
■お申し込み前に必ずお読みください
・

・ 現在2019年度＜こどもちゃれんじプラス＞をご受講中のかたで、2020年度も引き続き同じ＜こどもちゃれんじプラス＞をご希望の場合、
お手続きが不要の場合もございます。下記＜お申し込み手続き一覧＞を必ずご確認のうえ、お手続きください。

引き続き＜リズムダンスプラス＞を受講希望

解約

⇒ 終了

引き続き＜読み聞かせプラス＞を受講希望

解約

引き続き＜表現プラス＞を受講希望

解約

⇒ 終了

引き続き＜知育プラス＞を受講希望

解約

⇒ 終了

※例）2019年度読み聞かせプラスぷちをご受講中のかたで、2020年度読み聞かせプラスぽけっとをご受講希望の場合お手続きは不要です。

■2020年度＜こどもちゃれんじプラス＞の標準海外受講費

（2019年9月現在　1か月あたり 単位：円）

※サイパンにお住まいの方で株式会社ＯＣＳでご契約いただいた場合は、国際郵便第１地帯の受講費です。
※ニュージーランドにお住まいの方で株式会社ＯＣＳでご契約いただいた場合は、国際郵便第２地帯の受講費です。

■2020年度＜こどもちゃれんじプラス＞のラインナップ

■教材のお届けについて
・
・
・

お届け方法、お届予定日などは海外受講サイトをご確認ください。                  

　

B.　国際郵便の場合

アジア・オセアニア 北米・中米

お申し込み手続き一覧

ぽけっと

ぷち

ぷち・ぽけっと
ほっぷ

ぽけっと

ほっぷ

じゃんぷ

2019年度受講中の
＜こどもちゃれん

じプラス＞

930

A.　宅配・EMS便の場合

読み聞かせプラス
えほんばこ
１・２さい

えほんばこ
２・３さい

2020年度＜こどもちゃれんじ＞では、お子さまの感受性や知的好奇心をさらに豊かに育むために、
＜ぷち＞～＜じゃんぷ＞の5講座でそれぞれオプション教材＜こどもちゃれんじプラス＞をご用意しています。
教材内容については、＜こどもちゃれんじプラス＞のサイト（https://kodomo.benesse.ne.jp/ap/plus/）にてご確認ください。

こどもちゃれんじ
プラス

こどもちゃれんじプラス 790

https://www.benesse.co.jp/zemi/kaigai/option/index.html

えほんばこ
３・４さい

「本が好き！」を育む
４・５さい

2021年度開講予定

※海外受講のお申し込み方法・海外受講費・取り扱いラインナップは、国内受講とは異なりますので、ご留意ください。
※「サイエンスプラス」は、海外にお送りできないものが教材に含まれているため、海外受講のお申し込みは受け付けていません。
　　（こどもちゃれんじホームページでは、＜こどもちゃれんじプラス＞の海外受講のお申し込みは受け付けていません）

― ―リズムダンスプラス

970 830 910

＜こどもちゃれんじプラス＞のみのご受講は受け付けていません。

検索

＜こどもちゃれんじプラス＞は、原則＜こどもちゃれんじ＞に同封して毎月お届けします。

受講中止のご連絡をいただかない限り、下記の通り続けて教材をお届けします。１か月のみのご受講はできません。
「リズムダンスプラス」 ：  ＜こどもちゃれんじぽけっと＞「リズムダンスプラス」3月号まで
「読み聞かせプラス」　：　＜こどもちゃれんじじゃんぷ＞「読み聞かせプラス」3月号まで
「表現プラス」          　：　＜こどもちゃれんじほっぷ＞「表現プラス」3月号まで
「知育プラス」　　　 　　：  ＜こどもちゃれんじじゃんぷ＞「知育プラス」3月号まで

表現プラス ―
おうちアート

２・３さい
おうちアート

３・４さい
― ―

知育プラス
おやこワークプラス

１・２さい
おやこワークプラス

２・３さい
キッズワークプラス

３・４さい
キッズワークプラス

４・５さい
キッズワークプラス

５・６さい

ぽけっと ほっぷ すてっぷ じゃんぷ

欧州・アフリカ・南米・中近東 第１地帯 第２地帯 第３地帯

台湾・韓国
香港・タイ

シンガポール
フィリピン

グアム・マカオ
サイパン

左記以外
アメリカ
カナダ

その他
イギリス
フランス
ドイツ

その他の欧州
中近東

南米
アフリカ

宅配不可能地域に
お住まいのかた
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リズムダンスプラス
ぷち

１・２さい

リズムダンスプラス
ぽけっと
２・３さい

―

リズムダンスプラス

ぷち・ぽけっと・
ほっぷ・すてっぷ

読み聞かせプラス

表現プラス

不要

不要

不要

不要

不要

不要

要

⇒

⇒

要

要

不要

830 870 910 910

ぷち

「■お手続き方法」解約へ

-

-

「■お手続き方法」解約へ

-

2020年度　＜こどもちゃれんじプラス＞海外受講のお申し込み

2020年度＜こどもちゃれんじプラス＞のお申し込みを受け付けています。以下をご確認の上、お申し込みください。

・　お支払いは、基本的に開始月から年度末までの一括払いとなります。
・　ご入金方法は、2020年度の＜こどもちゃれんじ＞と同じご入金方法にて承ります。
・　お振込・ご送金の際にかかる手数料は、お客さまのご負担となります。ご了承ください。
・　お支払いに関してのお問い合わせはご契約先の販売会社までお願いいたします。

※海外でご受講される場合は、締切日・お申し込み方法・受講費が国内受講とは異なります。（販売会社とのご契約となります）

2020年度にご受講いただく＜こどもちゃれんじ＞と同じ種類の＜こどもちゃれんじプラス＞のみご受講いただけます。
（＜こどもちゃれんじ＞と違う種類の＜こどもちゃれんじプラス＞のご受講は受け付けておりません。ご了承ください。）

012GM1

知育プラス

お手続き
要／不要

⇒

⇒

要

お手続き方法

-

「■お手続き方法」解約へ

-

-

2020年度受講希望の
＜こどもちゃれんじプラス＞

-

「■お手続き方法」解約へ

ベネッセ海外受講サイト こどもチャレンジプラスのご案内

1
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■お手続き方法 ※ベネッセコーポレーション海外受講窓口では申込受付はしておりません。

　ご契約先の販売会社に応じて下記お手続きをお願いいたします。

※１　4ページの海外受講申込書に必要事項をご記入の上、ご契約中の販売会社へお送りください。

※２　海外受講サイトより『解約連絡書』をダウンロードし、解約ご希望商品を解約されたい月の前月1日までにFAXか郵送にてご連絡ください。  

■WEB・郵送・ＦＡＸ宛先
　※必ずご契約先の販売会社をご確認の上、誤りのないようご送付ください。FAXをご利用いただけない場合は、郵送でお送りください。

WEB

FAX

ＯＣＳ海外店でお支払いの
会員さま/その他会員さま

お申込み

解約

日販アイ・ピー・エス株式会社

https://www.nippan-ips.co.jp/benefits_services/
product_categories/zemi/

＋８１－３－５８０３－２５６３

株式会社ＯＣＳ

※個人会員さま、FLS利用企業に属する会員さま専用
https://ocsfamilylinkservice.ocs.co.jp/FLS/

　　　一括払い期間の途中での解約も可能です。おやめになりたい月の前月1日までに、次ページの■お手続き方法に従ってお手続きください。
　　　未受講分の受講費をお返しします。（例：9月号から解約する場合は8月1日までにご連絡ください）

＋８１－３－５５３４－７８４６

日販アイ・ピー・エス株式会社

郵送・FAX　※１

WEB　または
郵送・FAX　※２

個人会員さま
FLS利用企業に属する会員さま

株式会社ＯＣＳ

郵送・FAX　※１

WEB 郵送・FAX　※２

「こどもちゃれんじ・進研ゼミ　海外受講」の個人情報の取り扱いついて

株式会社ベネッセコーポレーション（以下「当社」といいます）は、「こどもちゃれんじ・進研ゼミ　海外受講」の教材・サービス提供に際しての個人情報の取り扱いを以下の通り、適切に行います。

1. 個人情報の利用目的
当社では、お客様が「こどもちゃれんじ・進研ゼミ　海外受講」の販売会社（日販アイ・ピー・エス株式会社、㈱OCS等）と契約された内容に基づき、お客様が申し込まれた教材・サービスを適切にお届けするために、個人情報を利用
いたします。
・ 適切な教材やサービスをご提供するため。（一時停止等の処理も含みます）
・ 教材・サービスの向上を目的とした情報収集・アンケート等をご依頼するため
・ 教材・サービス等に関するお問い合わせ対応のため
・ その他、教材・サービス提供に付随する業務のため
本文書（「こどもちゃれんじ・進研ゼミ 海外受講」の個人情報の取り扱いについて）をお読みいただき、同意の意思表示をいただいた上で、当社はお客様の個人情報を取扱います。なお、お客様は同意をいつでも撤回することが可
能です。

当社は以上の他、法的義務を遵守するため、お客様もしくは一般の方の重大な利益を保護するために個人情報を利用する場合があります。

なお、個人情報の保管期間は、利用目的の達成に必要な期間とし、販社との契約が終了し保管する必要性がなくなった場合は、安全な方法で消去します。

2. 上記目的のために処理する（取り扱う）個人情報
当社は、以下に掲げる種類以外の個人情報処理（取り扱い）は行いません。もし、必要が生じた場合は、お客様にご連絡の上、同意をいただきます。
・ 保護者のお名前、教材のお届け先（住所）、電話・FAX、メールアドレス
・ 受講されるお子様のお名前・性別・生年月日
・ 国内代理人のお名前、ご住所、電話番号、FAX、メールアドレス
・ ご希望の教材選択情報（開始月、コース等）、教材のタイプを決めるために必要な情報（通学校等）、進研ゼミの受講経験有無、当社がお客様に発行した会員番号等
・ 受講にともないご提供いただく情報や履歴情報（教材の利用、課題の提出・成績等の記録、志望校等サービス内でご提供いただく情報 等）
・ 会員向けのWEBやアプリの利用により機械的に取得する情報（cookie等の情報を利用して記録する、パソコンやスマートフォン等の端末を識別する情報、お客様が閲覧・利用した記録 等）

なお、これらのお客様からの情報提供は任意ですが、当社が教材・サービスを適切にお届けするために必要な情報となりますので、ご提供いただけない情報がある場合、教材・サービスの提供に支障がでたり、サービスがご利用
いただけなかったりする場合があります。

個人情報の処理（取り扱い）に際して準拠するもの
・ 当社は日本の法令等の遵守に加え、個人情報マネジメントシステム(JISQ15001)に準拠しプライバシーマークを取得しております。また、国際認証である情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）も認証取得しています。
・ 2018年5月25日より運用開始となりましたＧＤＰＲ（EU一般データ保護規則）への準拠も進めております。

3. 第三者提供
当社は、業務の一部を他社に委託する場合、および法令で定められている場合を除き、お客様の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することはありません。
業務委託につきましては、委託先選定を厳密に行った上で、契約の締結とそれに基づいた管理・監督を十分行い、業務終了後の情報消去まで管理いたします。

4. 正確性の確保
当社は、お預かりした個人情報を最新、および正確に保つように努め、情報の誤りや不足等があった場合には、速やかにこれを訂正します。

5. セキュリティ
当社は、日本の法令等に基づき、お客様からお預かりする個人情報を、不正なアクセスや漏えい等から守るために必要な取り組みをしています。（日本の法令等・プライバシーマーク・ISMS等の規定を遵守）
また、お預かりする個人情報は日本国内に保管し、当社から第三国に移転することはございません。

6. 個人情報の開示請求等、お客様の権利について
お客様にはご自身の個人情報について、開示・訂正・消去・利用等の制限、またはポータビリティを請求することができます。
また、お客様は個人情報の取り扱いに関して、当社または監督機関に不服を申し立てる権利があります。
当社へのお問い合わせ等は、10項のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

7. 子どもに関する当社の方針
「こどもちゃれんじ・進研ゼミ 海外受講」の教材・サービスは、1歳～19歳を前提にしており、16歳未満のお子様が対象となるケースがあります。教材・サービス提供を行う当社への個人情報提供は、保護者の方が行っていただくよう
お願いいたします。また、「赤ペン先生の問題」など、お子様が取り組まれるサービスについては、保護者の同意のもと、当社に個人情報（答案の回答内容も含む）をご提供ください。

8. WEBサイトについて
海外受講のご案内ページを含む、当社のWEBサイトにおける閲覧履歴等の取り扱いにつきましては、こちらにてご確認ください。https://www.benesse.co.jp/privacy/index.html
9. 本文書の変更
当社は本文書をいつでも変更することができるものとします。重要な変更がある場合は、個別にお知らせいたします。

10. お問い合わせ
当社の個人情報の取り扱いについてのお問い合わせ、開示・訂正等については、下記にご連絡ください。
個人情報お問い合わせ窓口

＊日本国内からは通話料無料。海外からおかけいただく場合は、+81-42-679-8372におかけください。通話料がかかります。

https://enquete.benesse.ne.jp/forms/o/wef04b4ae3/form.php

㈱ベネッセコーポレーション　個人情報保護最高責任者（CPO）

郵送

〒113-0034
東京都文京区湯島1-3-4
日販アイ・ピー・エス株式会社
「こどもちゃれんじ・進研ゼミ」受講係

〒135-8527
東京都江東区辰巳 3-9-27
株式会社ＯＣＳ
「こどもちゃれんじ・進研ゼミ」受講係
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【株式会社OCSでの個人情報の取り扱いについて】

株式会社OCSでは、海外受講のお申込み受付から教材の海外発送、海外受講費の請求・支払いを承っております。
株式会社OCSでは、お客さまからお預かりした個人情報を、お客さまの同意なく、「こどもちゃれんじ」「進研ゼミ」の海外受講業務の遂行以外の目的で使用することはございません。

【欧州経済領域内に所在のお客様の個人情報の取扱いについて】
株式会社OCSでは、お客様からお預かりした個人情報を、EU一般データ保護規則(“REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC”、以下「GDPR」といいます。)に基づき取扱いを行います。
OCSが規定する内容と、GDPRの規定する内容が抵触する場合、GDPRの規定が優先するものとします。
詳細はプライバシーポリシー（https://www.ocs.co.jp/privacy/）をご覧下さい。

お問合せ窓口03-5534-7966（日本の土日祝日・年末年始を除く、日本時間9:00-12:00　13:00-17:30）

日販アイ・ピー・エス株式会社　個人情報取扱い同意書　　※最終更新2018年5月25日

日販アイ･ピー･エス株式会社（以下、弊社といいます）は、サービス提供のために、お客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人情報の取扱いについて、下記のように定め個人情報の保護に努めてお
ります。お客様は、当同意書に同意いただくことで、ご利用いただけますので、よくお読みください。

１．利用目的
弊社は以下の目的のため、お客様の同意に基づき、2.に記載する個人情報を利用します。個人情報保護法、またはその他の法令により認められる場合を除き、お客様の同意がない限り、この範囲を超えてお客様の個人情報を利
用することはありません。
  （１）弊社のサービス提供　（２）商品の配送　（３）調査、統計等の実施　（４）お問い合わせの対応

２．お預かりするお客様に関する情報
以下のお客様情報をご提供いただくことが、当サイトをご利用いただく条件となります。なお、当サイトの入力フォームから個人情報をご提供いただく際、通信はSSL（Secure Socket Layer）による暗号化措置が施されております。

【お客様により自主的にご提供いただく個人情報】
（１）氏名（２）メールアドレス（３）お子様の氏名（４）性別（５）住所（６）電話番号（７）FAX番号（８）生年月日
（９）会員番号（１０）国名（１１）出国日（１２）代理人氏名（１３）代理人住所（１４）代理人電話番号
　
【当サイトへアクセスした時点で自動的に収集される情報】（※1）
（１５）Cookie（１６）IPアドレス

※1　弊社は訪問者が当サイトにアクセスした時点より、Cookieやウェブビーコン（クリアGIF）を使用した情報の取得、IPアドレスのアクセスログを取得しています。これらは必ずしも訪問者本人を特定するものではありません。

Cookieについて：Cookieとはお客様がウェブサイトにアクセスしたときに、お客様のコンピューターと当サイトのサーバーとの間で送受信したサイト閲覧の履歴や入力内容等を、お客様のコンピューターにファイルとして保存しておく
仕組みです。弊社はCookieを利用してお客様のコンピューター端末を記憶し、分析、統計することでサービス向上に努めています。なお、お客様ご自身によるブラウザ設定により、Cookieを無効にすることができますが、Cookieを無
効にすることにより、当サイトが正しく動作しない場合があります。

ウェブビーコンについて：ウェブビーコン（GIF）とは、小さな画像ファイルであり、ウェブページやメールマガジンに埋め込むことで、お客様の閲覧履歴やCookieの存在を把握することができます。弊社は当サイトの各ページの閲覧状
況、メールマガジンの開封率などからお客様のニーズを把握し、今後のサービス向上に役立てるため、ウェブビーコンを使用する場合があります。

IPアドレスについて：IPアドレスはインターネットに接続する際にコンピューター端末に割り振られる番号であり、必ずしも本人を特定するものではありません。弊社では当サイトのサービス向上のための分析、統計を行うために、訪
問者の発信元と思われるIPアドレスを記録する場合があります。

３．個人情報を取得するにあたって
（１）弊社は日本国の諸法令を遵守します。
（２）弊社はプライバシーマークを取得しており、個人情報保護マネジメントシステム（JIS Q 15001）に準拠しています。
（３）弊社はヨーロッパにおける一般データ保護規則（GDPR）（※2）に準拠するよう取り組んでいます。

※2　GDPRとは、EU一般データ保護規則（GDPR ：General Data Protection Regulation）と呼ばれ、EU（欧州連合）において1995年から適用されている「EUデータ保護指令（95/46/EC）」に替わる新たな法規制として、2018年5月25日
に適用開始となった個人情報の保護に関しての法令です。

４．個人情報の取扱いについて
（１）お客様はご自身のデータに関する取扱いの制限、情報の更新、または削除を要請することができるほか、弊社が取得しているお客様ご自身のデータを、お客様ご自身又はお客様が指定する第三者に対して送付するよう要請
することができます（ただし、第三者へのデータの送付を行うことができるのは、弊社が有する技術により対応が可能な場合に限られます。）。
弊社は、適用法、及び商取引上の規定に矛盾しない限り、これらの要請に誠意を持って対応します。
（２）お客様は、ご自身のデータに関する取扱いについての不服を弊社に対して申し立てることができます。また、弊社におけるお客様ご自身のデータに関する取扱いについては、監督機関に不服を申し立てることもできます。
（３）お客様は、弊社におけるデータの取扱いに対して行った1.記載の同意を、いつでも撤回することができます。ただし、当該撤回は、お客様が同意を撤回される前に弊社によりなされたデータの取扱いの適法性に影響を及ぼすも
のではありません。
（４）お問い合わせや注文に関するメールは、受配信日から2年間経過で削除いたします。2年経過したメールに関するお問い合わせにはお応えできません。

５．保管サーバーについて
お客様により当サイトで登録された個人情報は、日本に設置されているサーバーに保管されます。なお弊社はファイアウォール、アンチウイルス等、情報漏えい、滅失、毀損の防止に努めており、当サイト自体もSSL（Secure
Socket Layer）による暗号化措置を講じておりますが、これによりデータの完全性を示すものではありません。

６．16歳未満のお客様の利用について
当サイトは16歳未満のお客様はご利用いただけません。16歳未満のお客様が当サイトを利用する場合、保護責任を持つ方による同意、または許可が必要です。

７．ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）との連携
当サイトはFacebook、twitterをはじめとする第三者のソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下ＳＮＳ）を通じて、当サイト内のページを共有する機能を含む場合があります。この機能を利用することにより、ＳＮＳ提供企業は、お
客様の当サイトの利用に関する情報を収集し利用することがあります。その操作に関しては各ＳＮＳ提供企業のプライバシーポリシーが適用され、弊社は一切の責任を負いません。

８．他サイト（外部）リンク
当サイトには商品やコンテンツの情報をより良く知っていただくため、外部リンクを記載している場合があります。これら外部サイトにおいては、当該サイトのプライバシーポリシーが適用されます。当該サイトでお客様の情報を提供
された場合には、弊社は一切の責任を負いません。

９．個人情報の取扱い業務の委託
弊社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しており、業務委託先に対してお客様の個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託
先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。
（１）当サイト運営サーバーの提供、及び保守を請負う会社
（２）決済サービス会社（リンク遷移型決済により、お客様は直接、決済会社のサービス規約に従って決済手続きを行っていただきます。弊社はクレジットカード情報等を保持いたしません。）
（３）物流委託会社

１０．第三者への提供
弊社は法律で定められている場合、及び上記「９．個人情報の取扱い業務の委託」の場合を除いてお客様の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。

１１．個人情報提出の任意性
お客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、弊社からの返信やサービスを実施できません。

１２．個人情報に関する権利行使（開示請求等）の方法について
お客様には、4.に記載しましたとおり、ご自身の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除および利用停止又は提供の拒否を要求する権利があります。これらの権利に基づき、弊社における各種お手続きを希望される
場合には、弊社問い合わせフォーム、または当ページ最下部のメールアドレス宛にご連絡ください。また、各権利の詳細に関しましては下記の窓口までご連絡いただくか、弊社コーポレートサイトのプライバシーポリシー内「個人情
報の取り扱いについて」をご確認ください。

１３．弊社従業員の教育
すべての弊社従業員には、機密保持契約の締結と、機密保持およびプライバシーに関するトレーニングが義務付けられており、お客様の個人情報保護に取り組んでいます。

１４．当同意書の更新
弊社は最新の個人情報保護規定を反映させるため、本同意書を随時変更する場合があります。変更された場合には当ページの「最終更新日」を更新しますので、定期的に確認することをおすすめします。なお、更新内容によって
はお客様にメールにて通知する場合があります。

お問い合わせ先：
運営：日販アイ・ピー・エス株式会社（進研ゼミ海外受講担当）
zemi@nippan-ips.co.jp
TEL:+81-(0)3-5802-1854
個人情報保護責任者　データ保護責任者(Data Protection Officer)　　宮崎　聡（Satoshi Miyazaki）
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　 ▼ご契約先の販売会社 ※チェックがない場合、教材・サービスの提供に支障がでたり、サービスがご利用いただけない場合があります。

[ 株式会社ベネッセコーポレーションでの[こどもちゃれんじ・進研ゼミ　海外受講]の個人情報の取り扱いについて]の内容に同意します。

[ 日販アイ･ピー･エス株式会社個人情報取扱い同意書]の内容に同意します。

[ 株式会社OCSでの個人情報の取り扱いについて]の内容に同意します。

①会員氏名・保護者氏名　

②電話番号　 ＊国番号からハイフンを入れずにご記入ください。国際アクセス番号は不要です。
　

③会員番号（会員番号をお持ちのかたは必ずご記入ください。）

＊左ヅメで、ハイフンを入れずにご記入ください。

④販売会社　 ＊ご契約先の販売会社を○で囲んでください。

⑤＜こどもちゃれんじプラス＞（有料）の追加　

　2020年度ご受講のこどもちゃれんじのコースの中からのみご選択いただけます。

▼ここから下は、ご記入不要です。

＜OP商品契約＞ メディア 受講月数 支払形態 開始希望月 企業処理コード

2 0

ＯＣＳ

―

―

日販ＩＰＳ

　 2020年度　＜こどもちゃれんじプラス＞　海外受講申込書　

2～3ページに記載している｢個人情報の取り扱い｣をご確認いただき、
以下、チェック ✔ を入れてお申し込みください。
（ご契約先の販売会社のどちらか一方にチェック ✔ を入れてください。）

012GM1

日販アイ・ピー・エス(株)
１０２０００２００４

(株)ＯＣＳ
１０２０００１００４

※その他の会社経由のかたは、下記に会社名をご記入ください。

会員氏名

カナ姓 カナ名

保護者氏名

カナ姓 カナ名

※こちらの面に必要事項をご記入の上、
  ご契約先の販売会社へFAXをお願いたし
  ます。
※FAXをご利用いただけない場合は、
  郵送でお送りください。

＜日販アイ・ピー・エス株式会社＞
　+81-3-5803-2563

＜株式会社ＯＣＳ＞
　+81-3-5534-7846

※その他の会社経由のかたは、ご契約の
   会社へご連絡ください。

電話番号

―

AF 2017 (S12) AF 2016 (T12)

読み聞かせ
プラス

えほんばこ
１・２さい

えほんばこ
２・３さい

えほんばこ
３・４さい ―

AE 2018 (F12) AE 2017 (E12) AE 2016 (H12)

「本が好き！」を育む
４・５さい

AE 2015 (Y12)

表現プラス ―

おうちアート
２・３さい

おうちアート
３・４さい ―

AG 2014 (A12)

A12 9999 39 2

知育プラス

おやこワークプラス
１・２さい

おやこワークプラス
２・３さい

キッズワークプラス
３・４さい

キッズワークプラス
４・５さい

キッズワークプラス
５・６さい

AG 2018 (Q12) AG 2017 (P12) AG 2016 (D12) AG 2015 (B12)

リズムダンス
プラス

リズムダンスプラス
ぷち

１・２さい

リズムダンスプラス
ぽけっと
２・３さい ― ― ―

AD 2018 (L12) AD 2017 (M12)

＜こどもちゃれんじプラス＞をお申し込みのかたは、以下の①～⑤を太枠の中にご記入ください。
ご記入前に必ず１ページの「■お申し込み前に必ずお読みください」をご確認ください。

＊ご希望の＜こどもちゃれんじプラス＞名を○で囲んでください。

開始月 海外での受講は、２０　　 年　　 月号より開始します。 ※この申込書では2020年4月号～2021年3月号の
受講を受け付けています。

こどもちゃれんじ
プラス ぷち ぽけっと ほっぷ すてっぷ じゃんぷ

4


