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この受講ガイドは＜Challenge English＞を単独で受講されるかた用です。

「進研ゼミ小学講座」に入会されて＜Challenge English＞をご利用になる場合は、

「進研ゼミ小学講座」の初回教材でお届けする「Challenge Englishスタートブック」をご覧ください。
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受講ガイド

年 間
保 存 版
2019年4月～
2020年3月

How are you?

I’m f ine, thank you.

おうちのかたへ ～必ずお読みください～

事前準備
基本的な使い方
使い方

P.01
P.02～
P.06～
P.08～
P.10

レベルとカリキュラム
トレーニング 取り組みの流れ
ワークブック/定着・実力チェック

〈Challenge English〉のご案内
教材・登録内容の確認/変更手続き
継続・退会手続き/教材のお届け方法
ご入金
お支払い方法
受講費
個人情報の取り扱いについて
各種手続きの連絡先

P.15
P.16
P.17
P.18
P.19
P.20
P.21
巻末

受講ルール

おうちのかたサポートサービス
よくいただくお問い合わせ

「努力賞」制度

各種サポート・Q&A
P.11
P.12
P.13～

contents

Goo
d!



へようこそ

英語を学ぶのは全く初めて、教室に通っている、通っていたなど、お子さまにより今の英語力はそ

れぞれ異なります。〈Challenge English（小学生版）〉では、スタート時の英語力を測る「レベル

チェック」を行い、お子さまの今の英語力にぴったりのレベルから英語学習を開始できるしくみが

あります。また、学習した英語を実際に使ってみる機会として、月1回の「マンツーマントーク」を設

けています。節目ごとに定着を確認するテスト、1年に1度の実力を測るテストなど、定期的に英語

力をチェックするしくみもあり、お子さまの成長を確認しながら、英語学習を進めていただけます。

中学生からは〈Challenge English 中学･高校生版〉で学校の英語の授業への役立ちも意識し

ながら、「聞く・話す」を中心に「英語を使う」力をさらに高めていきます。

お子さまの未来を開く“使える英語力”を身につける〈Challenge English〉を、

どうぞご活用ください。

〈Challenge English〉は、英語学習に必要な「くり返し学習」と「対人での学び」をデジタル学習で両立させた、

楽しみながら“使える英語力”の習得をめざす英語教材です。小学生では「使える英語力」の基礎力をつけ、

中学生からは変化する4技能入試にも対応できる、より実践的な「聞く・話す」力を中心に、力をつけていきます。

学年を超え、基礎から高校卒業相当レベルまでの
英語力を目指せます

目標・学習
履歴管理 目標に対する進捗確認・学習のペースメークができる

マンツーマントーク

ネイティブスピーカーの先生と
オンラインで会話練習

習熟度診断

今の英語の
レベルを
チェック

検定対策

頻出問題・
本番形式の
演習など
検定に
向けた対策

習熟度別レッスン

英語力に
合わせた
レベル別
レッスン

年1回のアセスメント（2-3月受験）

※Level.12は2020年に向けて開発中です。

※ここでご紹介している情報は2019年2月現在のものです。教材ラインナップ・デザイン・名称・内容などは変わることがあります。



週3回
（約10分）

〈小学生版〉の基本的な使い方

レッスン
終了後
（約15分）

1ステップ分の

年1回

取り組み後、おうちのかたに取り組み内容
を報告するメールが届きます。

合格されたら「おうちのかたウェブ」にあ
る「お子さまへのメッセージ」機能を使い、
お子さまをほめてあげてください。おうち
のかたのはげましが、お子さまのやる気に
つながります。

1か月に1ステップ、1年で1レベル進むことを例にご紹介します。

アプリでトレーニングに取り組む
くり返したっぷりふれて英語をしっかり吸収

ステップアップテストに挑戦
定着を確認。合格したら次のステップへ

4技能検定対策テスト
1年に1度、実力を確認。次の目標につなげる

ステップアップテスト合格のあとは「ワークブック」の取り組みがオススメ。

※「話す」「聞く」「書く」「読む」の問題例です。

月1回
（約15分）

アプリの進捗にかかわらず、
月１回は外国人の先生と話す
機会をもつようにしましょう。

※マンツーマントークは、フィリピン在住の
外国人講師とのオンライン英会話レッス
ンです。

マンツーマントークチケットは当月分が前
月15日に付与されます。チケットには有効
期限があり、有効期限が切れる直前は予
約が大変混み合います。有効期限まで余裕
のある日程でのご予約をお願いします。

回数増も
可能マンツーマントーク受講

実際に話すことで“使える英語力”に

きく はなす よむ かく

4技能をバランスよく伸ばすゲーム形式のトレーニング。

※お送りしている
「マンツーマントークの
まえに読む本」も
ご覧ください
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〈Challenge English（小学生版）〉は、専用のアプリをインストールし、パソコン・タブレット、〈チャレンジパッド〉・〈チャレ

ンジパッド2〉で英語を学習するサービスです。ご利用の環境に合わせ、必要な設定を行ってください。ご利用の状況に合

わせ複数の端末でもご利用いただけます。（例：トレーニングは〈iPad〉、マンツーマントークのみパソコンでなど）

アプリケーションの準備～初回設定

※スマートフォンや携帯電話・ゲーム機はご利用いただくことができません。

アプリインストールについては「おうちのかたウェブ」内「よくあるご質問」もご確認ください。

事前準備

ご利用の端末により、必要な設定が異なります。

ご利用の流れ

アプリケーションの準備1STEP

で受講をスタートできます。4つのSTEP

初回設定2STEP

レベルチェックとレベル設定、目標設定3STEP

マンツーマントーク用プロフィール設定4STEP

受講スタート！
チャレンジパッド
チャレンジパッド2

タブレット
iPad

3ページから
お読みください。

4ページから
お読みください。

5ページ
（STEP2 初回設定）
からお読みください。

※＜チャレンジパッド＞・
＜チャレンジパッド２＞では
不要です。

パソコン
WindowsMac または

チャレンジパッド チャレンジパッド2

インストール不要 インストール不要

インストール不要 インストール不要

初回教材とは別送でお届けの会員番号、パスワードを入力
※ご受講者名義でベネッセの会員番号をすでにお持ちのかたは、同じ会員番号、パス
ワードになります。（チャレンジイングリッシュ受講にあたり、新たに会員番号を発行され
た場合は、別送のものでご確認ください）

マンツーマントークの受
講には専用のヘッドフォ
ンマイク・ウェブカメラ・
MiniUSB変換アダプタ
を別途購入していただ
く必要があります。

マンツーマントークの受
講にはヘッドフォンマイ
クを別途購入していた
だくと、より音声の入力
が精度高く行えます。

Mac / Windows
パソコン

インストール不要

マイク・カメラ機能が内蔵されていれ
ば、不要です。当社のヘッドフォンマイ
クまたは市販のウェブカメラを別途
ご購入ください。

●マンツーマントークはブラウザで受
講します。Adobe FlashPlayerのイ
ンストールが必要です。

インストール必要
「おうちのかたウェブ」からアプリを
ダウンロード。

ログイン不要 ログイン不要

iPad
タブレット

インストール必要
App Storeから
「チャレンジイングリッシュ」で検索。

インストール必要
App Storeから
「オンラインレッスン」で検索。

●マンツーマントークご利用時は
「チャレンジイングリッシュアプリ」
ホーム画面、もしくは「おうちのかた
ウェブ」からお入りください。

不要

必要

必要

必要

不要

不要

推奨

オンラインレッスン
アプリインストール

ヘッドフォンマイク

Mini USB

ウェブカメラ

チャレンジイングリッシュ
アプリインストール

ログイン

その他
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画面の指示に従い
アプリケーションをダウンロード
お使いのパソコンに合ったダウンロードの
ボタンをクリックしてください。

受講に利用するパソコンで
「おうちのかたウェブ」にアクセス

アプリケーションダウンロードをクリック

検 索おうちのかたウェブ

WindowsMac または

※Android、Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
※Mac、iPad は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
※Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

〈Challenge English〉を起動し、
会員番号・パスワードを入力し、
ログインします。

※〈Challenge English〉の学習にはヘッドフォンマイク（マンツーマントーク・スピーキン
グレッスンで使用）・ウェブカメラ（マンツーマントークで使用）が必要です（マイク・カメラ
機能が内蔵されていれば不要）。該当の学習を開始する前には、周辺機器を接続のう
え、〈Challenge English〉を起動してください。

保存されたファイル〈Challenge English〉をダブルクリックし、
画面の指示に従いアプリケーションをインストールします。
詳しいインストール手順は「おうちのかたウェブ」の「よくあるご質問」をご覧ください。

周辺機器について マンツーマントークはブラウザで受講します。

パソコンでご利用の場合
動作確認がされているパソコンの条件は「おうちのかたウェブ」→〈Challenge English〉アプリケーションダウンロード
でご確認ください。

※〈Challenge  English〉の学習にはヘッドフォンマイク（マンツーマントーク・スピーキング
レッスンで使用）、ウェブカメラ（マンツーマントークで使用）が必要です。お使いの端末に
合った、ヘッドフォンマイク・ウェブカメラをお使いください。パソコンやタブレット端末に内
蔵マイク・カメラがついている場合はそちらをご利用いただけます。

アプリケーションの準備1STEP

1

2

3

4

https://ce.benesse.ne.jp

※「おうちのかたウェブ」より〈マンツーマントーク〉に進み「初めてご
利用のかたへ」から「接続チェッカー」と「ご使用環境について」
を必ずご確認ください。

1つのアプリのインストールと初回設定が必要です。

※「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した
場合、ハガキのお届けがないことがあります。詳しくは「受講ガイド」「よくいた
だくお問い合わせ」をご覧ください。

会員番号とパスワードは、
初回教材とは別送で
お届けのハガキに
記載されています。

2 初回設定へ進むSTEP （5ページへお進みください。）

※パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。携帯電話からはご利用になれません。
※一部機種、環境のスマートフォンには対応していません。
※「おうちのかたウェブ」のご利用にはお子さまの会員番号とパスワードが必要です。
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「オンラインレッスン」アプリはインストールのみ必要で、タブレット上にできた「オンラインレッスン」
アイコンは使用しません。マンツーマントークをご利用の時は、「チャレンジイングリッシュ」アイコン
をタップして、ホーム画面から〈Online Talk〉へ行ってください。

インストール後、「オンラインレッスン」アイコンは
タップしないでください。

04

次に「ベネッセ チャレンジイングリッシュ」で検索。4

「開く」をタップし、〈Challenge English〉アプリを起動します。6

iPadの場合

iPad

結果画面に表示された該当アプリの「入手」をタップ、その後「インストール」をタップ。2

オンラインレッスン
Online Lesson

+入手★★★★★

結果画面に表示された該当アプリの「入手」をタップ、その後「インストール」をタップ。5

チャレンジイングリッシュ
Challenge English

+入手★★★★★

インストール

+開く

App Store にアクセス。「ベネッセ オンラインレッスン」で検索。1

タブレットでご利用の場合
動作確認がされているタブレットの条件は「おうちのかたウェブ」→〈Challenge English〉アプリケーションダウンロード
でご確認ください。

アプリケーションの準備1STEP

ご利用のApple ID のパスワードを入力し「OK」をタップ。ダウンロード、インストールが完了します。
「開く」が表示されたらインストール完了ですが、「開く」はタップせずに　 に進んでください。

3
4

インストール

※【iPadでのApple ID確認方法】
　「設定」→「iTunes＆App Store」→Apple ID（メールアドレス）表示

２つのアプリのインストールと初回設定が必要です。

2 初回設定へ進むSTEP （5ページへお進みください。）

会員番号、パスワードを入力し、
ログインします。

7

※2回目以降は、ホーム
画面の〈Challenge 
Engl ish〉アイコン
からアプリをご利用
ください。

※「ベネッセの通信教育サー
ビス」ご利用時に、ご自身で
パスワードを変更した場合、
ハガキのお届けがないこと
があります。

会員番号とパスワードは、
初回教材とは別送で
お届けのハガキに
記載されています。

※iPad はApple Inc. の商標です。
　App Store はApple Inc. の
　サービスマークです。



レベルチェックは、お子さまの学習レベルを決定する大切なテ
ストです。受けていただくことで、お子さまに合ったレベルで
学習を開始していただけます。
※テストの解答は、お子さまにお任せください。テストのしくみ上、お子さま以外のかたが解答
をしたり、ヒントを出したりしますと、お子さまの英語力を正しく測定するための出題ができなく
なってしまいます。　※どうしてもわからない場合でも、お子さま自身がこれだと思うものを必
ずどれか選択するようお声がけください。　※学習を始めたいレベルが決まっている場合は、
レベルチェックを受けずにレベル設定をすることも可能です。レベルチェックを受けなかった
場合、後からレベルチェックを受検することはできません。

マンツーマントークの先生にお子さまのことを知ってもら

うための設定です。ニックネーム（先生に呼んでほしい

ニックネーム）、趣味などに加え、レッスン全体についての

リクエストなどが設定できます。設定内容はいつでも変更

できます。「おうちのかたウェブ」からも変更可能です。

レベル決定の翌日以降から、マンツーマントークの予約

ができます。

▲お子さまがレベルチェックに
　チャレンジ

▲プロフィールの登録

▲メールアドレスの登録

▲おうちのかたとお子さまが
　一緒にレベルを決定

おうちのかたの設定

レベル設定

レベル設定後に、学習ペースを決めて目標設定を行います。
希望進度と取り組める曜日を選ぶと、1回にやるレッスンと目
標が決まります。目標設定は「チャレンジイングリッシュ」アプ
リで再設定ができます。お子さまに合わないと感じたら、見直
しをしましょう。 ▲立てた目標は「チャレンジ

　イングリッシュ」アプリで
　いつでも確認できます。

目標設定

利用規約に同意いただいた後、〈Challenge English〉では、お子さまの取り

組み結果、マンツーマントークの予約確認、レッスンに関するお知らせなどをお

うちのかたにメールでお知らせするため、メールアドレスの登録が必要です。

初回設定完了後、確認メールが届きます。届かない場合は「おうちのかた

ウェブ」で登録されたメールアドレスをご確認ください。

※〈Challenge English〉で設定するメールアドレスは〈Challenge English〉専用です。ここで入力されたメール
アドレスは「お客様サポート」や〈チャレンジタッチ〉保護者サイト「おうえんネット」などには反映されません。

※登録されたプロフィールは、すごろく形式で世界旅行が楽しめる「Meet the World Tour」で〈Challenge
English〉を使って学習する他の友だちに公開されます。

※メールアドレスは「おうちのかたウェブ」で変更できます。

初回設定2STEP

レベルチェックとレベル設定、目標設定3STEP

マンツーマントーク用プロフィール設定4STEP

メールアドレスの登録

お子さまの設定
ニックネーム、アバター、行ってみたいところなどを設定します。

プロフィールの登録

1

2

Online Talk
を押す

Profile
を押す

※必ずここまでやっておきましょう。
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〈Challenge English (小学生版）〉は8レベ

おさらいをしながら進めたい、少し難しい内容

学習ゴールなどをご覧になりながら、お子さま

レベルとカリキュラム

会員向け
お問い合わせ窓口 0120-97レベル決定後はご自身でのレベル変更はできません。

レベル決定後に「難しすぎる」「簡単すぎる」などの理由で
レベル変更をしたい、という場合はご相談ください。

マンツーマン
トーク
レッスン

[ 簡単なあいさつと
自己紹介 ]など [ 簡単な質問と答え ]など [ 旅行で使える表現 ]など [インタビュー ]など

読む：単語レベル
書く：単語レベル　など

単語の読み書きを
始めよう

フレーズ
I get up at six.
Which do you like, A or B?
How many cars
are there?　など

語い
時刻:1-12　科目　形容詞
など

フレーズ
Do you like hamburgers?
Can you play the piano?
May I help you?　など

語い
数字:1-100　楽器　方向
など

フレーズ
Apple, please.
What time is it?
It is big.　など

語い
文房具　教室の中にあるもの
曜日　など

フレーズ
My name is... .
I'm ten years old.
I like soccer.　など

語い
食べ物　数　スポーツ
など

：I like oranges.を見て、
「何が好きだと言っているか」
がわかる
書く：見本を見ながら簡単
なメッセージ（Happy New 
Year! Happy Birthday!な
ど）を書く　など

文を読んだり（1文程度）、
メッセージを書こう

レベル1・2では、「読む・書く」の土台として、
まずは「アルファベット」や

「フォニックス」の学習をします。

アルファベットからスタート 簡単な単語や文を学習 読み書き学習スタート 基本的な文の読み書き

「聞く・話す」から英語に慣れる

おすすめ学年・
英検®のレベル
（めやす）

〈Challenge English〉

レベル

学習内容のめやす

友だちや先生に、簡
単なあいさつや自己
紹介ができる。

レベル 1
友だちや先生から聞
かれる簡単な質問
に、知っている表現で
答えることができる。

レベル 2
海外旅行で、買い物
や道案内などの必要
なやりとりができる。

レベル 3
いろいろな質問を考
えて、インタビューが
できる。

レベル 4
「読む・書く」の力もつけていく

聞く

話す

読む

書く

1・2年生で、英語が
初めてのかた向き

3・4年生で、英語が
初めてのかた向き

5・6年生で、英語が
初めてのかた向き 中学先取りレベル
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ルで構成されています。レベルチェックの結果画面では、判定されたぴったりレベルに加え、しっかり

に挑戦したいといったご希望に応じ、2～3つのおすすめレベルが提案されます。下記の各レベルの

とご相談のうえ、学習開始レベルを決定してください。

7-377 お手続きには会員番号が必要です。お手元にご用意ください。 受付時間：9:00～21:00（年末年始を除く）
※音声ガイダンスでご案内します。 ※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。
※まちが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、必ず保護者のかたがおかけください。
※通話料は無料です。 ※一部のIP電話からは042-679-8563へおかけください（ただし通話料がかかります）。

※「英検」は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

[ 会話を広げる ]など

月2回の
マンツーマントーク

（ライブ授業つき）で
正しく表現する力を
積み上げていきます。

[ 現在／過去／未来 ]など [ 説明する ]など [ 意見交換 ]など

読む：I'm gray. I have a 
long nose. などを見て、「何
の動物か」がわかる
書く：意見とその理由
（I like...best.など）を穴埋め
で書く　など

文を読んだり（2文程度）、
文を書いてみよう

フレーズ
I play soccer after school.
（現在）
I played soccer.（過去）
I'll play soccer tomorrow.
（未来）　など
語い
時間　季節　副詞・前置詞
など

語い

フレーズ
I want to be a musician,
because I like singing.
など

場所　都市名　職業　など

フレーズ
I like.., too!（共通）
He is as tall as me.（比較）
It is the highest mountain
in Japan.（最上級）　など

語い
不規則動詞（sawなど）
形容詞（最上級）　など

フレーズ
＜質問する＞
Have you been to Kyoto?
Yes, I have.
What place did you like?
など
語い
序数詞（First, Second, Thirdなど）
動詞・接続詞　など

読む：スポーツ選手のインタ
ビュー　など
書く：文を穴埋めではなくほ
ぼ全て書く
（Good morning.  Thank 
you.　など）

まとまった量の文を読んだり、
文を書いてみよう

読む：長文（150語くらい）
外国の子どもの学校生活
など
書く：短い日記（行動記録）
を書く　など

説明を読んで理解したり、
短い文を書いたりしてみよう

読む：必要な情報を素早く
読み取る
書く：お願いと誘いのメール
を書く　など

ポイントを素早く拾い読み
したり、文章を書いてみよう

文法学習スタート 時制を意識して伝える学習 助動詞・比較などの表現を学ぶ 論理的に伝える力をつける 論理的に考え、書ける力をつける

学んだ表現や単語を
組み合わせて、会話を
広げることができる。

レベル 5
現在・過去・未来の出
来事について、自分の
感想や意見を交えな
がらやりとりができる。

レベル 6
さまざまな話題・状況
の中で、相手のリズム
に合わせて会話を続
けることができる。

レベル 7
少し複雑な話題でも、
相手と意見を交換し
合う、交渉するなどの
やりとりができる。

レベル 8
「文法」も学んで英語力を高める

高校卒業レベルまでの
学習ができる

※Level.12は2020年に向けて開発中です。

<Challenge English中高>
中学・高校領域では、一つ
のテーマに対して「聞く・話
す・読む・書く」力を統合的
に伸ばしていきます。

外部検定などの自分の到
達目標を設定します。目標
に向けて学習を進める力
をはぐくみます。

社会的な話題につい
てやりとりをしたり、
自分の意見を伝えた
りできる。

レベル 9  12～

中１前半レベル

英検®5級

中１後半レベル

英検®5～4級

中2レベル

英検®4～3級

中3レベル

英検®3～準1級

高校レベル

使
い
方

受
講
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＆
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小学生が夢中になれるゲーム形式のレッスンで、たっぷりくり返し英語にふれられるからしっかり

身につきます。さらなる英語力アップには、取り組む曜日・時間を決めて定期的に学習を進められ

ることをオススメします。

レッスンに取り組むともらえるコインを使った
すごろくで世界旅行。進むたびに友だちが増
えたり、世界の国について詳しくなったり、毎
回取り組みたくなる工夫がいっぱいです。

週2回 トレーニング 取り組みの流れ

レッスンに取り組む2

毎回取り組むお楽しみ！

▲すごろくすすごごろろくくすすごごろろくく

▲レッスン

▼レッスンの結果

▼ホーム

カード集めカカカ ド集集集めめカカカーード集集集めめカカ ド集集集めめ▶

■Meet the World Tour

コインと交換できるカードで、外国の文化や
英語に楽しく触れることができます。

■Card Collection

「Today’s Lessons」で
今日のオススメレッスンを確認1

下のレベル・ステップの
レッスンはここから
取り組めます。一覧から
レッスンを選べます。

学習効果が上がる
取り組み順で
オススメします。

今日の学習を
終えるときは
「Finish」を選びます。

Select Lesson

画面の説明が
表示されます。

Help

もう一度
同じレッスンに
取り組めます。

続けて
次のレッスンに
取り組めます。

ステップ内の達成状況が確認できます。
Map

08



▲バッジコレクションババッッジジジココレレククシショョンンババッッジジジココレレククシショョンン
「チャレンジイングリッチチャャレンンジジイインンググリッッ「「チチャャレンンジジイインンググリッッ「「チチ レンンジジイインンググリ
シュ」アプリのホーム画面から「がくしゅシシュュ」アアプププリリののホホ ムム画画画面面かかからら ががくくししゅシシュュ」アアプププリリののホホ ムム画画画面面かかからら「「ががくくししゅププ 「がが
うのきろく」内、「Reward バッジをみよううのののききろろく」内内内、「「Reewwaardd ババッッジジジををみみみよよううのののききろろく 内内内「「Ree aardd ババ ジジジををみみみよよ
う」で確認できます。うう」でで確確確認認でででききまますすす。うう」でで確確確認認でででききまますすすうう 確確確認認 ききまますすす

▲取り組み報告メール

▼カリキュラム

取り組みを報告3

続けてがんばる目標

レベルごとにお子さまの取り組み状況に合わせて、今取り組むべき
ことを「ミッション」として提示、1レベル内のすべてのミッションクリ
アーで「マスターバッジ」が完成。お子さまのやる気を応援します。

ステップごとに設けられる「テスト」合格に対し、「進研ゼミ」と
共通の「努力賞ポイント」をさしあげています。集めたポイント
によってプレゼントがもらえるので、さらにがんばりたい気持
ちが高まります。

１ステップすべてのレッスンをクリアーすると
「Today’s Lessons」で「ステップアップテスト」がオ
ススメされます。合格するまで何度でも受けることが
できます。
不合格の場合は、復習レッスンが提示されます。

※節目となるステップ６、ステップ12では「おうちのかたウェブ」に
「しんだんレポート」をお届け。強み、今後のアドバイスなどが確認
できます。※テストは１ステップのレッスンがすべて完了していなく
ても取り組むことができます。

パソコン、タブレット、〈チャレンジパッド〉〈チャレンジパッド２〉
の端末でご利用いただけます。普段お使いのものと違う端末でご
利用の場合は、会員番号、パスワードの入力が必要です。

※インターネット接続がされた状態で学習してください。オフラインではご利用いただけません。
※Mac、iPad は Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

パソコン
Macまたは
Windows

タブレット
ipad

チャレンジパッド
チャレンジパッド２

ステップアップテスト
１ステップすべてのレッスンをクリアーすると

▲Today’s Report

▲復習レッスン

▼ステップアップテスト

▲努力賞プレゼント努努力力力賞賞プププレレゼゼゼンントト努努力力力賞賞プププレレゼゼゼンントト努努力力力賞賞プププレレゼゼゼ トト

■マスターバッジ

■「努力賞」制度

（詳しくはP11をご確認ください）

「Next」を選ぶとおうちの
かたにメールが送られます。お子さまが学習し

た内容を詳しく確
認できます。

使
い
方

受
講
ル
ー
ル

各
種
サ
ポ
ー
ト
・
Q
＆
A
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合格したら次のステップに進めます。各レベルの最後
はレベルアップテストで次のレベルに進める力がつい
ているかを確認します。テストがクリアーできていな
かった場合は、まちがえた内容から最適な復習レッス
ンを提示します。

自宅にてWebで受検いただけます。お子さまのそれまでの
学習を振り返り、今後の目標を立てるための機会としてご活
用ください。

ワークブック

●ステップアップテスト（ステップ１～11）

●レベルアップテスト（ステップ12）

●4技能検定対策テスト

ステップ６、ステップ12では
「おうちのかたウェブ」に
「しんだんレポート」をお届け

定着･実力チェック

年2回、ワークブックをお届けします。ステップ
アップテスト合格後の活用がオススメです。ト
レーニングで一度学習した英語を手で書くこ
とで、無理なく楽しく書く力が身につきます。

上のレベルのワークに取り組みたい、下のレベルの
ワークで復習したいという場合は、「おうちのかたウェ
ブ」からダウンロードしてご利用いただけます。

レベル７，８向けのワークは「おうちのかたウェブ」に
用意しておりますので、ご活用ください。

英語を書いて定着できる

強み、今後の
アドバイスなどが
確認できます。

▲書く問題の例▲話す問題の例

▲しんだんレポート
▲復習レッスン

▲ステップアップテスト

▲主にレベル1,2,3向け主にレ 1 2 3向け ▲主にレベル3～6向け主に 向▲主にレベル2,3,4向け主にレ ル2 3 4向

ステップアップ
テスト合格後

1ステップ分の
レッスン終了後

年1回

各ステップの最後は、定着を確認する
ステップアップテストにチャレンジ

お子さまの英語力を確認できる

年2回
4月（入会月）

･8月に
お届け

検 索検 索おうちのかたウェブ

https://ce.benesse.ne.jp

ぴったりのレベルが
わかるようになっています。

▲読む問題の例▲聞く問題の例

小1･2

小3･4 小5･6

自宅にてWebで受検できる英語テストです。
技能別正答率で４技能の英語力を測定します。

4技能検定対策テスト とは？

※４技能「聞く」「話す」「読む」「書く」のうち、１～４技能を選んで受検できます。
※チャレンジパッド・チャレンジパッド２、推奨環境を満たしたお手持ちのデバイスで
受検できます。

10

※入会タイミングによって、年1回のお届けになることがあります。
※2018年度に違う学年のワークブックをリクエストされた方も、2019年度の学年で
ワークブックをお届けします。ご了承ください。

※表紙のデザインは変わることがあります。



ステップごとに設けられる「テスト」合格に対し、がんばりを認め、「進研ゼミ」と共通の「努力賞ポイン

ト」をさしあげています。集めたポイントによってプレゼントがもらえます。

がんばりを認める「努力賞」制度

●2019年度  〈Ch a l l e n g e  E n g l i s h（小学生版）〉努力賞について

付与対象
付与数

付与月

●お申し込みの際は「努力賞プレゼントカタログ」でご確認ください。
●努力賞には申込期限がございます。受講開始月によっては、賞品交換期限までにシール・ポイントが希望の賞品の交換枚数に達しない場合があります。

※がんばりシールと努力賞ポイントを同時に使いたい場合は、シール台紙にがんばりシールを貼るのと、使いたいポイント数を記載してその合算ポイントで交換できます。※シールはなく
すと再発行できません。また必要枚数より多く貼って申請した場合、交換で使わなかったシールは返却しません。※努力賞ポイントの数は、「進研ゼミ」の努力賞ポイントを合わせた形で
の表示になります。

詳しくは、初回教材と一緒にお届けする「努力賞プレゼントカタログ」でご確認ください。

ステップアップテスト
レベルアップテスト合格で

２ポイントゲット！！

努力賞プレゼントは
「進研ゼミ小学講座」と同じものです。

ポイントをどんどんためて…

〈Challenge English（小学生版）〉では、「ステップアップテスト」「レベルアップテスト」合格で、努力賞が2ポイ
ントつきます。得たポイントは「進研ゼミ小学講座」の努力賞ポイントとして、「努力賞シール台紙＆申込用紙
2019」または「努力賞交換サイト」（ポイントのみでの申請）を通してプレゼントの申請ができます。

※進研ゼミ内サービスの「チャレンジイングリッシュ」ご利用の場合、ステップアップテスト、レベルアップテスト初回合格時のポイント付与はありません。
　ご了承ください。

合格した月の翌月15日ころにポイントがつきます。

「努力賞サイト」 アクセス方法 ▶ おうちのかたウェブ → お手続き（「努力賞ポイント確認・交換」） 

1レベルで

合
計24

ポイント

※デザイン・名称・メーカー・色・交換期限などは変わることがございます。

「努力賞」制度でお子さまのやる気を応援します

好きなアイテムと交換できる！！

使
い
方

受
講
ル
ー
ル

各
種
サ
ポ
ー
ト
・
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＆
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おうちのかたサポートサービス

おうちのかたウェブ

お子さまへの
はげましメールが
送れます。

マンツーマントークの
予約・受講・追加チケットの
購入などができます。

マンツーマントークの内容
が確認できます。

お届けした学年以外の
「ワークブック」は、こちら
からダウンロードできます。

「マンツーマン
トーク」予約状況の
確認ができます。

お子さまのレベルの
詳しい学習目標が
確認できます。

「おうちのかたウェブ」ではより詳細な取り組み状況や過去の学習履歴などを確認できます。

検 索検 索おうちのかたウェブ https://ce.benesse.ne.jp

ご利用にはお子さまの会員番号、パスワードが必要です。
※パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。携帯電話からはご利用になれません。
※一部機種、環境のスマートフォンには対応していません。

学習中のレベル・
ステップの進捗
状況が確認できます。

お子さまの活用状況や節目ごとのレポートをおうちのかたにメールでお知らせします。

メールサービス

※<Challenge English>の取り組み状況や重要なご連絡事項などをメールでお知らせするため、保護者のかたのメールアドレスの登録が必要です。
※リンク先のウェブサイトはパソコン、スマートフォンなどでご利用できます（一部機種・環境のスマートフォンには対応しておりません）。
※メールは〈Challenge English〉の「取り組み結果」画面で「Next」を押したタイミングで届きます。１日複数回届くこともあります。
※取り組みのお知らせメールは初回設定でご登録いただいたメールアドレスにお届けします。「おうちのかたウェブ」で変更できます。
※パソコン・スマートフォンまたは携帯電話のメールアドレスを登録できます。
※携帯電話でドメイン指定受信を設定されている場合は『@mail.benesse.co.jp』からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。

取り組み内容を
自動で報告

▲

お子さまへの
はげましメールを
送ることもできます。

▲はげましメール

重
要

Next を
押すと
送信されます。

月１メルマガ
月１回講座内の期間限定コンテンツ、
イベントのお知らせなどをお届けします。
※メルマガのお届けタイミングや回数は変わ
ることがあります。
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よくいただくお問い合わせ

Q
A

会員番号・パスワードはどこで確認できますか？

初回教材（「受講ガイド」など）とは
別送のハガキでお申し込みから約7日後にお届けしています。
会員番号・パスワードは、ベネッセの通信教育サービス（〈こどもちゃれんじ〉、「進研ゼミ小学講座」など）とすべて共通です。他

のサービスでパスワードを変更すると〈Challenge English〉のパスワードも変更されます。

パスワードを忘れてしまった場合、「お客様サポート」で再発行することができます。

※パスワードの即時再発行には「お客様サポート」、〈こどもちゃれんじ〉、「進研ゼミ小学講座」等で登録されたメールアドレスが必要です。
※「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。

Q 一度設定したレベルを変更することはできますか？

A 「会員向けお問い合わせ窓口」にご相談ください。
レベル決定後に「難しすぎる」「簡単すぎる」のでレベル変更をしたい、という場合は

P.6の「レベルとカリキュラム」をご確認のうえ、「会員向けお問い合わせ窓口」（0120-977-377）にご相談ください。

Q 「進研ゼミ」へ入会したら受講費はどのようになりますか？

※推奨は月２回です。ご希望のかたは月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。

A 「進研ゼミ」受講月から受講費が変わります。

【例】2019年4月号開始12か月分一括払いのかたが、7月号から「進研ゼミ」の受講を始めた場合（消費税8％込）

「進研ゼミ」会員向け＜マンツーマントーク＞受講費

回数 金額（月あたり）

972円（972円×１回）

1,944円（972円×２回）

3,888円（972円×4回）

月1回

月2回

月4回

■小学生向け

・ご入金方法・お支払い方法・お支払い期限は「進研ゼミ」と同じです。

「進研ゼミ」入会後は、「進研ゼミ」の受講費内で「チャレンジイングリッシュ」アプリのデジタルレッスンが使えるようになります。ただし＜マ
ンツーマントーク＞受講費が「進研ゼミ」会員向け価格でかかります。12か月分一括払いのかたは、未受講分をご返金し、「進研ゼミ」受講
月からは＜マンツーマントーク＞受講費を「進研ゼミ」の受講費と一緒にお支払いいただきます。

＜2019年２月現在 税込：消費税率８％＞
2019年10月から消費税率の変更が予定
されています。消費税率変更については
2019年3月14日以降Webでご確認いた
だけます。

1

※レベル決定後は、決定レベルとそれより下のレベルのレッスンに取り組むことができます。

12か月分
一括払い

38,880円

1か月の受講費
×３か月分

3,300円×3＝

9,900円
ー

28,980円を返金し、7月号からは「進研ゼミ」の受講費と合わせて
＜マンツーマントーク＞の受講費を契約回数分ご請求いたします。

回数※ 金額（月あたり）

2,532円（1,266円×２回）月２回

■中学生・高校生向け
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Q

A

スピーキングレッスン（会話/発音）で
話した英語がうまく通じません。
●英語が全く通じない
音量メーターが動かない（グレーのまま）場合、周辺機器が正しく接続されているかを確認してください。

●違う言葉を話しても正解になる
発音判定システムは、音素単位で一致または近似する部分が多い場合には、正解と認識されることがあります。

●通じることもあるが、通じないことが多い場合
「おはなしメーター」が動き始めてから話し始めるようにしてください。また、なるべく静かな環境で発話していただくようにし

てください。詳しくは、「おうちのかたウェブ」の「よくあるご質問」をご覧ください。

おはなしメーター

音量メーター

Q きょうだいで１つのタブレット、パソコンを利用することはできますか？

Q 以前「チャレンジタッチ」を受講していました。使っていた〈チャレンジパッド〉
〈チャレンジパッド２〉から〈Challenge English（小学生版）〉を利用できますか？

A ご利用いただけます。
ただし、「タブレットサポートサービス」は〈チャレンジタッチ〉を退会後、サポート期間が終了するとサポートを受けることができません。
※「チャレンジタッチ」の一部コンテンツのご利用制限とあわせて、小学校卒業後6月25日以降はご利用できなくなる予定です。

上記以外のよくあるご質問は「おうちのかたウェブ」の「よくあるご質問」でご確認ください。

検 索検 索検 索おうちのかたウェブ https://ce.benesse.ne.jp

Q マンツーマントーク中、親は横についてサポートしたほうがよいでしょうか？

A 初めてのレッスンは、ぜひお子さまの近くで見守ってあげてください。
レッスン中は、お子さまご自身が先生と１対１でやりとりできるのが理想ですが、お子さまが緊張しているときは、お子さまがリ

ラックスして取り組めるように、後ろからそっとサポートしてあげてください。数回マンツーマントークを受講すると、お子さまも

慣れてきます。ひとりでできるようになってきたらサポートをする割合を少なくしていってあげてください。もちろん、おうちのか

たも画面に映ってOKです。一緒に先生との会話をお楽しみください。〈チャレンジパッド〉以外のかたはヘッドフォンマイクをさ
さずに受けることで、先生の英語をおうちのかたも一緒に聞くことができます。

※中学生になる前に事前に〈Challenge English 中学･高校生版〉のご案内を別途お送りさせていただきます。

A

できません
きょうだいのおひとりが以前「チャレンジタッチ」を受講されており、〈チャレンジパッド〉がご家庭にある場合でも、
「チャレンジタッチ」をご受講されていたご本人以外は〈Challenge English〉をご受講いただくことはできません。

起動時に表示される「ユーザー選択画面」で「おうちのかたへ」を
選択し、画面の指示に従って追加をすすめてください。
※追加できるのは〈Challenge English〉、「進研ゼミ」ご受講者です。

〈チャレンジパッド〉 〈チャレンジパッド2〉

ご受講者5人まで追加できます。
〈チャレンジパッド〉〈チャレンジパッド2〉以外のタブレット、パソコン ユーザー選択画面

「おうちのかたへ」を
押す。

Q 中学生になるときには〈Challenge English 中学・高校生版〉
への入会手続きが必要ですか？

A お手続きは不要です。自動的に〈Challenge English 中学・高校生版〉の
サービスを受けられるようになります。

※パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。携帯電話からはご利用になれません。 ※一部機種、環境のスマートフォンには対応していません。
※「おうちのかたウェブ」のご利用にはお子さまの会員番号とパスワードが必要です。
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〈Challenge English〉のご案内

【 安心のご契約 】

※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。

◆ 受講費以外の入会金・再入会金・教材費は0円

◆ 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。

<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。<マンツーマントーク（小学生向
け）>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。
<マンツーマントーク（中学・高校生向け）>は、最終受講月
の翌々月15日までレッスンの受講が可能です。それ以降は、
レポートの閲覧のみ可能です。
なお、「高校３年生」終了後は、４月末日ですべてのコンテン
ツが利用できなくなります。

◆ 退会後のコンテンツ利用について

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

◆ 学習に必要なデバイス 

※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）。※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。 

◆ 途中退会はいつでも可能です。残金もお返しします。

2019年2月現在

<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、
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。次
年度のサービス内容は、毎年2月頃にご案内する予定です。

◆ 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。

◆ 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・お支払い条件等）をサービス終了まで適用します。

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
デジタルレッスン
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
<マンツーマントーク>
日本国内でのみご利用可能です。
<マンツーマントーク>レッスンは事前予約制で、前月15日
より予約を開始いただけます。<マンツーマントーク>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。（2019年4月分のみ、３月25日より<マンツーマントー
ク>レッスンの予約開始となります。）
小6で<マンツーマントーク>（月１回）をご受講のかた
は、中1から「月2回」に移行します。
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>でご提供するサービスの内容

○

○

 ・
 ・

 ・

 ・

＜マンツーマントーク＞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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02【登録内容の変更手続き】

※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）

◎ご入金方法の変更
　⇒「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。

※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。

◎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。

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

（24時間受付　パソコン・スマートフォン対応）

「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
　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

ベネッセ 手続き 検索

01【登録内容の確認】

　　　　　　　　　　 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。）

【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

教材・登録内容の確認/変更手続き
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継続・退会手続き/教材のお届け方法

04【継続手続き】

退会にはご連絡が必要です。

05【退会手続き】

06【教材のお届け方法】
お届け時期・方法
〈ChallengeEnglish（小学生版）〉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、8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。
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。

マンツーマントークチケットの付与
マンツーマントークチケットは当月分が前月15日に付与されます。

■教材必着日・各種締切日
教材必着日 受講費支払い

振込 口座引落 変更退会締切日

口座引落日が土・日・祝日は翌営業日 日、祝は翌営業日
前月25日 当月8日 当月26日 前月1日

〈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（次年度のサービスは毎年2月頃にお届けするご案内でご確認い
ただけます）。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
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。

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

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・
おとりやめになります）。
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。
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。
<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。
「マンツーマントーク（小学生向け）」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。
「マンツーマントーク（中学・高校生向け）」は、最終受講月の翌々月15日までレッスンの受講が可能です。それ以降は、
レポートの閲覧のみ可能です。なお、高校３年生終了後は、４月末日ですべてのコンテンツが利用できなくなります。
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ご入金

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。

②手数料
　○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。

※2019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。
※郵便引落手数料は2019年
3月31日まで一律25円です。

お支払い方法 振込金額（税込） 手数料

31,500円未満の場合 95円

31,500円以上の場合 295円

50,000円未満の場合 120円

50,000円以上の場合 330円

クレジットカード払い 手数料はかかりません

一律54円 ※2019年4月1日以降

一律65円

郵便引落

銀行引落

コンビニエンスストア
振込

郵便振込（窓口振込）
※弊社発行の振込用紙の場合

口座引落

振込用紙のお届け方法

種類

振
込

口
座
自
動

引
落

ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
払
い

お支払い手続き、締切日・引落日 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。）

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。

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。

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

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。

○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。

締切日
○初回　　　　　 教材到着後7日以内
○2回目以降　　  振込用紙記載の期日

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。

07【ご入金方法】

“
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お支払い方法

08

③口座自動引落

②振込（コンビニエンスストア振込・郵便振込）

※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。

※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。（http://benesse.jp/card/） 

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クレジットカード払い

【お支払いに関する注意事項】※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。

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、
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。

○
○

○

○

○

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。

○
○

「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。 
「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）でご返送いただくと、
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。
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。

○

○

○
○
○

○
○
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2019年度 受講費

月２回・週１（月４）回パックでは、会話力をさらに伸ばすと共に、「単語」や
「文字・読み」を含むレッスンで英語力アップをサポートします。
※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。
※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、<マンツーマントーク>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。
※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、<マンツーマントーク>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。
※＜小学生版＞のチケットは、＜中学・高校生版＞の<マンツーマントーク>にはご利用いただけません。

2019年2月現在　消費税8％込
※2019年10月から消費税率の変更が予定されています。消費税率変更
　については2019年3月14日以降Webでご確認いただけます。

〈Challenge English （小学生版）〉の〈マンツーマントーク〉追加チケット
追加チケットは「おうちのかたウェブ」でご購入いただけます。

09【〈Challenge English〉受講費一覧】

■月2回/週1回（月4回）パック

お申し込み月＋
6か月後の末日まで

5,508円
（税込）６回分

１回分 お申し込み月の
翌月末日まで

972円
（税込）

850円×６回

お申し込み月＋
1年後の末日まで

10,368円
（税込）12回分 800円×12回

900円×１回

有効期限価格回数

■単品購入

23,328円
（税込）

週１回パック
（月４回）

月２回パック 付与月の
翌月末日

付与月の
翌月末日

9,072円
（税込）通常チケット

＋毎月もう１回

通常チケット
＋毎月もう3回

有効期限価格回数 １か月あたり

700円
（700円×1回）

1,800円
（600円×3回）

全12回

全36回

◎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。

【例】
〈Challenge English （小学生版）〉を
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
退会された場合

返金額　 15,780円

38,880円

12か月分
一括払い

3,300円×7＝

23,100円

1か月の受講費
×7か月分

－

※年間一括払いのみ。未使用分含め、払い戻し不可。

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
校生版〉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・高校生版〉の受講
費となります。

小6・6月号から12か月分一括払いの場合（消費税8％込）【例】
総額 40,578円
内訳

6～3月号が小学生版　　　月あたり　3,240円×10か月分
4・5月号が中学・高校生版　月あたり　4,089円×  2か月分

※2019年2月現在。すべて消費税8％込。今後、金額などが変更となる可能性があります。
※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」「公立中高
一貫校受検講座」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47,988円（月あたり3,999円×12か月）、6か月分一括払い28,530
円（月あたり4,755円×6か月）、毎月払い月々5,100円を適用します。

■〈Challenge English 中学・高校生版〉の受講費

49,068円
（月あたり 4,089円×12か月）

12か月分一括払い

30,000円
（月あたり 5,000円×6か月）

6か月分一括払い

月々 5,400円毎月払い

通常価格（税込）

■〈Challenge English （小学生版）〉の受講費

38,880円
（月あたり 3,240円×12か月）

12か月分一括払い

月々 3,300円毎月払い

通常価格（税込）

※2019年2月現在。すべて消費税8％込。今後、金額などが変更となる可能性があります。
※「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」「公立中高
一貫校受検講座」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24,480円（月あたり2,040円×12か月）、毎月払い月々2,100円を適
用します。
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個人情報の取り扱いについて

10
弊社では、お客様情報の漏えい以降、全力をあげて再発防止策に取り組んでおります。
最新の情報はお客様本部サイトにてご確認いただけます。

ベネッセコーポレーションでは、〈Challenge English〉（以下、「本講座」といいます）のご利用にあたってご提供
いただく個人情報を以下の方針で取り扱います。

１．当社では、個人情報保護法その他関連する法令・ガイドライン等を遵守し、管理責任者のもとで厳重なセキュリティ
対策を施し、適正に個人情報を管理しています。

４．上記利用目的の範囲において、お預かりしている個人情報を業務委託する場合がありますが、厳重に委託先の管理・
指導を行います。

５．個人情報をご提供いただくにあたって、ご提供はお客様の任意です。ただし、ご提供いただけない部分がある場合、手
続き・ご連絡やサービス等に支障が生じることがありますのでご了承ください。 

６．当社は、お客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。（ただし、個人情報保護法その他の法
令により認められている場合を除きます。）

７．当社は、保有する個人情報の開示・訂正等の求めに対応いたします。申し出先、手続き等の詳細は当社ホームページ
にて公表しております。 

３．取得した個人情報は、以下の目的で利用します。
○お申し込みの商品・サービスの提供　
○当社からの学習・語学、子育て・暮らし支援、趣味等の商品・サービスおよびその決済方法等に関するご案内
○調査、統計・マーケティング資料作成および、研究・企画開発なお、本講座の契約を終了された場合でも同様の目的で利用することが
あります。また、お客様の情報を正確に保つため、当社にご登録済みの情報を更新することがあります。 

８．当社の個人情報の取り扱いおよび管理についてのお問い合わせは、以下の窓口で承ります。 
●窓口電話番号：０１２０－９２４７２１（通話料無料）　受付時間：９：００～２１：００（年末年始は除く） 
●商品・サービス・お申し込みいただいた内容に関するお問い合わせは、各商品・サービスに記載されております専用窓口で
承ります。

＊cookie等とは、お客様がサイトを利用されたときに、お客様の閲覧履歴等を記録するためのしくみをいいます。cookie、web beacon、Shared Object等があります。  
※タブレットやスマートフォンのアプリ（以下「アプリ」といいます）でのお客様の情報の取り扱い詳細は、各アプリでお知らせする場合があります。あわせてご確認ください。

上記は例としてあげています。個人情報に該当しない場合もあります。また、位置情報については事前にご承諾を得た場合を
除いて取得することはいたしません。 

２．本講座では、以下の個人情報を取得します。
（１）契約に伴いご登録いただく情報…氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、学校名等
（２）本講座のご利用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
（３）会員向けのウェブやアプリの利用により機械的に取得する情報cookie等（＊）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

（株）ベネッセコーポレーション CPO（個人情報保護最高責任者）

ベネッセお客様本部 検索https://www.benesse.co.jp/customer/

【個人情報の取り扱いについて】
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●  「おうちのかたウェブ」の「よくあるご質問」を確認

各種手続きの連絡先

̶̶
★
̶̶
★
★
○
★
̶̶
★
★
̶̶

★
○
★
○
○
★
○
★
○
○
★会員番号・

登録内容

教材発送

お支払い

退会

ウェブ
（パソコン、スマートフォン）内容 電話

退会連絡
お支払い方法変更（クレジットカード払い、コンビニ振込、郵便振込、口座自動引落）
お支払い期間変更（一括払い→毎月払い）
お支払い期間変更（毎月払い→一括払い）
振込用紙再発行
受講費・お支払い内容の確認
不在時の商品の受け取り方法変更（配送サービス）
教材の破損、未着、誤着
教材のお届け状況
登録内容（住所・電話番号）などの変更
登録内容（会員・保護者氏名、生年月日など）の修正

●手続き・お問い合わせ先一覧 ★はおすすめする方法、○はご利用可能な方法です。

お客様サポート

●アプリの初回設定や操作についてお困りのときは

検 索検 索ベネッセ　手続き

「お客様サポート」へも「おうちのかたウェブ」から
アクセスできます。会員番号、パスワードが必要です。

会員向けお問い合わせ窓口
お手続きには会員番号が必要です。
お手元にご用意ください。

0120-977-377
電話

※音声ガイダンスでご案内いたします。※まちが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必ず保護者のかたがおかけください。※通話料は無料
です。※一部のIP電話からは042-679-8563へおかけください（ただし通話料がか
かります）。

2019年4月1日発行
発行人 ： 橋本 英知　編集人 ： 富永 伸絵　発行所 ： （株）ベネッセコーポレーション
〒700-8686　岡山市北区南方3-7-17　ⒸBenesse Corporation 2019 Printed in Japan

24時間受付　パソコン・スマートフォン対応

ここでご紹介している教材・サービスのデザイン・名称・内容等は変更になる場合があります。

デザイン/（株）ゼロプランニングデザイン/（株）ゼロ・プランニング

ウェブ

ウェブ

検 索検 索おうちのかたウェブ から 「よくあるご質問」 にお進みください。

Webで簡単にご予約いただけて、ご希望の時間帯に担当者よりお電話いたします。

受付時間   9:00～21：00（年末年始を除く）

0120-373-763
※音声ガイダンスでご案内します。※会員番号をお手元に
ご用意のうえ、おかけください。※まちがい電話が増えており
ますので、電話をよくお確かめのうえ必ず保護者のかたがお
かけください。※一部のＩＰ電話からは042-679-8337へおか
けください（ただし通話料がかかります）。

※〈マンツーマントーク〉については、問い合わせフォームもご用意しています。
〈マンツーマントーク〉→「お問い合わせ」にお進みください。

※パソコン、スマートフォンでご利用いただけます。携帯電話からはご利用になれません。
※一部機種、環境のスマートフォンには対応していません。
※「おうちのかたウェブ」のご利用にはお子さまの会員番号とパスワードが必要です。

● 「よくあるご質問」で解決しない場合は「会員向けヘルプデスク」

●  電話予約サービス

●  フリーダイヤル

通話料無料

受付時間   9:00～21：00（年末年始を除く）

【電話予約サイト】　https://bc-zemi-hd.resv.jp/（24時間受付）
【予約時間】　10:00～20:00（年末年始を除く）

電話

https://ce.benesse.ne.jp


