２ ０ １ ５年 ３ 月１ ９ 日
イオンリテール株式会社

お子さまのデジタルデビューに最適！いつでもどこでも楽しくお勉強！

イオンモバイルから学研がんばるタブレット誕生
ペアレンタルコントロール機能付きでお子さまの安心デジタルライフを
イオンは３月２７日（金）、便利で快適なスマートライフを応援する「イオンモバイル」から、
教育ビジネスの長い歴史と豊富なノウハウを持つ学研とコラボレーションした「学研がんばる
タブレット」を発売します。

デジタルならではの楽しい学び体験をお子さまに！

学研ならではの豊富な学習コンテンツ！
「学研ビクトリー」は小学１年から中学３年まで文科省学習指導要領に対応した学習コンテン
ツです。学校の授業進度に合わせて毎月配信されます。また、「まんがひみつ文庫」をはじめと
する児童書が読める「学研電子図書館」や５教科の調べものも簡単にできる「ニューワイド
学習百科事典」などビジュアルも操作も楽しい学習コンテンツが盛りだくさんです。
学習を進めると「ｉポイント」が貯まってバッジ交換などができるゲーミフィケーションや
「WAON ポイント」と交換できます。

保護者が利用制限の設定
お子さまがインターネットに慣れるまでは、学研
のコンテンツだけ利用できるようにしたり、タブ
レットを使い過ぎないように利用時間の制限を
したりと、お子さまの年齢やデジタルスキルに
応じた設定ができるので、安心してご利用いただ
けます。

【販売概要】
発 売 日 ：３月２７日(金)
販売店舗：全国の「イオン」４３０店舗、
端
末：学研「HUAWEI MediaPad T1 8.0【教育モデル】」 ３６,０００円（税込３８,８８０円）
※２４回支払の場合は月額１,５００円（税込１,６２０円）
通信サービス：
「IIJmio ウェルカムパック for イオン」
SMS 対応ミニマムスタートプラン（高速通信容量 4GB/月）
月額１,０４０円（税込１,１２３円）
コンテンツ：①小学１年～２年/月額９００円（税込９７２円）
②小学３年～６年/１,５００円（税込１,６２０円）
③中学１年～３年/２,０００円（税込２,１６０円）

お客さまの「ほしい！」こだわりをイオンモバイルはカタチにします！
おトクに子どもが楽しく勉強できる教材がほしい
インターネットは使わせたいけど、トラブルに巻き込まれないか不安…
デジタルならではの直感的な操作で楽しく学習できるコンテンツを豊富に揃え、お子さまの知
的好奇心を育てるとともに、
「インターネットを通じた事件・事故に巻き込まれないか不安」とい
う保護者の方の声を反映し、インターネット使用制限ができるペアレンタルコントロール機能が
付いているので、より安全にお子さまがインターネットを楽しむことができます。
【学研がんばるタブレットの通信料金プラン】
◆通信サービス：「IIJmio ウェルカムパック for イオン」
高速通信容量 4GB/月（SMS 付きミニマムスタートプラン）※注 2
●通信サービス料：1,040 円（税込 1,132 円）
注 1 専用パッケージご購入後、通信サービスはお客さまご自身でインターネットでのお申込みとなります。
SIM カードは通信サービス提供元の IIJ から配送されます。タブレットは、学研より別配送でのお届けになります。
注 2 「IIJmio ウェルカムパック for イオン」SMS 付きミニマムスタートプランは、2015 年 4 月 1 日（水）より、高速通信
量用月額 2GB から 3GB に増量になります。増量後は、「イオンモバイル学研がんばるタブレット」ご契約特典により、
ご利用開始月を含め 24 ヶ月間は、4GB でご利用頂けます。25 ヵ月目からは、3GB となります。2015 年 3 月中にご契約
された場合、3 月分の通信料は 3GB の日割り分でのご利用にとなります。（3 月中にご契約されても、4 月 1 日からの
増量は自動的に適用されます）。
注 3 高速通信容量を使い切った場合は、通信速度が上り下りともに最大 200Kbps に制限されます。最大 200kbps の状態直近
3 日あたりの通信量が 366MB を超えた場合は通信速度を制限する場合がございます。
注 4 別途 SIM カード代金 3,000 円（税込 3,240 円）が必要となります。

【コンテンツについて】
タブレットだからこそできる、見て、聞いて、触って、直感的に五感全てで学べるコンテンツは、
学研のノウハウが詰まった充実の内容です。小学校から中学校まで学年に応じて月額９００円
(税込９７２円）～２,０００円（税込２,１６０円）にてご利用いただけます。
■学研ビクトリー
特長①毎月の学習項目と学習の進捗がひとめでわかる学習メニュー！
お子さまの学年に応じて、毎月学習するコンテンツを学校の授業にあわせて配信します。
特長②説明＋まとめ＋ドリル＋プリント、スモールステップで力がつく！
アニメーションとナレーションで学習項目をやさしく解説します。お子さまが興味を引く
楽しい要素を随所に織り込みつつ、問いかけながら理解を深めていきます。自動採点の
ドリルでは理解度をチェックし、さらに自分専用のプリント問題で弱点補強します。
＜画面イメージ＞

※下記の学年教科を揃えています。
小学１年～２年：算数・国語
小学３年～６年：算数・国語・理科・社会・英語
中学１年～３年：英語・数学・理科・地理・歴史・公民・国語

■ニューワイド学習百科事典
小中の教科学習に必要な２８,０００項目を収載。調べ学習に最適です。
■学研電子図書館
大人気「まんがひみつ文庫」など読み放題。
■「ぐるみ」
「キッズネット」「学びゲット！」など学研のＷｅｂコンテンツ
「ぐるみ」は家族で楽しむ≪学びのソーシャルサイト≫。日記や投稿コーナなど参加型コンテン
ツでお子さまのデジタルリテラシーを育てます。
「キッズネット」は自由研究の宝庫です。
【学研がんばるタブレット学年別月額ご利用料金】
学研がんばるタブレット月額ご利用金額
①タブレット

小学校

②コンテンツ

③(①＋②)

1 年生

月額 900 円

月額 2,400 円

月額 3,440 円

2 年生

（税込 972 円）

（税込 2,592 円）

（税込 3,715 円）

合計（③+④）

月額 1,500 円

月額 3,000 円

3 年生
4 年生
5 年生
6 年生

月額 1,500 円

（税込 1,620 円） （税込 3,240 円）

（税込 1,620 円）

1 年生
中学校

④通信費

月額 4,040 円
（税込 4,363 円）

（税込 1,123 円）

月額 2,000 円

2 年生

月額 1,040 円

月額 3,500 円

（税込 2,160 円） （税込 3,780 円）

月額 4,540 円
（税込 4,903 円）

3 年生

【
「学研がんばるタブレット」の主な仕様】
◆端末：HUAWEI MediaPad T1 8.0【教育モデル】
サイズ
重さ
ＯＳ
画面
ＣＰＵ
メモリ
カメラ
通信
その他

２１０.６×１２７.７×７.９（mm）
３５９g
Android 4.3
８インチ（1280×800) IPS 液晶
Qualcomm snapdragon 200 / Quad Core A7 1.2GHz
RAM１GB / ROM１６GB
正面３０万画素 / 背面５００万画素
Wi-Fi / WCDMA / Bluetooth
電話機能、SMS 機能 ※IP 通信、または通話対応 SIM で通話も可能
MicroSD（３２GB まで）

◆通信サービス：
規格
最大通信速度

WCDMA 2100MHz/800MHz
下り最大１４.４bps ※上記端末使用の場合

プラン名

「IIJmio ウェルカムパック for イオン」

通信費

月額 1,040 円（税込 1,123 円）～

高速通信容量

４GB/月
※高速通信容量を使い切った場合は、上り下りともに通信速度が最大２００kbps に制限されます。

※別途 SIM カード代金 3,000 円（税込 3,240 円）が必要となります。
※上記は「ミニマムスタートプラン」を選択した場合の月額料金・高速通信容量です。

