,926円×11）

〈小3〉×1か月分 （3,672円×1）

合計　35,858円 返金額　25,389円

＋

例例 〈オリジナル〉 中学講座2年生　4月号開始
12か月分一括払いのかたが10月号まで

（7か月分）で退会される場合

12か月分一括払い　71,988円

6か月分一括払いの月額×7か月分
（6,657円×7）＝46,599円

－

例例

〈ベネッセの通信教育サービス〉2019年度受講費

「進研ゼミ」を６か月未満で退会、および〈こどもちゃれんじ〉を11か月未満で退会される場
合は、毎月（毎回）払いの受講費で受講月数を計算し、一括払いからの差引額を返金します。

（2018年11月現在　税込・消費税率8％）

57,300円
（9,550円）

105,600円
（8,800円）

5教科
対応

9,980円

毎月払い ６か月分一括払い 12か月分一括払い

38,700円
（6,450円）

70,800円
（5,900円）1教科 6,780円

50,700円
（8,450円）

93,600円
（7,800円）

2教科

高１・高2

高１・高2

高１・高2 8,880円

毎月払い

〈小学生向け〉 〈中学生・高校生向け〉

６か月分一括払い 12か月分一括払い

進研ゼミ　高1講座・高2講座

・５教科対応（英数国３教科をご受講）のかたは、理科・地歴公民の紙教材を追加料金不要でご登録
 科目に応じてお届けします。

972円（972円×1回）　

1,944円（972円×2回）　

3,888円（972円×4回）　

回数 金額（月あたり） 回数※ 金額（月あたり）

月1回

月2回

月4回

※推奨は月２回です。ご希望の方は、月１回も選択いただけます。（月１回1,266円）
※1回のサービスにはライブ授業が含まれます。

小学講座・中学講座・中学講座中高一貫スタイル・高校講座で英語有料オプション〈マンツーマントーク〉をご受講されるかたのみ、ご確認ください。

・〈マンツーマントーク〉の受講費は、「進研ゼミ」の受講費と合わせて、契約回数分をご請求します。(「進研ゼミ」を一括払いで入金済みの場合、お申し込み月号から「進研ゼミ」のお支払い期間終了月号
までの受講費を精算し、お手続き完了後すぐに追加請求または返金します。)　

・高１講座・高２講座は英数国のうち1教科からご受講いただくことも可能です。ご希望のかたはWeb
 をご確認のうえ、お電話でお申し込みください。

・高２講座で「12か月分一括払い」のかたは、１月号以降に新たなお支払い期間が開始の場合、
「卒業（高３・３月号）までの一括払い」となります。

高１講座・高２講座は５教科15科目に対応。進学される高校に応じた授業・定期テスト対策、新
大学入試に対応した英語4技能対策、疑問をスマホで解決できる映像・質問サービスなど、すべ
てパッケージにしてお届けいたします。

・大学受験講座の６科目以上の受講費は、Ｗebもしくはお電話でご確認ください。
・大学受験講座で「６か月分一括払い」のかたは、８月号以降に新たなお支払い期間が開始の場合、
「卒業（高３・３月号）までの一括払い」となります。   

＊２０１９年１０月１日以降消費税率の改定が予定されています。消費税率改定については2019年3月14日以降Ｗebで確認いただけます。

2,532円（1,266円×2回）　月2回

・中３から高１以降に受講期間がまたがる一括払いに関しては、高１・４月号からの「高校講座」（5教科対応）のそれぞれの月あたりの受講費をもとに計算しています。
・高１以降は「高校講座」で教科選択制となり、１教科からご受講いただくことも可能です。教科選択の方法については、中３・２月頃にご案内します。
・継続のかたで受講教科等のお申し出のない場合は、５教科対応の「高校講座」でのお届けとなります。

4・5月 3,343円
6月～ 3,613円

チ
ャ
レ
ン
ジ
タ
ッ
チ

チ
ャ
レ
ン
ジ

中
高
一
貫

中学1～3年生

習熟度別

英語
2020年度教育改革。
進研ゼミの英語が
変わります。

学校の授業理解に学年を超えたレベル別の学び"がプラス
学年を超え、基礎から高校卒業相当レベル
まで英語力を伸ばせます。

新登場
マンツーマントーク

外国人講師と
オンラインで英会話練習

※ご紹介しているのは「高１講座」の教材です。
※高校講座の学習スタイルは１つです。

高校講座のデジタルサービスは、お客さまのお手持ちのスマートフォン、タブレット
（iOS）・PC（Windows）でご利用いただけます。サービスにより一部のデバイスが
使用できない場合があります。詳しくはWeb等で詳細をご確認ください。

※高校講座からのPC、タブレット、スマートフォンのお届けはありません。
※高１・２講座は教科書別・進度別に教材をお届けします。一部の教科書、特殊な授業

の進め方には対応していません。

０歳
から
０歳０歳０歳０歳０歳０歳０歳０歳０歳０歳０歳
からからからからからからからからからからからか
０歳
から

●

１８歳
まで
１１８１８１８１８１８１８１８１８１８１８１８１８８８８歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳
でまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでででで

１８歳
まで

中１講座 

定期的にお届けする教材

学年・時期に応じた
特別教材 

・Challenge  ・赤ペン先生の添削問題（中３は時期に応じて）  ・定期テスト得点アップシリーズ　

・実力診断マークテスト
（年3回）

・実力診断マークテスト
（年3回）
・模試（年1回）

・受験Challenge　
・合格への予想問題100
・47都道府県別入試完全予想リハーサルテスト
・合格可能性判定模試（年３回）
・ニガテ診断マークテスト（中３・５～７月） 

中２講座 中３受験講座
※写真は〈ぷち〉4月号です。

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

1～2歳向け 
ぷち

2～3歳向け 
ぽけっと 

3～4歳向け 
ほっぷ 

絵本/保護者向け情報誌

映像教材 

エデュトイ・特別教材 

年12回

年6回

年7回

4～5歳向け すてっぷ 

絵本／ワーク／映像教材／保護者向け情報誌
総
合
コ
ー
ス

思
考
力
特
化
コ
ー
ス

考える遊びセット

エデュトイ

0～1歳向け babyについて

五感を刺激し、赤ちゃんの笑顔を引き出す「エデュトイ」「えほん」、役立つ
情報いっぱいの「育児情報誌」などのセットを、2020年〈こどもちゃれんじ
ぷち〉4月開講号お届けの前月まで、月齢に合わせてお届けします。

お子さまの発達や季節に合わせて親子の成長を
応援する教材をお届けします。

小学生のやる気と学力を上げることにこだわった
2つの学習スタイルが、お子さまの学びを支えます。

教科書・レベル対応のテキストを使って
書いて解く力をしっかりと伸ばせます。

教科書※・レベル対応のテキストを使って、学習計画を自由
に作成しながら、より自律的に成績アップを目指せます。

学習履歴をもとにした個人別のカリキュラムや
担任制赤ペンコーチのサポートで、
より効率的に成績アップを目指せます。

高校別（高1・2）・志望大レベル別（高3）テキスト
と、個別のニガテに対応したデジタル教材で
合格に向けて効率的に実力を伸ばします。

丁寧な解説と良問演習で部活と勉強の両立を支え
ながら、志望校合格を実現する力をつけていきます。 高校講座では、毎日の授業・定期テストの成功から

志望大合格までをサポートする教材をお届けします。

〈ベネッセの通信教育サービス〉2019年度お届け教材　 年齢（月齢）に応じた学びの教材・サービスを継続して毎月お届けします

中学1～3年生小学1～6年生0歳～6歳
高校1～3年生

（2018年度生まれのbabyご受講のかた） 小1

チャレンジ

実力アップチャレンジ※

実力診断テスト

赤ペン先生の問題

授業対策
教材

年12回

年3回

年2回

年10回

年12回

年3回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

小2 小3 小4 小5 小６

講座紹介

・チャレンジ
 （英数国／
添削課題付）
・定期テスト
 対策教材
 （5教科）

・授業理解
 チャレンジ（英数国）
・演習チャレンジ
 （英数国／
 添削課題付）
・定期テスト
 対策教材（5教科）

・エンカレッジ 

・特別アプリ
・入試情報誌
・ニガテ診断テスト
・英語4技能検定
 対策

・アプリ教材
・ニガテ診断テスト
・英語４技能検定対策
・入試情報誌

受験準備講座
（高2　1～3月号） 大学受験講座

定期的に
お届けする
教材 

学年・時期
に応じた
特別教材

・5教科受講
 または英数国教科別受講
・志望大レベル別の３コース
・デジタルレッスン
・予習復習効率ＵＰアプリ（英数国）

・科目別受講（4月号から11科目開講）
・志望大レベル別のプラン
・デジタルレッスン

・エンカレッジ
・合格への100題
・添削課題

・特別アプリ
・センター試験
 対策教材
・合格可能性判定
 マーク模試

高１講座 高2講座

中高一貫校に通う中学生のかたには、進度が速く難度が高い授業・定期テストに対応して、
難関大学現役合格につながる実力までが身につく教材をお届けします。　
※詳しくはWebをご確認ください。　https://www.benesse.co.jp/ck/

Challenge、赤ペン先生の添削課題、映像授業、定期テスト対策教材、中
高一貫実力判定テストなど。※高校では「高校講座」の教材をお届け。お届けする教材

※「チャレンジパッド」「チャレンジパッド2」のご使用には、インターネットへの常時接続が可能な通信環境
　と、無線LAN(Wi-Fi)環境が必要です。詳しくはWebをご覧ください。

https://sho.benesse.co.jp/s/touch/index.html

※ここでご紹介している教材の写真は、実際にお届けするものとは異なることがあります。
　また、デザイン、内容、お届け月、お届け回数などは変わる場合があります。

タブレットを中心に映像と音でお子さまの
「一人でわかる！」を徹底サポートし、
力を伸ばします。

外国人講師と

て

※写真は小4講座の教材例です。

※写真は小4講座の教材例です。

※一部の中学校の独自の教科書等や、個別の進め方には対応しておりません。
※「定期テスト厳選予想問題」は英数国／理／社／実技を別冊でお届けします。
※「定期テスト暗記BOOK」は英国／理／社／実技を別冊でお届けします。

中１講座 

定期的にお届けする教材

学年・時期に応じた
特別教材 

・メインレッスン ※毎月20日配信　・記述力ＵＰドリル 
・赤ペン先生の添削問題（中３は時期に応じて）　 ・定期テスト得点アップシリーズ  

・特別アプリ
・実力診断マークテスト
 （年3回）  

・特別アプリ
・実力診断マークテスト
 （年3回）
・模試（年1回）

・受験レッスン
・合格への予想問題100
・47都道府県別入試完全予想リハーサルテスト
・合格可能性判定模試（年３回）
・ニガテ診断マークテスト（中３・5～7月）

中２講座 中３受験講座

※会員誌は中１講座・中２講座〈ハイブリッド〉は配信となります。
※「定期テスト厳選予想問題」は英数国／理／社／実技を別冊でお届けします。
※「定期テスト暗記BOOK」は英国／理／社／実技を別冊でお届けします。

※中高一貫校に通われる中学生のかたには紙のテキストとタブレットで学習する＜中高一貫スタイル＞をご用意しています。

※「習熟度別トレーニング」の利用には、デバイスやデジタル通信環境が必要となります。
　詳しくはWebでご確認ください。

小6・1月号～3月号は中学準備講座となります。

※小学１・２年生は「パワーアップドリル（紙）」となります。

小1

メインレッスン（デジタル）

テスト100点問題集

実力診断テスト（紙）

赤ペン先生の問題（紙）

授業対策
教材

年12回

年2回

年2回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

小2 小3 小4 小5 小６

※教材ラインナップもコースごとに異なりますのでＷeb・教材内の告知等でご確認
　ください。
※映像教材は、２か月に１度２回分をまとめてのお届けとなります。
※〈こどもちゃれんじ すてっぷ〉ご受講中のかたは、変更のお申し出をいただくまで、 
　〈すてっぷ〉でご受講中のコースと同じものを〈じゃんぷ〉でも引き続きお届けします。
※〈こどもちゃれんじ じゃんぷ〉の方がご登録内容に変更がない場合、次にお届け
　する講座は「小学講座1年生」〈チャレンジ〉になります。〈チャレンジタッチ〉をご
　希望のかたは、ご連絡が必要です。

〈こどもちゃれんじ  すてっぷ〉は「総合コース」と「思考力特化コース」からお
選びいただけます。

〈こどもちゃれんじ  じゃんぷ〉は「総合コース」と「思考力特化コース」からお
選びいただけます。

※ご入会月によってお届け回数が異なります。

習熟度別
レッスン 検定対策

目標・学習履歴管理 
目標に対する進捗管理・学習のペースメークができる

有料オプション

習熟度診断

Level.3

Level.2

Level.1

Level.4

Level.5

Level.6

Level.7

Level.8

Level.9

Level.10

Level.11

Level.12 ※

CEFR-J
PreA1

CEFR
A1

CEFR
A2

CEFR
B1~

生
校
高

生
学
中

生
学
小

推奨学齢 CEFR 習熟度レベル ※Level.12は2020年に向けて開発中です。
※ここで示している到達レベルは学校授業での知識・技能の習得と４技能の学習が

並行して行われていることを前提に「進研ゼミ」の習熟度別レッスン(デジタルレッス
ン)と合わせて有料オプション＜マンツーマントーク＞をご受講いただいた場合の、4
技能トータルの到達レベルを示したものです。

※CEFR（セファール）とは
欧州評議会によって作成された各々の地域における言語能力を示す枠組みのこと
であり、国際的な指標としても広く使われ、多くの主要言語試験は能力記述文
(CAN-DO)と対照させレベルづけ等をしています。
2020年度からの大学入学共通テストでも活用され、入試での選抜基準として想定
される指標です。

年12回

年12回

年1回

ワーク／思考力ワーク／保護者向け情報誌

考える遊びセット

エデュトイ

年12回

年9回

年4回

年8回

５～6歳向け　じゃんぷ

絵本／ワーク／保護者向け情報誌

総
合
コ
ー
ス

思
考
力
特
化
コ
ー
ス

映像教材

考える遊びセット

エデュトイ

年12回

年8回

年1回

ワーク／思考力ワーク／保護者向け情報誌

考える遊びセット

エデュトイ 各講座の英語学習に加え、習熟度別の学習が新登場

進研ゼミの英語学習はすべてのレベルで「聞く」「読む」「書く」
に加え、必ず「話す」まで学びます。４技能をバランスよく学ぶこと
で「使える英語」を習得することができます。

色
数 4色4 30/12/05裏 B13266-01

契約のご案内と2019年度教材のご紹介（全ゼミ共通）



一括払いの受講費の計算方法
学齢・学年により受講費が変わる場合、
一括払いの受講費支払額は以下のように算出します。

退会時の受講費の精算方法
一括払いで受講されているかたが、
退会される場合の返金額計算例

●毎月払いと一括払いがあります。一括払いは4月号開始の受講費、表（　）内は「一括払いでお支払いいただく際の1か月あたり
の受講費」を記載しています。

●受講費には毎月の教材（インターネット配信のコンテンツ含む）のほかに、教材発送費・添削指導・相談・質問・その他のサービス
を含みます。

●お支払いの際の手数料・課題提出の際の郵送料・インターネット接続料・通信料などは受講費に含みません。
●学習スタイルによっては、受講費が異なる場合があります。
●学習スタイルの変更等により、 ご入金済みの受講費との差額が発生した場合、変更手続き後、請求または返金いたします。
●英語有料オプション〈マンツーマントーク〉を受講される場合、契約回数分の〈マンツーマントーク〉受講費を「進研ゼミ」受講費と
合わせて請求します。

●有料オプション教材の受講費・会員特別価格等は、各オプション教材の「受講ルールブック」をご参照ください。会員特別価格で
ご受講の場合〈こどもちゃれんじ〉・「進研ゼミ」を退会すると、通常価格との差額分を請求させていただくことがあります。

こどもちゃれんじ

進研ゼミ 小学講座

baby

〈ぽけっと〉・〈ほっぷ〉
〈すてっぷ〉・〈じゃんぷ〉

2,036円

2,036円

2,336円

3,613円

4,408円

4,890円

5,871円

6,323円

19,440円（3,240円）

19,440円（3,240円）

24,744円（4,124円）

28,158円（4,693円）

33,876円（5,646円）

36,468円（6,078円）

35,112円（2,926円）

35,112円（2,926円）

44,064円（3,672円）

52,200円（4,350円）

62,676円（5,223円）

67,512円（5,626円）

6,863円

6,863円

8.336円

9,298円

11,154円

12,027円

37,116円（6,186円）

37,116円（6,186円）

47,010円（7,835円）

53,550円（8,925円）

64,272円（10,712円）

69,216円（11,536円）

66,684円（5,557円）

66,684円（5,557円）

84,360円（7,030円）

99,252円（8,271円）

119,232円（9,936円）

128,424円（10,702円）

 7 回   13,825円（1,975円） / 8回  15,632円（1,954円） / 9回  17,496円（1,944円）
10 回  19,330円（1,933円）

12か月分一括払い　  20,364円（1,697円）

12か月分一括払い　　23,328円（1,944円）

〈ぷち〉

毎月（回）払い 一括払い

34,638円
（5,773円）

64,380円
（5,365円）1科目 6,114円

45,672円
（7,612円）

84,600円
（7,050円）2科目 8,074円

55,320円
（9,220円）

102,576円
（8,548円）3科目 9,782円

62,730円
（10,455円）

116,160円
（9,680円）4科目 11,119円

70,134円
（11,689円）

129,720円
（10,810円）5科目 12,456円

毎月払い ６か月分一括払い 12か月分一括払い

小1

小2

小3

小4

小5

小6

毎月払い 6か月分一括払い

〈チャレンジ〉〈チャレンジタッチ〉 両方ご受講の場合

12か月分一括払い 毎月払い 6か月分一括払い 12か月分一括払い

※babyのお届け回数、受講費は、生まれ月によって異なります。１１回分以上の受講費など詳しくはＷebをご覧ください。
2020年度4月号からの〈こどもちゃれんじ　ぷち〉は、教材・サービスの強化に伴う価格改定となっております。よりお子さまの興味を引き出す形で、知育テーマに取り組んでいただけるように、教材をリニューアルいたします。

※小1講座4月号開始の特別受講費適用の場合、12か月分一括払い（4月～3月号）は32,460円（1か月あたり2,705円）、6か月分一括払い（4月号～9月号）は18,084円（1か月あたり3,014円）となります。
　小1講座5月号開始の場合、毎月払いは3,613円となります。また〈チャレンジ〉〈チャレンジタッチ〉両方ご受講の場合の特別受講費については、お電話でご確認ください。

進研ゼミ　中学講座（中１～中３）・中学講座中高一貫スタイル（中１～中3）

進研ゼミ　大学受験講座

英語有料オプション〈マンツーマントーク〉受講費

6,853円

7,059円

7,835円

38,526円（6,421円）

39,942円（6,657円）

44,298円（7,383円）

70,452円（5,871円）

71,988円（5,999円）

81,180円（6,765円）

9,671円

9,671円

9,671円

54,666円（9,111円）

54,666円（9,111円）

54,666円（9,111円）

101,328円（8,444円）

101,328円（8,444円）

101,328円（8,444円）

中1

中2

中3

毎月払い 6か月分一括払い

オリジナル・ハイブリッド

12か月分一括払い

中高一貫スタイル

毎月払い 6か月分一括払い 12か月分一括払い

●中学講座（中１～中３）
・中学講座中２（〈中高一貫スタイル〉除く）で「１２か月分一括払い」のかたは、１月号以降に新たな支払い期間が開始の場合、「卒業（中３・３月号）までの一括払い」となります。
 中学講座中3（〈中高一貫スタイル〉除く）で「６か月分一括払い」のかたは、8月号以降に新たな支払い期間が開始の場合、個別にご連絡いたします。
●中学講座中高一貫スタイル（中１～中３）
・中高一貫校に通われる中学生のかたには、紙のテキストとタブレットで学習する〈中高一貫スタイル〉をご用意しています。
・『中学講座』〈中高一貫スタイル〉中3で5月号～10月号開始の場合、中3の受講費は12か月分一括払いの場合は月あたり8,444円、6か月分一括払いの場合は月あたり9,111円となります。
　12か月分一括払いの場合、高1・4月号以降の『高校講座』（5教科対応）は月あたり8,800円となり、受講費支払い額は以下のように算出します。
　例）『中学講座』〈中高一貫スタイル〉中3・6月号開始の場合：
　　　中3の受講費：月あたり8,444円×10か月分＋高1の受講費：月あたり8,800円×２か月分＝合計102,040円

〈チャレンジ〉 小学講座2年生　5月号開始
12か月分一括払いの場合

〈小2〉×11か月分 （2,926円×11）

〈小3〉×1か月分 （3,672円×1）

合計　35,858円 返金額　25,389円

＋

例例 〈オリジナル〉 中学講座2年生　4月号開始
12か月分一括払いのかたが10月号まで

（7か月分）で退会される場合

12か月分一括払い　71,988円

6か月分一括払いの月額×7か月分
（6,657円×7）＝46,599円

－

例例

〈ベネッセの通信教育サービス〉2019年度受講費

「進研ゼミ」を６か月未満で退会、および〈こどもちゃれんじ〉を11か月未満で退会される場
合は、毎月（毎回）払いの受講費で受講月数を計算し、一括払いからの差引額を返金します。

（2018年11月現在　税込・消費税率8％）

57,300円
（9,550円）

105,600円
（8,800円）

5教科
対応

9,980円

毎月払い ６か月分一括払い 12か月分一括払い

38,700円
（6,450円）

70,800円
（5,900円）1教科 6,780円

50,700円
（8,450円）

93,600円
（7,800円）

2教科

高１・高2

高１・高2

高１・高2 8,880円

毎月払い

〈小学生向け〉 〈中学生・高校生向け〉

６か月分一括払い 12か月分一括払い

進研ゼミ　高1講座・高2講座

・５教科対応（英数国３教科をご受講）のかたは、理科・地歴公民の紙教材を追加料金不要でご登録
 科目に応じてお届けします。

972円（972円×1回）　

1,944円（972円×2回）　

3,888円（972円×4回）　

回数 金額（月あたり） 回数※ 金額（月あたり）

月1回

月2回

月4回

※推奨は月２回です。ご希望の方は、月１回も選択いただけます。（月１回1,266円）
※1回のサービスにはライブ授業が含まれます。

小学講座・中学講座・中学講座中高一貫スタイル・高校講座で英語有料オプション〈マンツーマントーク〉をご受講されるかたのみ、ご確認ください。

・〈マンツーマントーク〉の受講費は、「進研ゼミ」の受講費と合わせて、契約回数分をご請求します。(「進研ゼミ」を一括払いで入金済みの場合、お申し込み月号から「進研ゼミ」のお支払い期間終了月号
までの受講費を精算し、お手続き完了後すぐに追加請求または返金します。)　

・高１講座・高２講座は英数国のうち1教科からご受講いただくことも可能です。ご希望のかたはWeb
 をご確認のうえ、お電話でお申し込みください。

・高２講座で「12か月分一括払い」のかたは、１月号以降に新たなお支払い期間が開始の場合、
「卒業（高３・３月号）までの一括払い」となります。

高１講座・高２講座は５教科15科目に対応。進学される高校に応じた授業・定期テスト対策、新
大学入試に対応した英語4技能対策、疑問をスマホで解決できる映像・質問サービスなど、すべ
てパッケージにしてお届けいたします。

・大学受験講座の６科目以上の受講費は、Ｗebもしくはお電話でご確認ください。
・大学受験講座で「６か月分一括払い」のかたは、８月号以降に新たなお支払い期間が開始の場合、
「卒業（高３・３月号）までの一括払い」となります。   

＊２０１９年１０月１日以降消費税率の改定が予定されています。消費税率改定については2019年3月14日以降Ｗebで確認いただけます。

2,532円（1,266円×2回）　月2回

・中３から高１以降に受講期間がまたがる一括払いに関しては、高１・４月号からの「高校講座」（5教科対応）のそれぞれの月あたりの受講費をもとに計算しています。
・高１以降は「高校講座」で教科選択制となり、１教科からご受講いただくことも可能です。教科選択の方法については、中３・２月頃にご案内します。
・継続のかたで受講教科等のお申し出のない場合は、５教科対応の「高校講座」でのお届けとなります。

4・5月 3,343円
6月～ 3,613円

チ
ャ
レ
ン
ジ
タ
ッ
チ

チ
ャ
レ
ン
ジ

中
高
一
貫

中学1～3年生

習熟度別

英語
2020年度教育改革。
進研ゼミの英語が
変わります。

学校の授業理解に学年を超えたレベル別の学び"がプラス
学年を超え、基礎から高校卒業相当レベル
まで英語力を伸ばせます。

新登場
マンツーマントーク

外国人講師と
オンラインで英会話練習

※ご紹介しているのは「高１講座」の教材です。
※高校講座の学習スタイルは１つです。

高校講座のデジタルサービスは、お客さまのお手持ちのスマートフォン、タブレット
（iOS）・PC（Windows）でご利用いただけます。サービスにより一部のデバイスが
使用できない場合があります。詳しくはWeb等で詳細をご確認ください。

※高校講座からのPC、タブレット、スマートフォンのお届けはありません。
※高１・２講座は教科書別・進度別に教材をお届けします。一部の教科書、特殊な授業

の進め方には対応していません。
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からからからからからからからからからからからか
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●

１８歳
まで
１１８１８１８１８１８１８１８１８１８１８１８１８８８８歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳
でまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでまでででで

１８歳
まで

中１講座 

定期的にお届けする教材

学年・時期に応じた
特別教材 

・Challenge  ・赤ペン先生の添削問題（中３は時期に応じて）  ・定期テスト得点アップシリーズ　

・実力診断マークテスト
（年3回）

・実力診断マークテスト
（年3回）
・模試（年1回）

・受験Challenge　
・合格への予想問題100
・47都道府県別入試完全予想リハーサルテスト
・合格可能性判定模試（年３回）
・ニガテ診断マークテスト（中３・５～７月） 

中２講座 中３受験講座
※写真は〈ぷち〉4月号です。

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

年12回

1～2歳向け 
ぷち

2～3歳向け 
ぽけっと 

3～4歳向け 
ほっぷ 

絵本/保護者向け情報誌

映像教材 

エデュトイ・特別教材 

年12回

年6回

年7回

4～5歳向け すてっぷ 

絵本／ワーク／映像教材／保護者向け情報誌
総
合
コ
ー
ス

思
考
力
特
化
コ
ー
ス

考える遊びセット

エデュトイ

0～1歳向け babyについて

五感を刺激し、赤ちゃんの笑顔を引き出す「エデュトイ」「えほん」、役立つ
情報いっぱいの「育児情報誌」などのセットを、2020年〈こどもちゃれんじ
ぷち〉4月開講号お届けの前月まで、月齢に合わせてお届けします。

お子さまの発達や季節に合わせて親子の成長を
応援する教材をお届けします。

小学生のやる気と学力を上げることにこだわった
2つの学習スタイルが、お子さまの学びを支えます。

教科書・レベル対応のテキストを使って
書いて解く力をしっかりと伸ばせます。

教科書※・レベル対応のテキストを使って、学習計画を自由
に作成しながら、より自律的に成績アップを目指せます。

学習履歴をもとにした個人別のカリキュラムや
担任制赤ペンコーチのサポートで、
より効率的に成績アップを目指せます。

高校別（高1・2）・志望大レベル別（高3）テキスト
と、個別のニガテに対応したデジタル教材で
合格に向けて効率的に実力を伸ばします。

丁寧な解説と良問演習で部活と勉強の両立を支え
ながら、志望校合格を実現する力をつけていきます。 高校講座では、毎日の授業・定期テストの成功から

志望大合格までをサポートする教材をお届けします。

〈ベネッセの通信教育サービス〉2019年度お届け教材　 年齢（月齢）に応じた学びの教材・サービスを継続して毎月お届けします

中学1～3年生小学1～6年生0歳～6歳
高校1～3年生

（2018年度生まれのbabyご受講のかた） 小1

チャレンジ

実力アップチャレンジ※

実力診断テスト

赤ペン先生の問題

授業対策
教材

年12回

年3回

年2回

年10回

年12回

年3回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

年12回

年2回

年3回

年9回

小2 小3 小4 小5 小６

講座紹介

・チャレンジ
 （英数国／
添削課題付）
・定期テスト
 対策教材
 （5教科）

・授業理解
 チャレンジ（英数国）
・演習チャレンジ
 （英数国／
 添削課題付）
・定期テスト
 対策教材（5教科）

・エンカレッジ 

・特別アプリ
・入試情報誌
・ニガテ診断テスト
・英語4技能検定
 対策

・アプリ教材
・ニガテ診断テスト
・英語４技能検定対策
・入試情報誌

受験準備講座
（高2　1～3月号） 大学受験講座

定期的に
お届けする
教材 

学年・時期
に応じた
特別教材

・5教科受講
 または英数国教科別受講
・志望大レベル別の３コース
・デジタルレッスン
・予習復習効率ＵＰアプリ（英数国）

・科目別受講（4月号から11科目開講）
・志望大レベル別のプラン
・デジタルレッスン

・エンカレッジ
・合格への100題
・添削課題

・特別アプリ
・センター試験
 対策教材
・合格可能性判定
 マーク模試

高１講座 高2講座

中高一貫校に通う中学生のかたには、進度が速く難度が高い授業・定期テストに対応して、
難関大学現役合格につながる実力までが身につく教材をお届けします。　
※詳しくはWebをご確認ください。　https://www.benesse.co.jp/ck/

Challenge、赤ペン先生の添削課題、映像授業、定期テスト対策教材、中
高一貫実力判定テストなど。※高校では「高校講座」の教材をお届け。お届けする教材

※「チャレンジパッド」「チャレンジパッド2」のご使用には、インターネットへの常時接続が可能な通信環境
　と、無線LAN(Wi-Fi)環境が必要です。詳しくはWebをご覧ください。

https://sho.benesse.co.jp/s/touch/index.html

※ここでご紹介している教材の写真は、実際にお届けするものとは異なることがあります。
　また、デザイン、内容、お届け月、お届け回数などは変わる場合があります。

タブレットを中心に映像と音でお子さまの
「一人でわかる！」を徹底サポートし、
力を伸ばします。

外国人講師と

て

※写真は小4講座の教材例です。

※写真は小4講座の教材例です。

※一部の中学校の独自の教科書等や、個別の進め方には対応しておりません。
※「定期テスト厳選予想問題」は英数国／理／社／実技を別冊でお届けします。
※「定期テスト暗記BOOK」は英国／理／社／実技を別冊でお届けします。

中１講座 

定期的にお届けする教材

学年・時期に応じた
特別教材 

・メインレッスン ※毎月20日配信　・記述力ＵＰドリル 
・赤ペン先生の添削問題（中３は時期に応じて）　 ・定期テスト得点アップシリーズ  

・特別アプリ
・実力診断マークテスト
 （年3回）  

・特別アプリ
・実力診断マークテスト
 （年3回）
・模試（年1回）

・受験レッスン
・合格への予想問題100
・47都道府県別入試完全予想リハーサルテスト
・合格可能性判定模試（年３回）
・ニガテ診断マークテスト（中３・5～7月）

中２講座 中３受験講座

※会員誌は中１講座・中２講座〈ハイブリッド〉は配信となります。
※「定期テスト厳選予想問題」は英数国／理／社／実技を別冊でお届けします。
※「定期テスト暗記BOOK」は英国／理／社／実技を別冊でお届けします。

※中高一貫校に通われる中学生のかたには紙のテキストとタブレットで学習する＜中高一貫スタイル＞をご用意しています。

※「習熟度別トレーニング」の利用には、デバイスやデジタル通信環境が必要となります。
　詳しくはWebでご確認ください。

小6・1月号～3月号は中学準備講座となります。

※小学１・２年生は「パワーアップドリル（紙）」となります。

小1

メインレッスン（デジタル）

テスト100点問題集

実力診断テスト（紙）

赤ペン先生の問題（紙）

授業対策
教材

年12回

年2回

年2回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

年12回

年2回

年3回

年3回

小2 小3 小4 小5 小６

※教材ラインナップもコースごとに異なりますのでＷeb・教材内の告知等でご確認
　ください。
※映像教材は、２か月に１度２回分をまとめてのお届けとなります。
※〈こどもちゃれんじ すてっぷ〉ご受講中のかたは、変更のお申し出をいただくまで、 
　〈すてっぷ〉でご受講中のコースと同じものを〈じゃんぷ〉でも引き続きお届けします。
※〈こどもちゃれんじ じゃんぷ〉の方がご登録内容に変更がない場合、次にお届け
　する講座は「小学講座1年生」〈チャレンジ〉になります。〈チャレンジタッチ〉をご
　希望のかたは、ご連絡が必要です。

〈こどもちゃれんじ  すてっぷ〉は「総合コース」と「思考力特化コース」からお
選びいただけます。

〈こどもちゃれんじ  じゃんぷ〉は「総合コース」と「思考力特化コース」からお
選びいただけます。

※ご入会月によってお届け回数が異なります。

習熟度別
レッスン 検定対策

目標・学習履歴管理 
目標に対する進捗管理・学習のペースメークができる

有料オプション

習熟度診断

Level.3

Level.2

Level.1

Level.4

Level.5

Level.6

Level.7

Level.8

Level.9

Level.10

Level.11

Level.12 ※

CEFR-J
PreA1

CEFR
A1

CEFR
A2

CEFR
B1~

生
校
高

生
学
中

生
学
小

推奨学齢 CEFR 習熟度レベル ※Level.12は2020年に向けて開発中です。
※ここで示している到達レベルは学校授業での知識・技能の習得と４技能の学習が

並行して行われていることを前提に「進研ゼミ」の習熟度別レッスン(デジタルレッス
ン)と合わせて有料オプション＜マンツーマントーク＞をご受講いただいた場合の、4
技能トータルの到達レベルを示したものです。

※CEFR（セファール）とは
欧州評議会によって作成された各々の地域における言語能力を示す枠組みのこと
であり、国際的な指標としても広く使われ、多くの主要言語試験は能力記述文
(CAN-DO)と対照させレベルづけ等をしています。
2020年度からの大学入学共通テストでも活用され、入試での選抜基準として想定
される指標です。

年12回

年12回

年1回

ワーク／思考力ワーク／保護者向け情報誌

考える遊びセット

エデュトイ

年12回

年9回

年4回

年8回

５～6歳向け　じゃんぷ

絵本／ワーク／保護者向け情報誌

総
合
コ
ー
ス

思
考
力
特
化
コ
ー
ス

映像教材

考える遊びセット

エデュトイ

年12回

年8回

年1回

ワーク／思考力ワーク／保護者向け情報誌

考える遊びセット

エデュトイ 各講座の英語学習に加え、習熟度別の学習が新登場

進研ゼミの英語学習はすべてのレベルで「聞く」「読む」「書く」
に加え、必ず「話す」まで学びます。４技能をバランスよく学ぶこと
で「使える英語」を習得することができます。

色
数 4色4 30/12/05裏 B13266-01

契約のご案内と2019年度教材のご紹介（全ゼミ共通）


