
この会報誌が子育てを
見つめ直すきっかけの
風となるように、
Breeze（そよ風）という
名称を付けました。
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ベネッセカード情報の
ご案内方法が変わります

2021年度からは、ベネッセカードに関する各種情報のご案内方法が「ベネッセカード
メールマガジン」に変わります。 ベネッセポイントの利用申請期限のご案内や、おすすめ
のサービス・ベネッセ教材に関する情報など、みなさまにタイムリーに情報をお届けして
まいります。 なお、メールマガジンの配信には、メールアドレスのご登録が必要となり
ますので、この機会にぜひ登録アドレスのご確認と配信登録手続きをご検討ください！

ベネッセカードメールマガジンって
なんですか？Q.

A. ベネッセカードの情報を定期的にお届けするメールです。

ポイント利用申請期限についても
毎月メールでご案内しますので、
手続きのタイミングを逃しません！

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ベネッセポイントご利用申請スケジュール◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月号の受講費・購読料にポイントを利用するには、2021年1
月8日(金)までに利用申請が必要です！
▼ベネッセポイントの利用申請方法はこちら
https://benesse.co.jp/card/mailmagazine/

■□■……………………………………………………
【２】ベネッセポイントのご利用申請手続きは
お済みですか？
……………………………………………………■□■

ベネッセカードのご利用でたまったベネッセポイントを受講
費・購読料にポイントを利用する手続きの流れは、
STEP1　ベネッセカード会員サイトでの利用申請手続きをする。
　↓
STEP2　ベネッセカードで受講費・購読料のお支払いをする。
(本人会員の方のベネッセカードでのお支払いが必要です。)

いつもベネッセカードをご利用いただきありがと
うございます。
今回は、新学期に向けておすすめのベネッセ教材
のご紹介です！

■□■……………………………………………………
【１】2021年度開講 進研ゼミ小学講座
有料オプション教材のご紹介！
……………………………………………………■□■

■「プログラミング講座」（1～5年生）
今後ますます重要になるプログラミング学習。
進研ゼミから、学校を超えたプログラミング学習で「プロ
グラミング的思考」や「問題解決力」を身につける新サー
ビスが登場します！
https://sho.benesse.co.jp/op/program/

新しい教材や提携サービスなど、
時期に合わせたおすすめ情報を
お届けします！

メールマガジンが届くようにするには
どうすればいいですか？Q.

A. ベネッセカード会員サイトでメールアドレスのご登録およびメールマガジン配信登録手続きを
お願いします。

会員サイトの「ご登録情報の確認・変更」からお手続きいただけます。

ベネッセカード会報誌「Breeze」発行終了のお知らせ

ご利用明細に同封してお届けしておりました「ベネッセカード会報誌 Breeze」は
本2021年4月号をもちまして発行を終了することとなりました。
長い間のご愛顧、誠にありがとうございました。

※既にベネッセカードメールマガジンが届いている方はお手続きは不要です。
※メール受信設定をされている方は「news@benessecard.jp」からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。

コチラから！
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ポイント
プレゼントの
概要

有料オプション講座を新規でご受講いただくと

※すでにご受講中のかたは対象にはなりません。 ※ポイントはベネッセカード会員専用ホームページでご確認いただけます。本会員のかたの会員番号、パスワードでログインのうえ、ご確認ください。 ※ベネッセカード
会員専用ホームページ画面では、ベネッセカードご利用分（１倍）と小学講座オプション特別分（１倍）に分けて表示されます。 ※ベネッセ・ＪＣＢプレミアカードでお支払いの場合、さらに１倍分のポイントがたまります。

下記❶～❸をすべて満たすことが必要です。付与条件 対象講座

❶ 新規お申込みの初回ご請求分が対象となります。　 
❷ ベネッセカードでのお支払いであること
❸ 1年分一括払いであること/12号分まとめ払いであること

●プログラミング講座
●考える力・プラス講座
●考える力・プラス 中学受験講座

●もっと!挑戦シリーズ
●かがく組
●作文・表現力講座

ポイント2倍プレゼント！

対 象 小学1～5年生

学校を超えたプログラミングを学習。
お子さまが夢中になって取り組むうちに、自然と問題解決力が身につきます。

学校の枠を超えたレベルまで多様
なテーマを楽しく学べる。

考え方から「理解」し「実践」して
定着させるステップ学習。

「動画解説」や「自動丸つけ機能」
で初めてでも取り組みやすい。

ビジュアル言語のブロックを使って、
直感的に取り組めるレッスン。

がんばりに応じてもらえる努力賞
ポイント。

学校の学びを超えたプログラミングを通じて、「問題解決力」が無理なく
身につく！

見て学べる授業

2021年度から

新登場

ベネッセカード会員のかただけにお得なチャンスです。

※パソコンはつきません。

手を動かすレッスン

※インターネットにつながった
パソコンまたは、「チャレンジタッチ」
専用タブレットが必要です。

特長

週1回
約30分

※2021年度の学年です。

有料オプション講座の詳しいご案内はこちらから

※撮影用小物はつきません。　
※ここでご紹介している教材・サービスは2021年2月現在のものです。教材ラインナップ、デザイン、名称などは変わることがあります。

チャレンジ　オプション 検索
sho.benesse.co.jp/op/●スマートフォンからもお申し込みできます。※携帯電話や一部のスマートフォンは非対応です｡

●受付時間　24時間・年中無休

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

※「もっと!挑戦シリーズ」
については4号分まとめ払
いが対象となります。

対 象

対 象 小学4～6年生

1日約60分
×

約20日/月

私立・国立中学校受験に必要な「合格力」
を自宅学習で身につける！
「知識・解答力」や「意味や背景を理解して考
える力」が、ご自宅で効率的に身につきます。

※パソコンはつきません。※映像授業の視聴にはインターネットにつながったパソコン・「チャレンジパッド」が必要で
す。一部のタブレット端末やパソコンの環境によってはご覧いただけない場合があります。携帯電話・ゲーム機からはご
利用いただくことができません。※最新の標準動作環境は「チャレンジウェブ」をご確認ください。※毎月1教科あたり約5
～10分になります。※「赤ペン先生」は（株）ベネッセコーポレーションの登録商標です。

※４年生の
　場合

・自分で理解して進める
スモールステップ学習。
・自分のペースで効率的に
学習できるカリキュラム。
・「解答力」がつく赤ペン
先生による添削指導。
・難問がわかる！4教科の
映像授業。

特長

私立・国立中学校
受験対応教材

対 象 小学3～6年生

1回約20分
×

約4回/月

将来役立つ「自分の考えをわかりやすく
伝える力」を育む！
文章を書くことの楽しさや、自分の考えが伝わ
ることのおもしろさを実感いただけます。

・ 伝わる文章を書くための
「基本スキル」が学べる。
・ 1回約20分、週1回の学
習量で無理なくできる。

・「作文専任の赤ペン先生」
による表現力に特化し
た添削で、さらに文章を
豊かにするコツが身に
つく。

特長

※パソコンはつきません。※視聴にはインターネットにつながったパソコンが必要です。一部のタブレット端末やパソコンの環境
によってはご覧いただけない場合があります。「チャレンジパッド」・携帯電話・ゲーム機からはご利用いただくことができません。
※作文･表現力講座をご受講中のかたには、インターネットを使った会員限定サービスがあります。追加料金はいただきません。

対 象 小学1～6年生

※「チャレンジタッチ」専用タブレットのほか、タブレット端末（iPad）やパソコンでもご受講いただけます。※〈オンラインス
ピーキング〉は、フィリピン在住の外国人講師との英会話レッスンです。※ヘッドフォンマイク、ウェブカメラはつきません。
※iPadは、Apple Inc.の商標です。※〈オンラインスピーキング〉は、2021年度より教材内容が変更される可能性があります。
変更内容が決まり次第、教材内などでお知らせします。

オンラインスピーキング

〈Challenge English〉英会話

〈Challenge English〉 〈Online Speaking〉

「おぼえた英語」を「伝わる英語」へ！

英語の上達には欠かせない「おぼえた英語を
相手に伝える」体験を、ご自宅でお気軽に。

1回
約15分 ・自分の英語が通じる体験

で、英語を話すことが大
好きに。
・実際の外国人の話す英語
が聞き取れる「耳」が育つ。
・話したいことが正しく伝
わる。「スキル」「態度」が身
につく。

特長

ポイント2倍対象外ですがこちらの商品もおすすめです！

対 象 小学2～4年生

※パソコンはつきません。※写真提供JAXA※写真の例は4年生です。 ※2年生にはプログラミングコンテンツはありませ
ん。※1号のみのご受講、ご希望の号を選んでのご受講はできません。※一部のコンテンツにはインターネットにつな
がったパソコンが必要です。標準動作環境はかがく組のWEBでご確認ください。

お子さまの「知的好奇心」を楽しく
育める！
お子さまの「好きなこと」を、「やってみたい！」
に変えるきっかけをお届けします。

約56ページ
/1号

・ 豊富なビジュアルでそ
れぞれのテーマを詳し
く解説。

・ 身のまわりに興味・関心
のきっかけが生まれる、
幅広いテーマ。
・さらに、3・4年生には、
ゲームを楽しむ感覚でプ
ログラミングに触れられ
るコンテンツも。

特長

年4号

国語・算数の発展的な問題にチャレンジ！

1回
約15～20分

対 象 小学1年生 漢字計算くりかえしドリル

対 象 小学1～4年生 国語算数発展ワーク

対 象 小学5～6年生 国語算数ハイレベルテキスト

オプションドリル

2020年10月よりこちらの商品も対象になります！NEW

※ご希望の号を選んでお申し込みいただけます。※「申し込みしめ切り日」を過ぎたあとのお申し
込みは、在庫がある限り可能です。お申し込み受付後、約10日で教材をお届けします。お申し込み
多数により在庫がなくなりました場合は、お断りさせていただく場合がありますのであらかじめご
了承ください。

受講費

「問題を正しく理解し、知識をうまく活用しながら、論理的に自分で考える力」を
育てます。

※1か月のみのご受講はできません。※公立中高一貫校は適性検査が
選抜材料となるので「受検」としています。※映像授業の視聴にはイン
ターネットにつながったパソコン・「チャレンジパッド」が必要です。一
部のタブレット端末やパソコンの環境によってはご覧いただけない場
合があります。携帯電話・ゲーム機からはご利用いただくことができま
せん。※最新の標準動作環境は「チャレンジウェブ」をご確認ください。
※映像授業は毎月テキスト2～3本（1本あたり約5～10分）です。※パソ
コンはつきません。※「赤ペン先生」は（株）ベネッセコーポレーション
の登録商標です。

▲わかりやすい映像授業

・試行錯誤しながら答えを導く
問題設計。

・４教科＋総合問題で、身につ
けた知識を組み合わせて解く
練習ができます。

・公立中高一貫校受検もみすえ
たカリキュラム。

 3,667円（税込）月あたり

公立中高一貫校受検も見すえた、教科書以上の「自分で考える力」を伸ばす！

※2021年度４月号から受講開始、１年分一括払いの場合

特長
1回約30分

×
約12回/月
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WK 教材トライアル 検索

左の2次元コードよりアクセス
してください。
※通信料はお客さまのご負担となり
ます。
※一部非対応の端末があります。

■「無料おためし教材」のご請求はおひとりさま1回限りとさせていただきます。
■ここでご紹介した内容・デザインなどは予告なく変更する場合がございます。■無料おためし教材は申し込み受付後、約10日（日曜・祝日、年末年始を除く）でお届けします。
■恐れ入りますが、既にWor ldwide  K idsにご入会いただいているお客さまは対象外となります。■お届けする内容はお子さまの年齢によって異なります。

〈Worldwide Kids〉は、All Englishの英語遊びの中で、英語なら

ではの音・リズムにたっぷりとふれながら、「英語でやりとりする力」

を身につけられます。

まずは無料おためし教材で〈Worldwide Kids〉の英語遊びを体験

してください。

にご入会いただくと

ポイント5倍プレゼント！
ベネッセカードのご利用で
All Englishの幼児向け英語教材

無料！〈Worldwide Kids〉無料おためし教材のお申し込みはこちらからどうぞ！
インターネットで「WK 教材トライアル」と検索してください。

※詳細は、＜Worldwide Kids＞のWEBサイトでご確認ください。
ホーム
ページ

スマホ

All Englishの英語遊びの中でたっぷり英語にふれられる

Worldwide Kidsのおためし教材セットを

無料プレゼント！
お子さまの

毎日の遊び時間の中で
英語だけにふれる遊びが
体験できるセットを
お届けします。

0~4歳
の

お子様
限定

英語おためしDVD
歌やアニメなどを楽しみながら、英語
の音・リズムをたっぷり吸収できます。

▲ 歌

▲ フォニックス

パペット見本
お出かけのおともにしたり、食べさせ
遊びを楽しめます。

英語おためし絵本
0歳のお子さまには、英語で「いないい
ないばあ」を体験できる「Peek a Boo」
をお届け。1歳以上のお子さまには、英
語ならではの乗り物の音に親しめる
「BROOM ZOOM CHOO WOO」
をお届けします。

▲ 乗り物の音▲ いないいないばあ

WEBサイトで、ネイティブスピーカー
による英語おためし絵本の読み聞
かせ音声を聞けます。お子さまが聞
き取りやすいペースの音声で、英語
が苦手な保護者のかたも安心です。

※0歳向け／1歳以上向けどちらのおためし絵本の
音声も聞けます。

英語絵本読み聞かせ体験

おトクなキャンペーン実施中！
くわしくはホームページへ!！

ご
注
意

オトクなベネッセカードを利用して「えいご時間」をスタートしませんか？

PC・
スマホ

しまじろう えいご 検索

24時間受付年中無休

※新規受講時の初回お支払い分がポイント１0倍の対象です。  ※ここでご紹介している名称・デザイン・内容・お届け月などは変わることがあります。 ※すでにお届けした教材につきましては、環境に配慮し、再入会された際の二度目のお届けはありません。

ご提供いただく個人情報は、お申し込みの商品・サービ
スの提供の他、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・企画開発に利用します。お客様の意思によりご提
供いただけない部分がある場合、手続き・サービス等に
支障が生じることがあります。また、商品発送等で個人
情報の取り扱いを業務委託しますが、厳重に委託先を
管理・指導します。個人情報に関するお問い合わせは、
個人情報お問い合わせ窓口（0120-924721通話料
無料、年末年始を除く、9時～21時）にて承ります。

　　　　　　　  （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）

上記をご承諾くださる方はお申し込みください。

〈個人情報の取り扱いについて〉

Welcom
e!

身近な語彙にたっぷりふれ、
「英語を聞く力」「聞いたまま、まねする力」を育みます。

い2・3歳向け

Let's go！

英語で自分のことを伝える・
アルファベットを書く

年長さん向け
英語特有の
音・リズムに親しむ

1・2歳向け
英語でやりとりする・
アルファベットを読む

年中さん向け
英語の意味を理解
してまねして言う

年少さん向け

しまじろうと楽しく英語をスタート！

しまじろうの1～6歳向け英語講座

ポイント10倍プレゼント！
ベネッセカードを利用してご受講いただくと

お子さまがリラックスできるおうちで、「英語が大好き！ 楽しい！」と思える体験をさせてあげませんか？
〈こどもちゃれんじ English〉なら、年齢に合った遊びの中で、ムリなくたっぷり英語を吸収できます。

※【就学前のお子さま（2014年4月2日～
2019年4月1日生まれ）の英語学習法にお
いて利用者数No.1】2020年4月に、2014
年4月2日～2019年4月1日生まれのお子さ
まが利用した英語の学習法（教材、教室等）
を調査（新型コロナウイルスの影響による通
常時とは異なる方法での利用、営業自粛（休
講等）、教材のお届け遅延等も「利用」として
調査）。厚生労働省「人口動態調査（2018
年版）」の出生数を用いて利用者数を推計。
比較した事業者は矢野経済研究所「2019
年版 教育産業白書」をもとに選定。（調査委
託先：（株）マクロミル、回答者：2020年4月に
英語の学習法を利用した、2014年4月2日
～2019年4月1日生まれのお子様をもつ保
護者1,567名、調査期間：2020/6/15～
26、調査手法：インターネット調査）

0120-426-815
電話

※受付時間 9：00～21：00（日・祝も受付、年末年始を除く）。 ※間違い電話が増えておりますので、番号
をよくお確かめのうえ、おかけください。 ※窓口に「〈こどもちゃれんじ English〉3月開講号」の入会であること
をお伝えください。

しま   じ    ろう       え   い   ご
1QD9U1 というコードを必ずお伝えください。

通話料無料

2,933円 ※消費税10％込。
※通常価格は
　1回あたり3,637円。

※いずれも2021年3月開講号から開始で一括払いの場
合。※〈ほっぷ English〉(次講座)以降は1回あたり会員
価格3,476円、通常価格4,180円。 ※一括払いの合
計金額は、開始学年・月号によって異なる場合がありま
す。 詳しくは、Webでご確認下さい。 ※1回のみのご受
講はできません。 ※会員特別価格で〈こどもちゃれんじ 
English〉を受講中のかたが〈こどもちゃれんじ〉を退会
された場合、退会の翌月からは通常価格となります。
※2021年2月現在・すべて消費税10％込 。 

〈こどもちゃれんじ〉会員のかたは、
特別価格でご受講いただけます。

の受講費

２カ月に１回のお届けで１回あたり

〈こどもちゃれんじ English〉
3月開講号の

最終申込締切日は

26 4
弊社必着

月
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ベネッセ商品のご案内
ベネッセカードでのお支払いで

倍ポイント

妊娠・出産・育児に役立つアイテムが満載！
妊婦さん・ママと赤ちゃんのための通販サイト

詳しくはWEBへ！
「たまひよのマタニティ・ベビー通販」で検索

「たまひよのマタニティ・ベビー通販」は、妊娠・出産・育児に本当に必
要なモノを厳選した専門通販です。先輩ママの「あったらいいな」を形に
したオリジナルアイテムで、妊娠中から育児期ま
で、毎日の安心と笑顔を増やすお手伝いをしたい
と考えています。

2
ベネッセカードでのお支払いで

倍ポイント 2

詳しくはWEBへ！「たまひよ内祝」で検索。

お名前や写真が入れられる、赤ちゃんのおひろめにぴったりな出産内祝
ギフトが充実！贈り先様にきっと喜んでいただける季節限定ギフトも
人気です。出産内祝のほかにも、初節句のお返しギフトもご用意してい
ます。無料サービスの「写真でごあいさつカード」や、選べるのし、包装紙
も好評です。
※写真は千疋屋のたまひよ名入れジュースです。 
※カタログの表紙デザイン等は変わることがあります。

名入れギフトが大人気！

ベネッセカードでのお支払いで

倍ポイント 5

詳しくはWEBへ！「こどもちゃれんじプラス」で検索。

お子さまの感受性や知的好奇心を豊かに育みながら、小学校以降の
学びの土台を作る有料オプション教材。 年齢に合わせたさまざまな
コースでお子さまの「もっとやりたい！」気持ちにこたえ、好きや得意
を伸ばします。
※写真は、3・4歳向け知育プラスになります。
※お申し込みいただくコースと時期により、お届けする教材の内容は異なります。 お申し込み
の際はWEBサイトをご確認ください。

お子さまの「もっとやりたい！」気持ちにこたえ、
好きなテーマでもっと学べる有料オプション教材

ベネッセカードのご提示で

観覧料 無料

ベネッセ多摩ビルの最上階にあるプラネタリウムです。こどもちゃれんじのキャラ
クター「しまじろう」の番組はじめ、お子さまから大人まで楽しめる番組を揃えて
います。 ご家族揃っておでかけください。スタードームの券売機にてチケットを
お求めの際に、有効期限内のカード（コピー不可）をスタッフにご提示ください。
スタッフがチケットを発券致します。当日カードをお持ちでない場合は、チケットを
ご購入いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

ご家族4名様まで（1日何回でも）無料でご覧いただけます

ベネッセ
スタードーム

営業情報・番組スケジュール等詳細はホームページをご覧ください
https://blog.benesse.ne. jp/stardome/
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今月のおすすめ提携サービス お得な割引が
受けられる！

提携サービス情報

今、新しい読者が増えています！ くわしくは 検 索毎日新聞　ベネッセポイント

日刊紙 
月額1,750円 毎日届きます 1936年創刊

楽しく　深く
分かりやすく伝えます

（税込み）

家にいながら学習できる。 広がれ世界！

スクラップに大活躍！

全ての小学生に
新規購読 ６カ月で６００ポイント

全ての漢字にふりがな付き 広げても読みやすいお子さまの肩幅サイズ 読解力が身につく 時事問題に強くなる

毎日新聞
ベネッセポイント
キャンペーン
ページ

３カ月で３００ポイント
タブロイド判
８～12ページ

ベネッセJCBカードでのお支払いが対象となります。

※お申込みの際「ベネッセカード優待サービス」をご利用になるとお伝えください。アート引越センターが同時期に行う他の優待・特典・キャンペーン等との併用はできません。  ※フリーダイヤル受付時間  AM8:00～PM8:00  12/30～1/3 除く
※2021年3月15日(月)～4月10(土)は割引除外期間となります。

引越基本料金（車輌費+人件費）
ダンボール 50枚＆ガムテープ ３個サービス！！

25％OFF！！1

2

3

最
大

最
大

無料レンタルサービス！！

ベネッセカード会員特典 0120-0123-80
フリーダイヤル

新規購読でベネッセポイントプレゼント！



https://benesse.co.jp/card/
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今月のおすすめ提  携サービス お得な割引が
受けられる！



20CB192

5月号の受講費・購読料に
ポイントを利用するためには
2021年4月8日(木)までに
利用申請が必要です。

ポイント
利用申請の
スケジュール

2021年4月8日（木）5月号

ポイント利用申請期限間に合う月号

2021年5月11日（火）6月号

情報セキュリティ強化の取り組みについて
最新の取り組み状況をご確認いただけます。

ベネッセお客様本部 検索
本誌に掲載されている内容は2021年2月現在のものです。掲載内容については、予告なく変更になる場合がございます
ので予めご了承ください。

受講費などの割引に！ベネッセポイント利用申請方法

STEP１ 会員専用ホームページにアクセス

ポイントを確認する・使うページ中ほどにある
『ポイント利用申請へ』ボタンをクリック
ベネッセポイントの利用申請ページで保有ポイントを確認して、
利用するポイントを入力後、『利用申請する』ボタンをクリック

確認ページで『OK』をクリック

3

4

5

ポイントを確認する・使うページ

申請内容確認画面

ポイント利用申請画面

3

45

STEP2 お持ちのポイントを確認してポイント利用申請

STEP3 次回お支払い時にベネッセ商品が割引になります
割引された内容は、カード会社からの利用明細でご確認いただけます。

ベネッセカードお問い合わせ窓口

0120-921-700 受付時間10：00～20：00（日曜・祝日・年末年始を除く）（通話料無料） ※間違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、おかけください。

https://benesse.co.jp/card/
インターネットで「ベネッセカード」と検索してください。

会員専用ホームページ１

「確認･申請」ボタンをクリック2

左の2次元コードから会員専用ホームページへ
アクセスし､ベネッセカード会員番号とパスワード
を入力してログイン

会員専用TOPページ『お知らせ』をご確認いただき、お支払い
対象の月号に間に合うようポイント利用申請ください。

1,500
2

1

スマホ ※PCのかたは「https://benesse.co.jp/card」へアクセス
ページ右上の「会員専用ホームページへ」をクリック後、ログインしてください


