
3月スタート

3月17日水まで
＊4月スタートは
4月17日土まで

入会手続き締め切り

もし、ご納得いただけない場合、
期間内であれば全額返金いたします。

約2週間、ご自宅でぜひお試しください

生協からのご入会で   大幅にお得

幼児コース 小学生コース 中学生コース
学ぶのが楽しくなると
ぐんぐん伸びる！
見て・聞いて・動かす教材で、
小学校入学までに身につけたい力を養います。

自分のタブレットだから身につく
毎日の学習習慣
見る・聞く・書く・話すで体感的に学び、
理解を深めます。

今やることがわかる！
定期テストに自信がつく！
一人ひとりにあった学習法で、定期テストで
必要な学力をしっかり身につけます。

数学 社会英語 国語 理科

数学
ドリル

暗記
カード

実技
4教科

漢検
ドリル

教科書
準拠

教科書
準拠

※カタカナの講座は、年長コースで配信します。 国語 算数 英語 理科 社会 漢検ドリル 計算ドリル プログラミング

全
10分野

まずは無料資料請求 すぐ入会は
こちらから！

●内容
カタログ（スマイルゼミのご紹介・全教科の学習内容）／
年間カリキュラム表／生協優待入会のご案内 ほか

資料に記載している方法にしたがって
お申し込みください。

注文書にて検討している学年の資料請求番
号（注文番号）と注文数をご記入のうえ、ご
提出ください。無料

ご入会

ご入会後、約1～3週間でお届けします。タブレットの
お届け

ご利用代金のお支払いは、生協にご登録
の口座からの引き落としとなります。お支払い

資料請求

資料お届け 注文書提出後の
翌週に発送します。

ご入会の流れ

定期テスト対策

高校入試対策

リスニング

主要５教科

実技４教科
+

幼児・小学生・中学生向けタブレット通信教育を
おトクな組合員価格で！

生協を通してお申し込みいただくと、メーカー直接申し込みの12か月分一括払いのひと月あたりの金額と同等価格で受講できます。
2021年4月以降の受講価格です。2021年3月までの受講価格は入会お申し込み時にWebサイトでご確認ください。

・ お支払い方法は一括／分割を選べます。
分割払い 月々 980円（税込 1,078 円）×
12回
・ 受講開始後12ヶ月未満で退会された場
合は、タブレット代金の一部を追加でご請求
します。

9,980円
専用タブレット

選べる2色のタブレットカバー

専用デジタイザーペン

1台で完結する高性能

（税込10,978円）※一括払いの場合

3/17㊌まで
3月スタートの締め切りは

【受講のお申し込みについて】タブレットがお手元に届き次第、すぐにご利用い
ただけます。／受講開始後、退会のお申し出がない限り、中学校卒業まで自動
継続となります。
【個人情報の取扱いについて】お申し込み時にお知らせいただいた組合員様の
個人情報は、（株）ジャストシステムからの資料発送の目的に限り利用し、適正に
管理します。
その他各詳細については資料やWebサイトをご覧ください。

2021年度
新学習指導要領

対応

2/8㊊～ ㊎まで2/12資料請求
受付期間

W273×H382mm　福井2月3回単独チラシ★共通

一年の総復習で
新学年は好スタート！
一年の総復習で
新学年は好スタート！

年　中

学　年 資料請求番号
（注文番号）

年　長 109818

107204小学1年生

107891小学2年生

108006小学3年生

108022小学4年生

108561

小学6年生

小学5年生

104078

108634

中学2年生

中学1年生

108642

中学3年生 104949

109817

学　年

2021年12月から募集再開します。

中学3年生
標準クラス

組合員価格通常価格

年　中
（税込3,278円）（税込3,960円）

3,600円 2,980円

年　長
（税込3,278円）（税込3,960円）

3,600円 2,980円

小学１年生
標準クラス （税込3,278円）（税込4,268円）

3,880円 2,980円

小学２年生
標準クラス （税込3,520円）（税込4,510円）

4,100円 3,200円

小学３年生
標準クラス （税込4,180円）（税込5,170円）

4,700円 3,800円

小学４年生
標準クラス （税込4,840円）（税込5,830円）

5,300円 4,400円

小学５年生
標準クラス （税込5,720円）（税込6,710円）

6,100円 5,200円

中学２年生
標準クラス （税込8,580円）（税込9,680円）

8,800円 7,800円

中学１年生
標準クラス （税込7,480円）（税込8,580円）

7,800円 6,800円

年　少

（税込7,260円）
小学6年生
標準クラス （税込6,270円）

5,700円6,600円

毎月の受講価格

（税込9,680円）（税込10,780円）
9,800円 8,800円

商品についてのお問い合わせ

 0120-941-220
受付時間 10:00～20:00
※土日祝も受付しています（12月31日、1月1日を除く）
※お電話の際には
 「生協のチラシを見て連絡している」とお伝えください。

注文書提出期間後の資料請求は
受付時間 
9:00～18:00
（土日祝除く）

県民せいきょうグループ コープサービス福井

 0120-52-8464



スマイルゼミ会員の声

幼児の時からスマイルゼミを
使っていて日々学習するという
習慣が身につきました。おかげさ
まで小学校に入ってからも学校
の課題やドリルなども前向きに
取り組んでいます。　《幼児》

学習習慣がついた！

スマイルゼミはタブレットを使っ
た教材ということで、紙が溜まら
ない、映像や音が出る、その場で
自動丸付けができるという点が
魅力的でした。また、塾代と比べ
て月々の費用が安く、家計にや
さしかったです。スマイルゼミの
おかげで第一志望の高校に合格
することができ、本当にうれしく
思っています。　《中学生》

スマイルゼミだから
結果が出た！紙の勉強は机に向かってなので、やる気を出して

からじゃないと中々しないが、タブレットは移動
中であったり、待ち時間であったり、気軽に始め
られるので、結果長続きしてるように感じます。
自動で採点もしてくれるので、親が見ないといけ
ない負担も少なく、気に入ってます。　《小学生》

紙教材より使いやすい！

英語を覚えるのが早くなったと思います。先生
から「何か習ってますか？」と言われるくらい英語
力が身についていると思います。英語の発音は
教えてあげられないので、ネイティブな発音を
何度も聴けるのはいいと思います。　《小学生》

英語が得意になった！

※会員の声は個人の感想です。

夢中になって学ぶから“続く”タブレット学習

幼児コース 小学生コース 中学生コース

講座は1日15分から。毎日少しずつでも取り組
めるのが、学習習慣の定着につながります。

書き順や正しい字形を、お子さまひ
とりで学べるようナビゲート

身近な題材で数の順番や多い・少
ないなどの概念を楽しく習得 教科書と同じ文章をアニメーショ

ンや音声で楽しみながら学ぶ
動きのある解説と反復練習で算数
の基礎を確実に定着

英単語・文法・教科書本文での
読解・リスニングまで学べる

演習問題は途中式も書いて
解答、難問は映像解説で理解

日程と範囲の設定で、テスト当
日までの学習計画をオーダーメ
イド

中３からは志望校合格に向け
た無駄のない1年間の学習
プランを設計※

新学習指導要領準拠
「聞く・話す・読む・書く」を育てる

実験や観察など、実体験に近い学
習で科学的理解を深める

タブレット上で動かして算数の図
形につながる認識力を身につける

学習後は保護者が花丸などを書いて親子で楽しく振り返
り、がんばりを褒めてさらなる学習意欲を引き出します。

間違えた問題はその場で解き直し、苦手のモトを作らない。
その場でできなくても、後日取り組めるよう誘導します。

ネイティブの発音にふれて、正しく
聞き、発音する基礎を養う

実際にアニメーションを指で触れて体感すること
で、学びの理解度が高まります。

問題を解くと自動的に丸付け。お子様の学習
ペースに合わせてテンポ良く学べます。

スマイルゼミの教材は、すべて1台のタブレットの中。鉛筆で紙に書くのと同じような感覚で学べるうえに、
直感的で使いやすいインターフェイスで、迷うことなく学習できるように設計されています。 

1日約15分 体感的に理解 自動丸付け

標準クラス 発展クラス

●小学生コース

特進クラス標準クラス

●中学生コース

〝高性能〟学習タブレット
細かい字が
書ける

手をついて書ける

タブレット買い換えナシ！

小学生
コース

中学生
コース

幼児
コース

机の高さからの
落下テストを
クリア

英語

えいご

お子様がのびのびと自立的に学べ
保護者の方が自然に見守る
幼児期の成長を育む
学習システム

算数国語

理科英語

かず

入試
対策

ひら
がな

定期テスト
対策

かたち

みまもる機能

選べる2つのクラス

小学生コースと中学生コースでは目指す学力に合わせて２つ
のクラスが選べます。

毎日の学習成果は
保護者のスマート
フォンへ連絡。勉強
のがんばりへの声
かけや日常的なコ
ミュニケーションも
ここから行えます。

保護者は
スマート
フォンで

親子で確認「きょうのできた！」

間違えた問題はスグ解き直し！

数学

のびのびと自立的に学び
保護者の方が自然に見守る
お子様の未来に繋がる
自信と意欲を育む

まなぶ、たのしむ、みまもるのサイクルで
毎日続けられる学習システム
2020年度新学習指導要領に
あわせた教材も配信

一人ひとりの学習理解度を分析して
毎日の学習計画をオーダーメイド
定期テストから高校受験まで
ずっと頼れる味方になる

のびのびと自立的に学び
保護者の方が自然に見守る
お子様の未来に繋がる
自信と意欲を育む

まなぶ、たのしむ、みまもるのサイクルで
毎日続けられる学習システム
2020年度新学習指導要領に
あわせた教材も配信

一人ひとりの学習理解度を分析して
毎日の学習計画をオーダーメイド
定期テストから高校受験まで
ずっと頼れる味方になる

※標準クラスの場合。特進クラスでは全カリキュラムを通して入試対策に取り組みます。

ペンとタッチを
瞬時に

自動切り替え


