2021年2月現在

〈Challenge English〉のご案内
〈Challenge English〉は、小学生〜高校生のかたを対象に Web および専用アプリケーションで学習する英語サービスや、

使い 方

外国人講師とのマンツーマン英会話レッスンを毎月、配信、提供します。
〈Challenge English〉
にお申し込みいただきますと、
お支払い方法にかかわらず、退会のお申し出をいただかない限り、
「高校 3 年生」終了まで毎月継続して配信・提供します。
ご受講にあたってはWebで〈ベネッセの通信教育サービス〉共通利用規約をご確認ください。

https://www.benesse.co.jp/zemi/term/

【 安 心 のご契 約 】
◆〈Challenge English〉
でご提供するサービスの内容

◆変更・退会のご連絡をいただかない場合は、
ご登録内容

○ 日々の学習（1レッスン約5分〜）
4技能トレーニングと定着度確認のテストが受けられる

（お届け先・お支払い条件等）
をサービス終了まで適用します。

デジタルレッスン
○ 月1回（約25分）
ライブの集団授業で４技能のポイントを学べるライブ
配信型レッスン
〈CETVライブ〉※事前予約制
○ 月１回（約15分）
外国人講師とのマンツーマン英会話レッスンができる
〈オンラインスピーキング〉
「通常コース」

「通常コース」
は前月15日より予約を開始いただけます。
〈オンラインスピーキング〉
レッスンを受講いただけるの
は、小3までは「毎月1日から翌月末日まで」、小4以上は
「毎月１日から翌々月15日まで」
です。
レベル設定の翌日より可能になります。
・ 初回の予約は、
・ 実際の受講回数が契約回数に満たない場合でも返金
はありません。

〈Challenge English
（小学生向け）
（中学・高校生向け）
〉
の受
講にはインターネットにつながったパソコンやiPad、
または
〈チャレンジパッド2〉
〈チャレンジパッド3〉
〈チャレンジパッド
必
Neo〉
のほか、
マイクとウェブカメラが必要となります※1。
ず、
ホームページ等で受講に必要な機器の通信環境、
スペック
※1 お使いの機
等の条件を確認いただいたうえでご受講ください。
器に内蔵されていない場合

◆退会後のコンテンツ利用について
〈Challenge English〉
退会後は、
過去にご受講いただいた
分 も含め 、最 終 受 講 月の 末 日を もって〈 C h a l l e n g e
English〉
のデジタルレッスンのすべてのコンテンツがご利
用いただけなくなります。
〈オンラインスピーキング
（小学生
向け）
（中学・高校生向け）〉
「通常コース」
は、
最終受講月の
翌々月末までのレッスン受講と、レポートの閲覧が可能で
す。
なお、
「高校３年生」
終了後は、
5月末日ですべてのコンテ

◆途中退会はいつでも可能です。残金もお返しします。

ンツが利用できなくなります。

※途中退会される場合は、最終受講月の前月1日までにご連絡ください（1日ま
でに退会のご連絡をいただくと、翌月号からの退会となります）。次年度4月号
のみ退会締切日は2/25です。※一括払いのかたが途中で退会する場合、受
講月数に応じて残りの受講費を返金します。

「検定攻略コース」
（別料金）について

◆受講費以外の入会金・再入会金・教材費は0円
※ただし、受講費の入金手数料およびインターネット接続時のプロバイダ料金
と通信料金はお客さま負担となります。

◆ 毎月25日から翌月末日までを1か月としてデジタ
ル教材・サービスを提供します。
◆一括払いのかたには、
お支払い期間満了前に、次の受

◆<オンラインスピーキング>のご利用には、<Challenge English>もし
くは「進研 ゼミ」のご 受 講 が 必 要です。退 会されると、<オンラインス
ピーキング>検定攻略コースの利用もできなくなります。
◆<オンラインスピーキング>検定攻略コースのチケットは1枚1,290円
です。※2021 年 2 月現在 税込：消費税率 10％
◆<オンラインスピーキング>検定攻略コースのレッスンは、小学生向けは
<Challenge English>ご入会月の前月25日以降、チケット付与後よ
り予約可能になります。チケットは購入後、即付与されます。
◆チケットの有効期限は、1回の場合は「購入月の翌々月末日まで」、2回
の場合は「購入月の３か月後の末日まで」、４回の場合は「購入月の６か
月後の末日まで」です。<Challenge English>もしくは「進研ゼミ」退
会後は、レッスン受講とレポート閲覧は最終受講月の翌々月末まで可
能です。

受 講ルール

講内容とお支払い方法について確認のご連絡をします。

各 種 サ ポ ー ト・Q ＆ A

・ 日本国内でのみご利用可能です。
レッスンは事前予約制です。
・〈オンラインスピーキング〉

◆学習に必要なデバイス

〈オンラインスピーキング〉をみなさまに快適にご利用いただくため、
レッスン受講中の次のような行為は禁止させていた
だきます。下記のような行為が確認された場合には、
レッスンを中断もしくは、中止させていただく場合があります。
また、以下に該当するような行動があった場合には、保護者にご連絡する場合があります。予めご了承ください。
１．講師の授業の進行を妨げる行為
２．犯罪行為および犯罪に結びつく行為
３．講師への嫌がらせや、公序良俗に反するなどのハラスメント行為
４．電子メールの送受信などをふくめ、講師に個人的に接触しようとする行為
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教材・登録内容の 確 認 /変 更 手 続き

04【継続手続き】

にログインし、登録内容をご確認ください。初回教材（「受講ガイド」など）
とは別送のハガキで会員番号・
パスワードをお届けします。
（「ベネッセの通信教育サービス」ご利用時に、
ご自身でパスワードを変更された場合、ハガキのお届け
がないことがあります。）

使い 方

01【登録内容の確認】

継 続・退 会 手 続き/ 教 材 のお 届け方 法

〈Challenge English〉
は継続のお手続きは不要です。
○ 変更・退会のご連絡をいただかない限り、学年が変わった後も、一括払いのお支払い期間が終了した後も、引き続き
「高校3年生」終了まで毎月教材・サービスをお届けします。入金方法も継続されます
（お支払い方法、
クレジット払いの
引落も継続されます）。
○ 一括払いのかたにはお支払い期間終了前に、
保護者のかた、
お支払い者のかた向けに今後のご受講に関するお知らせを

【ご確認いただく内容】
①会員番号（10ケタの数字です）
②お名前/ご住所/電話番号/性別/生年月日
③保護者のお名前

お届けします。
この「お知らせ」はウェブ
（お客様サポート）
でのお知らせ、
封書でのお届けのいずれかをお選びいただくこと
ができます。
（＊「お客様サポート」からご登録ください。
ご登録がない場合は封書でのお届けとなります）
。
○ 今後のご受講に関するお知らせの内容を必ずご確認ください。退会、
お支払い方法、入金方法の変更の場合はお手続き
ください。

※ご登録内容に誤りがある場合 ⇒ 巻末の「会員向けお問い合わせ窓口」
まで至急ご連絡ください。間に合う月号から変更してお送りします。
※お名前、
ご住所の表記について ⇒ 機種によって漢字変換できない文字を含む場合は、代替漢字またはカタカナで登録・表示させていただきます。
（吉、廣、遙、片、玲、
角、裕、純、伊、葛 など）

02【登録内容の変更手続き】

05【退会手続き】
退会にはご連絡が必要です。
○ 変更・おとりやめの場合は、毎月の「変更退会締切日」
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・

⇒「ご入金」
「お支払い方法」に関するページ（Ｐ．18、19）
をご確認のうえ、変更締切日までにお手続きください。
※保護者のかた以外でお支払い者をご登録いただいている場合、
ご入金方法・お支払い方法の変更は、
お支払い者からもお受けすることができます。
ただし、
ご入金方法・お支払い方法以外の変更に関しては、
お支払い者よりお受けすることはできません。
※一括払いのかたには、
お支払い期間終了前に、保護者のかた、
お支払い者のかた向けに今後のご受講に関するお知らせをお届けします。
必ず内容をお読みください。変更がある場合はお知らせに記載されている変更締切日までにご連絡ください。

各 種 サ ポ ー ト・Q ＆ A

おとりやめになります）。

◎ご入金方法の変更

○ お申し込み後から受講前のおとりやめについては、受講月の前月１日までにご連絡ください。
（例：７月号開始の場合、６月１日まで）
○ 受講開始以降のおとりやめについては、最終受講月の前月1日までにご連絡ください。
○ 次年度4月号のみ退会締切日は2/25です。
○ 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。
⇒受講いただいた月数分により、毎月払いで計算し直し、残りの受講費を精算・返金いたします。

◎住所、電話番号の変更
⇒住所、電話番号の変更は、転居予定日の1か月前までにお手続きください。
※変更の手続きは、
「お客様サポート」
（ウェブ・24時間受付）
でできます。
※転居の際には、郵便局への「転居届」
も必ずお手続きください。手続き期間中に、旧住所にお届けする場合があります。
※海外にお住まいのかたからのお申し込みは承っておりません。
ご了承ください。

03【会員番号・パスワードの管理】
〈Challenge English〉のご利用、各種お手続きには、会員番号、パスワードが必要です。
※会員番号、
パスワードを用いて契約内容等を変更することができますので、紛失や、第三者へお伝えにならないよう、管理には十分ご注意ください。
※セキュリティーのため、ベネッセの発行したパスワードはそのまま使用せず、
ご自身で変更を行ったうえでご利用ください。
また、定期的に変更することをおすす
めします。
※パスワードを忘れた場合は
〈Challenge English〉
「おうちのかたウェブ」
で再発行ができます。

○〈Challenge English〉退会後は、過去にご受講いただいた分も含め、最終受講月の末日をもって
〈Challenge English〉のデジタルレッスンのすべてのコンテンツがご利用いただけなくなります。
○〈オンラインスピーキング〉
（小学生向け）
（中学・高校生向け）
「通常コース」
は、
最終受講月の翌々月末までのレッスン受講
と、
レポートの閲覧が可能です。
なお、
「高校３年生」
終了後は、
5月末日ですべてのコンテンツが利用できなくなります。

06【教材のお届け方法】
○ お届け時期・方法
〈Challenge English（小学生向け）〉は、デジタル教材・サービスを利用することのできる専用のアプリをダウンロー
ドして、英語を学習するサービスです。お子さまの学習の進捗に合わせてデジタル教材を配信します。
「ワークブック」は年２回（4月、10月）郵便、または宅配便でお届けします。
○ 教材の返品
教材の不良・不調以外、お客さまのご都合による返本・返品はできません。

ベネッセ 手続き

検索

パソコン・スマートフォン対応）

https://www.benesse.co.jp/member/

「お客様サポート」では以下のことが行えます。
◆ご登録情報の確認
ご登録内容の確認/教材や努力賞のお届け状況の確認/お支払い状況の確認､お手続き結果の確認
◆各種お手続き

乱丁、落丁または破損した教材が届いた場合は「会員向けお問い合わせ窓口」までご連絡ください。

受 講ルール

（24時間受付

■教材必着日・各種締切日
教材必着日
前月25日

受講費支払い
振込
口座引落
当月8日
当月26日

口座引落日が土・日・祝日は翌営業日

変更退会締切日
前月1日
日、祝は翌営業日

○〈オンラインスピーキング〉
「通常コース」チケットの付与
〈オンラインスピーキング〉
「通常コース」チケットは当月分が前月15日に付与されます。

住所、電話番号の変更/振り込み用紙の再発行/お支払い方法の変更/不在時の郵送商品の受け取り方法の変更/
努力賞シール台紙の再発行/今後のご受講に関するお知らせのご連絡方法の登録
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お 支 払い 方 法

ご入 金

07【ご入金方法】

08【お支払いに関する注意事項】

使い 方

※ご入金について確認事項がある場合、
ご連絡を差し上げることがあります。

①クレジットカード払い

①ご入金方法
○クレジットカード払い、振込（コンビニエンスストア振込・郵便振込）、口座自動引落（郵便口座・銀行口座）があります。現金
書留によるご送金、銀行からのお振込はお受けできません。

○ クレジットカード払いへの変更手続きは、

または、
「会員向けお問い合わせ窓口」
でお手続きください。

○ クレジットカード払いのお手続きが完了しましたら、
カード会社から届く利用明細書とは別に、
「クレジットカード払い手続
き確認のお願い」をお送りします。商品・受講費など詳細をご確認ください。翌月以降はカード会社からの利用明細書、

種類

お支払い手続き、締切日・引落日

クレジット
カード払い

手続き完了後、
カード会社による引落
引落日はカード会社により異なります。

○ご利用可能なクレジットカードは、次の５種類です。
JCB/VISA/MasterCard/AMEX/Diners

締切日
○初回
○2回目以降

お支払い内容の確認方法
引落日の前に、
カード会社から送付される利用
明細書またはカード会社のウェブ明細でご確
認をお願いします。
（利用明細書、
ウェブ明細の項目には ベネッセ
コーポレーション と記載されます。）

またはカード会社のウェブ明細書でご確認ください。
返金が発生した場合、
受講費の精算は1〜2か月かかり、
カード会社経由での手続きとなります。
○ 引落日はカード会社により異なるため、
カード会社の利用明細書でご確認ください。
なお、
一括払いのかたが退会される
場合のご精算は、
お支払いいただいた金額を一旦全額返金し、
ご受講分を精算した受講費額で改めてご請求させていた
だきます。
カード会社の明細をご覧いただき、
ご不明な点がありましたら、
カード会社へお問い合わせください。
○ 毎月払いを選択いただいた場合でも、
クレジットカード情報のご登録タイミングにより、複数月分まとめて請求される
ことがあります。
○ クレジットカードの解約や有効期限切れなどで、
クレジットカードがご利用いただけない場合、
お支払い方法の変更を
お願いする場合があります。

教材到着後7日以内
振込用紙記載の期日

※ポイントで受講費が割引になる「ベネッセカード」払いもご利用いただけます。ベネッセカードの詳細、入会お手続きは、下記のホームページで
ご確認ください。
（https://benesse.jp/card/）

各 種 サ ポ ー ト・Q ＆ A

振込用紙のお届け方法

振込

毎月払い

教材とは別に郵送で振込用紙をお
届けします。

一括払い

次の支払期間の開始月に教材とは別
送でお届けします。

振 込 用 紙 に 記 載 さ れ た 金 額 をご 確 認くだ
さい 。振 込 用 紙 は 、郵 便 振 込 専 用 、また は 、
コンビニエンスストア振 込 専 用となります。
必ず、お 選 び い た だ い た 方 法でお 支 払 いく
ださい 。

○振込可能なコンビニエンスストアは、セブン-イレブン、
ローソン、
ファミリーマートなどです。詳細は振込用紙
でご確認ください。
○郵便振込で10万円を超える場合には、ゆうちょ銀行
（郵便局）で本人確認のための証明書の提示が必要
となります。

口座自動
引落

手続き完了後、指定口座より引落
引落日は当月26日です。※26日が土・日・祝日の場合は翌営業日。

○口座自動引落をご希望の場合、登録手続きが必要
です。詳細は次ページをご参照ください。

②振込（コンビニエンスストア振込・郵便振込）
○ ごきょうだいで受講されている場合は、
必ずそれぞれお届けする振込用紙でお支払いください。
○ お支払い後の「受領書（ゆうちょ銀行（郵便局）、
コンビニエンスストアで渡される振込用紙の控え）」
は領収書も兼ねて
おります。最低でも6か月間は大切に保管してください。
※何らかの原因でご入金が確認できない場合、受領書がないとゆうちょ銀行（郵便局）、コンビニエンスストアでの調査ができません。
そのため、再度お支払いをお願いさせていただくことになります。

○ 振込用紙の通信欄を使っての〈Challenge English〉への連絡はできません。
○ 受講費を多くお支払いいただいた場合は弊社にてお預かりし、翌月以降、
または次のお支払い対象期間の受講費に
充当させていただく場合があります。

1回目の引落予定日の約1週間前に｢口座
引 落 のご 案 内 ｣をお 送りします。引 落 口 座・
引 落日・引 落 金 額などをご確 認ください 。2
回目 以 降は 通 帳にてご確 認ください 。

③口座自動引落
○「口座自動引落申込書」は、

または「会員向けお問い合わせ窓口」でご請求いただけ、

約1週間でお届けします。お申し込み後、手続き完了までに1〜2か月かかります。
でご返送いただくと、
○「口座自動引落申込書」を毎月20日必着（土曜・日曜・祝日の場合は前営業日）
翌月26日（土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日）からの引落開始になります。
○ 一括払いでお支払いの場合は、お手続き完了後の次回お支払い分からの引落となります。
○ お手続きが完了するまでは変更前のお支払い方法となります。

②手数料

○ 口座登録完了タイミングにより、複数月分まとめて請求されることがあります。

受 講ルール

○コンビニエンスストア振込には振込用紙記載の請求額に振込手数料が含まれています。
○郵便振込は振込用紙記載の請求額に加え、ゆうちょ銀行（郵便局）の振込手数料がかかります。
お支払い方法
クレジットカード払い

手数料

手数料はかかりません

コンビニエンスストア
振込

31,500円未満の場合

95円

31,500円以上の場合

295円

郵便振込（窓口振込）

50,000円未満の場合

122円

50,000円以上の場合

336円

※弊社発行の振込用紙の場合

口座引落
18

振込金額（税込）

郵便引落

一律55円

銀行引落

一律65円

※2021年2月現在
今後、金額等が変わる可能性
があります。
最新の手数料についてはWeb
などでご確認ください。
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09【〈Challenge English〉受講費一覧】

2021年2月現在 消費税10％込。
今後、金額などが変更になる可能性があります。

特にご連絡をいただかない限り、
中学進学の4月号からは
〈Challenge English 中学・高

◎退会時の受講費の精算方法

校生向け〉
をお届けします。小学６年生以上のかたの12か月分一括払いの金額は、開始月

一括払いで受講されているかたが、

号によって異なり、
翌年4月号以降の受講費は
〈Challenge English 中学・高校生向け〉
の

退会される場合の返金額計算例

受講費となります。
【例】
小6・11月号から12か月分一括払いの場合（消費税10％込）
総額

45,655円

内訳

11〜3月号が小学生向け
4〜10月号が中学・高校生向け

月あたり
月あたり

【例】
〈Challenge English

3,300円×5か月分
4,165円×7か月分

（小学生向け）
〉
を11月号開始
12か月分一括払いのかたが
3月号まで
（5か月分）
で

■〈Challenge English（小学生向け）〉の受講費

退会された場合

通常価格（税込）

39,600円

12か月分一括払い

（月あたり 3,300円×12か月）
月々

毎月払い

3,361円

※「こどもちゃれんじ」、
「進研ゼミ小学講座」のオプション講座「考える力・プラス講座」
「考える力・プラス中学受験講座」
「作文・表現力講座」
をご受講中のか
たには、会員特別価格として12か月分一括払い24,924円
（月あたり2,077円×12か月）
、毎月払い月々2,139円を適用します。

■〈Challenge English 中学・高校生向け〉の受講費

12か月分
一括払い

1か月の受講費
×5か月分

39,600円

− 3,361円×5＝
16,805円

返金額

22,795円

通常価格（税込）

49,980円
（月あたり 4,165円×12か月）

12か月分一括払い

30,558円

6か月分一括払い

※毎月払い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。

（月あたり 5,093円×6か月）
月々

毎月払い

5,500円

※受講費には初回教材の発送費・その他サービスを含みます。
ただし、
お支払いの際の手数料およびインターネット接続料などは別途かかります。
※一括払いの場合、
分割でのお支払いはできません。※月の途中から受講した場合、
受講費の日割り計算はしません
（1か月分の受講費が発生します）
。
※「こどもちゃれんじ」、
「進研ゼミ小学講座」
のオプション講座「考える力・プラス講座」
「考える力・プラス中学受験講座」
「作文・表現力講座」
をご受講中
のかたには、
会員特別価格として12か月分一括払い48,876円
（月あたり4,073円×12か月）
、
6か月分一括払い29,058円
（月あたり4,843円×6か月）
、
毎月払い月々5,195円を適用します。

〈Challenge English（小学生向け）〉の〈オンラインスピーキング〉通常コース追加チケット
■月2回/月3回/週1回
（月4回）
パック
回数
月２回パック

月3回パック

週１回パック
（月４回）

全12回
通常チケット
＋毎月もう1回
全24回
通常チケット
＋毎月もう2回
全36回
通常チケット
＋毎月もう3回

■単品購入

１か月あたり

価格

有効期限

770円（税込）
（770円×1回）

9,240円
（税込）

付与月の
翌月末日

1,440円（税込）
（720円×2回）

17,280円
（税込）

付与月の
翌月末日

1,980円（税込）
（660円×3回）

23,760円
（税込）

付与月の
翌月末日

回数

価格

有効期限

１回分

990円×1回
（税込）

990円
（税込）

お申し込み月の
翌月末日まで

６回分

935円×6回
（税込）

5,610円
（税込）

お申し込み月＋
6か月後の末日まで

12回分

880円×12回
（税込）

10,560円
（税込）

お申し込み月＋
1年後の末日まで

※年間一括払いのみ。未使用分含め、払い戻し不可。

※一度ご購入いただいた追加チケットの払い戻しはいたしかねます。追加チケットの有効期限内でレッスンの受講を中止される場合、また
〈Challenge English〉
を退会される場合でも、残数分の代金は返金できませんのであらか
じめご了承ください。
※追加チケットの有効期限は、必ずご購入時にご確認ください。
※インターネット接続時のプロバイダ料金や通信料金などはお客さま負担となります。
※追加チケットについては、分割でのお支払いはできません。・お支払いはクレジットカード払いのみとなります。
（手数料無料）
※カード会社により定められた日に引き落とされます。
引落日は会社によって異なります。
カード会社から届く利用明細書、
または Web 明細で引落口座、
引落日、
引落額をご確認ください。
※ご購入いただいた追加チケットには有効期限がございます。
また追加チケットの有効期限内であっても、
〈Challenge English〉
を途中で退会された場合は、
〈オンラインスピーキング〉
はご利用いただけません。
※会員ご本人さまがレッスンを受講する際に、
ごきょうだいやおうちのかたがご同席されることは可能です。
ただし、
会員ご本人さま以外のごきょうだいやご家族のかたのみでレッスンを受けたり、
レッスンの履歴を残すことはできません。
※〈小学生向け〉
のチケットは、
〈中学・高校生向け〉
の
〈オンラインスピーキング〉
にはご利用いただけません。
※「通常コース」
のチケットで
〈オンラインスピーキング〉
「検定攻略コース」
のレッスンはご受講できません。

〈オンラインスピーキング〉検定攻略コース
（小・中・高校生共通）の受講費（別途お申し込み要）
価格（税込）
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1回

1,290円

2回

2,580円

4回

5,160円

※
「検定攻略コース」
のチケットで、
〈オンラインスピーキング〉
「通常コース」
のレッスンはご受講できません。
※一度ご購入いただいたチケットの払い戻しはいたしかねます。
チケットの有効期限内で〈Challenge English〉を退会される場合でも、
残数分の代金は返金できませんのであらかじめご了承ください。
※チケットの有効期限は、
必ずご購入時にご確認ください。
※チケットの有効期限は、1 回の場合は
「購入月の翌々月末日まで」
、2 回の場合は
「購入月の３か月後の末日まで」
、４回の場合は
「購
入月の６か月後の末日まで」
です。
※チケットの有効期限内であっても、
〈Challenge English〉
を途中で退会された場合は、
〈オンラインスピーキング〉
はご利用いただけません。
※インターネット接続時のプロバイダ料金や通信料金などはお客さま負担となります。
※チケットについては、
分割でのお支払いはできません。

