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株式会社ベネッセコーポレーション
代表取締役社長 明田 英治

2014年4月 ＜こどもちゃれんじ＞が新しい幼児教育サービスを提供
スマートフォン・タブレットを活用した「しまじろうクラブ」
子どもの興味や成長に合わせて選べる「選択ワーク」をスタート
日本ヒューレット・パッカード社より、「HP Slate7 しまじろうモデル」を会員限定で販売
株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：明田英治 以下：ベネッセ）の幼
児向け通信講座「こどもちゃれんじ」は、2014年4月開講号より、現在の教材に加え、スマートフォンやタブレット、
PCでいつでもどこでもつながる学びのサービス「しまじろうクラブ」と、子どもの成長に合わせてコースを選べる
教材「選択ワーク」を、会員向けに提供開始します。
「しまじろうクラブ」について
「こどもちゃれんじ」（会員 105 万人/2013 年 4 月現在）は、幼児の発達段階に合わせ遊びを通じて学ぶこと
ができる教材を提供しています。デジタルデバイスの広がりとともに、現在、乳幼児をもつ母親のスマートフォ
ン利用率は 6 割を超え（※）、子育てや教育分野のアプリなどへ期待が高まってきました。このような中、「こど
もちゃれんじ」は、デジタル技術を生かし、動画などの豊富なコンテンツ、会員専用コミュニティを使った会員
同士のコミュニケーションなど、自宅や屋外で、さらには移動中にも楽しんで学ぶことができる新しいサービス
を提供することを決定しました。
「しまじろうクラブ」は、お子さま向けアプリと保護者向けサイトで構成する会員向け無料サービスです。親子で
学びのアプリや動画を一緒に楽しんだり、週末にはライブ授業に家族で参加したり、親同士の会員専用コミュニ
ティを活用したり、「こどもちゃれんじ」の会員であればどなたでもスマートフォンやタブレットPCで、利用できる
幼児教育サービスです。学び動画やアプリには常時アクセス可能で、教材と連動した年齢ごとの教育コンテンツ
も毎月配信されます。キャラクターしまじろうからのメールは学びのモチベーションを高めます。また、デジタル
デバイスの活用に関しては、子どもの視力低下や安全性を不安視する声もあるため、視力への影響を考慮し長
時間の使用をけん制するタイマー機能や、アプリ利用についての選択機能、ダウンロード課金防止機能などを
備えた安心して利用できるサービスを開発しました。
さらに「しまじろうクラブ」のスタートに伴い、日本ヒューレット・パッカード株式会社より、親子で学べるタブレット
PC「HP Slate7 しまじろうモデル」を、「こどもちゃれんじ」会員向けに、2月12日（水）より5月7日（水）までの期
間限定で販売します。「HP Slate7 しまじろうモデル」では、教育動画やアプリを、親子一緒に、スマートフォン
より大きいサイズの画面で楽しむことが可能です。
「選択ワーク」教材について
4~5歳向け、5~6歳向け講座では、新たに、選択制のワーク教材をお届けします。ワークは、子どものそれぞれ
の習熟度や興味に合わせて選択することができます。

「しまじろうクラブ」＊使用イメージ

「選択ワーク」教材

※2013 年 乳幼児の親子のメディア活用調査（ベネッセ教育総合研究所 次世代育成研究室）より

1．新サービス「しまじろうクラブ」のサービス概要
＊現在の教材に加えて、4 月から以下のアプリ、WEB サービスを会員限定で無料提供いたします。
また、現在ご利用いただいている「しまじろうひろば」は、2014 年 4 月 24 日（木）をもって終了となります。
サービス名
配信
端末
内容
毎月お届けしている教材の内容と連動したミニゲームや動画を配
スマートフォン・タ 信。繰り返し取り組むことで興味が広がり、知識の定着を促しま
ブレット PC/OS：
す。しまじろうから届くメッセージが子どもたちの学ぶ意欲を楽しく
しまじろう園
アプリ
iOS Android 対
刺激します。しまじろうの声で起床や着替えなどの行動を促す「生
応
活おさそいボイス」は生活習慣をサポートするツールとしてご活用
いただけます。
「こどもちゃれんじ」の教育動画、しまじろうのTVアニメが自宅でも
外出先でも、好きな時間に好きな動画を楽しめるアプリです。
【配信予定の動画】
スマートフォン・タ
・TV アニメ「しまじろうのわお！」の過去動画（アニメのみ）
ブレット PC/OS：
しまじろう TV
アプリ
・ライブ授業の過去動画
iOS Android 対
・英語（フォニックス）動画
応
・知育や社会性を育む動画
・歌やリズムを楽しむ動画

まねっこえいご

みまもルーム

ライブ授業

こどもちゃれん
じ FAMILY
＊保護者向け

アプリ

アプリ

WEB

WEB

スマートフォン・タ
ブレット PC/OS：
iOS Android 対
応

軽快なリズムに乗せて、簡単な英語のフレーズを学ぶことができ
るアプリです。お手本の音声を聞いて、自分も続けて発音すると、
自分の声が録音され、お手本と自分の発音を聞き比べることがで
きます。

スマートフォン・タ
ブレット PC/OS：
Android 対応

お子さまがデジタル端末を利用する際、保護者が不安を感じるこ
ととして、長時間利用による視力への影響や、利用させたくないア
プリに触ってしまう、知らない間に課金されてしてしまうことなどが
挙げられています。このアプリでは、「タイマー機能」「アプリ選択
機能」「アプリダウンロード・課金防止機能」などを備え、保護者の
設定の範囲内でお子さまがご利用することができます。
※会員以外の方も、ストアからダウンロードしてご利用いただけま
す。

タブレット PC・パ
ソコン推奨

「自宅で習い事＆社会科見学」をコンセプトに、参加型双方向ライ
ブ授業による新しい学びを実現します。英語レッスンやキッズヨ
ガ、動物園からの授業など、家族で参加できるプログラムを続々
ご用意していきます。

スマートフォン・タ
ブレット PC・パソ
コン対応

子育ての中で感じる喜びを共有したり、互いの子育てを認め合う
保護者向けの子育て応援コミュニティです。日々の子育ての中で
「成長を感じた」「嬉しい事があった」「○○の記念日」などを写真
とともに投稿してコメントをもらったり、他の人の投稿についている
キモチボタンで「ステキ」「おめでとう」などのキモチを送ったりしな
がら、「こどもちゃれんじ」会員同士で子育ての喜びを分かち合え
ます。

・iOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
・「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
・その他、本文書に記載されている製品名、会社名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

「しまじろうクラブ」 各サービスのイメージ画面

＜しまじろう園＞
毎月の講座に連動したアプリです。
しまじろうからのメッセージも届き
ます。

＜しまじろう TV＞
TV アニメ「しまじろうのわお！」
、ライ
ブ授業、歌や英語の過去画像を見ること
ができます。

＜まねっこえいご＞
軽快なリズムに合わせて、簡単な英語
のフレーズを繰り返し学べます。

＜みまもルーム＞
お子さまの利用時間、
使用アプリの制限など
ができて、安心した使用環境を提供します。

＜ライブ授業＞
習い事や社会見学の参加型双方向の
新しい学びを週 1 回お届けします。

＜こどもちゃれんじ FAMILY＞
会員同士による保護者向けの子育て応援
コミュニティです。

注）アプリ利用について
利用にあたり「しまじろうクラブ」の各種アプリケーションをApp StoreまたはGoogle Playからダウンロードする必要があります。
アプリは 4 月 1 日よりダウンロード可能となります。
※Apple は米国および他の国々で登録された App Inc.の商標です。※「Google Play」「Android」は Google Inc.の商標または登録商標です。

2.「HP Slate7 しまじろうモデル」発売
はじめてデジタル端末をご利用するお子さまでも、「しまじろうクラブ」を存分に楽しんでいただきたいという
想いから、日本ヒューレット・パッカード株式会社より、こどもちゃれんじ会員向けに「HP Slate7 しまじろうモ
デル」が発売されることになりました。スマートフォンよりも大きい画面なのでより親子一緒に動画やアプリを楽
しんでいただくことが可能です。

特徴

仕様

「HP Slate7 しまじろうモデル」は、タブレット端末本体、オリジナルタブレットバッグ（シリコンカバー
つき）、使い方について技術的なサポートを行う「30 日なんでも相談サポート」がセットになっていま
す。また、3 月 31 日（月）までに、お申し込みいただいた方には、オリジナルの液晶クリーナークロス
も付いています。
タブレット端末は、お子さまでも手に持って扱いやすい 7 インチ画面サイズを採用。また、デュアルス
ピーカーは本体前面に配置され、良質な音の再現が可能。英語の発音などのニュアンスもクリアに聴
き取ることができます。さらに、本体背面に収納可能なスタイラスペンが付属されており、内蔵のお絵
かきソフトで絵を描くこともできます。オリジナルタブレットバッグ（シリコンカバーつき）は、お子さまが
使いやすく、かつ端末を故障から守れるよう、このタブレット専用に開発。持ち運びに便利な取って
や、不意の落下の衝撃を緩和できるよう、カバーを二重にするなど工夫が施されています。
クアッドコアプロセッサーの NVIDIA ®Tegra® 4 を搭載したハイスペックモデルで、動画視聴や操
作が滑らかに行え、保護者の方にも快適にご利用いただけます。本体前後にカメラを搭載しており、
思いのままに写真撮影や動画撮影が行えます。
本体カラー:シルバー
オペレーティングシステム: Android 4.2
プロセッサー: NVIDIA® Tegra® 4
メモリ: 1GB
ストレージ: 16GB
サイズ（取って部分含む）: 約 185×206×27mm
全体重量（端末＋カバー＋シリコンケース）: 約 570g
ディスプレイ: 7 インチ IPS タッチディスプレイ（1280×800 ）
カメラ: 前面（VGA Webcam）、背面 （約 500 万画素）
通信: WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth 3.0
外部端子: microUSB, HDMI マイクロ出力端子, 3.5mm ヘッドフォン出力
バッテリー: 約 8 時間動画再生
その他: フロントデュアルスピーカー、DirectStylus™ペン（タッチペン）付属、HP ePrint、Google
Play 対応
オリジナルタブレットバッグ（シリコンカバーつき） ＊特別仕様
外側をクッション性の高いポリウレタン素材で覆い、さらにタブレット本体にもシリコン製のカバーを付
けることで、落下などの衝撃からタブレット端末を守ります。また動画などを見る際に、本体を傾けて
立てることができ、正しい姿勢での視聴をサポートします。バッグはお子さまの手に馴染む大きさの
取って付きで持ち運びやすく、様々な場所で学びの機会を提供します。

＊小さな子どもとデジタルメディアについて
映像メディアの登場以来、ベネッセでは「幼児とメディア研究会」を各界の有識者とともに設立し、新しいメデ
ィアが子どもの学びに有益なものになるよう研究し続けています。 デジタルメディアについても同様で、成
長期のお子さまの身体に及ぼす影響を考えて、遊ぶ前に親子で約束をする習慣をつけることを提唱してい
ます。子どもにとってはこれまでのツールも新しいツールも新しく出会う魅力的な体験です。子どもたちが上
手に使いこなせるよう、有識者とともに研究と発信を続けていきます。
■詳細情報 ベネッセ教育総合研究所 次世代育成研究室 「小さな子どもとメディア」
http://berd.benesse.jp/jisedaiken/media/
■関連情報 ベネッセ教育総合研究所次世代育成研究室 「乳幼児の親子のメディア活用調査」
http://berd.benesse.jp/jisedaiken/media/enquete/index.shtml

3．「選択ワーク」について
2014 年 4 月開講号より、年中・年長（4~6 歳）向け教材に選択制の新しいワークが登場します。これまでの
「玩具（エデュトイ）」「キッズワーク・絵本」「「映像教材」に加え「選択ワーク」がセットとなり、毎月のワークのお
届けが 2 冊になります。新しくお届けするワークはお子さまの興味や習熟度に合わせて 2 つのタイプから選択
することが可能です。
◆コース別、「選択ワーク」の詳細

※「基礎」「応用」いずれか 1 つを選ぶことができます。

コース

＜こどもちゃれんじ すてっぷ＞

基礎中心

応用中心

■ちえあそびワーク
シールや迷路、工作など
遊びながら学びたいお子
さまに

■ちょうせんワーク
じっくり考える問題にたく
さん 取り組みたいお子さ
まに

年中（4~5 歳）
向け

■わくわくワーク
■ちょうせんワーク
シールや迷路など遊びな じっくり考える問題にたく
がら学びたいお子さまに さん 取り組みたいお子さ
まに

＜こどもちゃれんじ じゃんぷ＞

年長（5~6 歳）
向け

※図版は 4 月号ワークのデザインです。
※デザインは変更になる可能性があります。
※受講の途中でも変更希望月の前月 5 日までにご連絡をいただければ、翌月以降の変更が可能です。

4．2014 年 4 月開講号からの「こどもちゃれんじ」全体像
＜商品概要＞
教材内容

（毎月お届けしている教材）

（4 月からスタートする新サービス）

「しまじろうクラブ」 ＊使用イメージ

「選択ワーク」教材
（4~5、5~6 歳コース）

年齢別コース

生後 6 ヵ月から小学校入学まで、年齢別コースをご用意しています。もちろん、途中から
の入会も可能です。

回数・送付先・送料
受講費

毎月 1 回ご自宅にお届けします。送料は別途不要。
1 ヵ月あたりの受講費
■1,650 円（消費税５％込）～
お支払い方法、年齢で異なります。
また 2014 年 4 月以降のお申し込みの場合は、消費税率 8%が適用されます。
詳しくは下記サイトにてお確かめください。
（受講費の詳細）： http://www2.shimajiro.co.jp/cost/index.html

お誕生月

その他

＊2014 年 4 月開講号からの受講を 2014 年 3 月 31 日までに 1 年間一括払いで
お申し込みの場合の月あたり価格（消費税率 5%）
＊2014 年 4 月以降のお申し込みの場合は、消費税率 8%が適用されます。
お誕生月に合わせて、「おたんじょうび記念号」をお届けします。
＊お届けには条件がありますので、こちらのサイトでお確かめください。
http://www.shimajiro.co.jp/kinengou/
※年齢別コースによって、「絵本」または「ワーク」をお届けします。どちらも届く月もあり
ます。
※「映像教材」、「エデュトイ」は毎月のお届けではありません。

5．4 月開講号キャンペーン実施中（こどもちゃれんじ会員・4 月開講号入会者対象）
こどもちゃれんじ会員様・4 月開講号ご入会者限定のプレゼントキャンペーンを実施します。
親子で本物に出会う体験を通して、学びをおもいっきり楽しむ機会をプレゼントします。
■キャンペーン WEB サイト

http://www.shimajiro.co.jp/contents/campaign2014/

【キャンペーン概要】
■名称 ：「学びをどこまで遊べるか？親子で本物に出会う体験をプレゼント！」
■期間 ：2014 年 2 月 7 日（金）～3 月 17 日（月）22:00 送信完了分まで
■応募要件：期間内にキャンペーン WEB サイトからエントリーされた方で、2014 年 4 月開講号から
『こどもちゃれんじ』をご受講される方、すでに「こどもちゃれんじ」を受講中の方から抽選しま
す。
■プレゼント内容：
①親子でアート賞
箱根彫刻の森美術館チケット＋旅行券７万円
昭和 44（1969）年に開館した日本で初め
ての野外美術館。近・現代を代表する世
界的な巨匠たちの名作を約 120 点常設
展示する。子どもたちが遊べる作品や
温泉足湯、レストランやカフェも併設。

②親子でパンダ賞

南紀白浜アドベンチャーワールドチケット＋旅行券７万円
「人間（ひと）と動物と自然のふれあい」
がテーマのふれあい体験型テーマパ
ーク。ジャイアントパンダファミリーを始
め野生動物の迫力ある姿が魅力のさが
りワールドやいるかのダイナミックなパ
フォーマンスをご覧いただけるマリンワ
ールドなど動物たちとの出会い・感動が
待っています。

■当選者数：各賞 5 組
※注意事項（エントリー前に必ずご確認ください）
・期間内にエントリーをお願いします。エントリー後に入会くださった方も、抽選の対象となります。
・「各施設の入場券（大人 2 名分）＋「旅行券（7 万円）」のプレゼントです。
・お子様の入場券は、年齢により異なるため、ご自身で手配をお願いいたします。
・交通費、宿泊費は含みません。
・当選者の方には、「こどもちゃれんじ」教材のお届け先に登録されている住所にお届けします。
・プレゼントの発送は 2014 年 3 月 31 日（月）までに、教材とは別にお届けします。
・当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさえていただきます。

