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ドコモゼミ「
ドコモゼミ「大学受験倶楽部」
大学受験倶楽部」コースの
コースの提供開始について
提供開始について
エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古賀 哲夫）、株式会社
日教販（本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：河野 隆史）及び株式会社 ブックモールジャパン（本社：東京
都文京区、代表取締役：山田 俊明）は、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、ＮＴＴドコモ、本社：東京都港区、
代表取締役社長：加藤 薫）が運営する『ドコモゼミ』にて、大学受験倶楽部の『ザ・ドリル』が利用できる『ドコモ
ゼミ「大学受験倶楽部」コース』の提供を開始します。

『ドコモゼミ』とは
ＮＴＴドコモが提供する、大人から子どもまで、スキマ時間に楽しく学習できるスマートフォン・タブ
レット向けの学習サービスです。
ＵＲＬ：http://docomo-zemi.com/
※『ドコモゼミ』はＮＴＴドコモの商標です。

１．ドコモゼミ「
ドコモゼミ「大学受験倶楽部」
大学受験倶楽部」コースの
コースの概要
『ドコモゼミ「大学受験倶楽部」コース』は、人気の問題集・参考書をスマートフォンなどで学習することのでき
る大学受験倶楽部の『ザ・ドリル』から、ＮＴＴドコモのスマートフォンを利用する高校生・大学受験生向けに厳選
した教材を月額定額の手頃な価格で使い放題できるサービスです。

２．提供教材
『ドコモゼミ「大学受験倶楽部」コース』は、
・Ｚ会 『速読英単語（1） 必修編』 『速読英単語（2） 上級編』 『速読英単語 入門編』 『速読英熟語』等
・駿台文庫 『システム英単語』
・河合出版 『マーク式基礎問題集』シリーズ
・文英堂 『試験に強い！要点ハンドブック』シリーズ
他、語学春秋社、清水書院、実教出版、中経出版、三省堂が出版する人気教材を利用することができます。
（サービス開始時は３２教材を提供。順次教材を拡充する予定です。）

教材ラインナップは別紙をご確認ください。

３．提供価格
全教材すべてが使い放題のプランを月額５２５円（税込）で提供します。

４．対応機種
スマートフォン ： Android（OS 2.2/2.3/4.0）
タブレット ： Android（OS 2.2/2.3/3.2/4.0）
※本サービスはWebブラウザーで動作するサービスのため、アプリケーションのインストールは不要です。

５．サービス開始時期
サービス開始時期
サービス開始時期： 平成２４年１２月３日（月）

６．購入方法
ドコモゼミのポータルサイト（http://docomo-zemi.com/）から『ドコモゼミ「大学受験倶楽部」コース』ページにア
クセスし、申込み手続きを行ってください。
「ドコモ ケータイ払い」決済により購入することができ、月々のＮＴＴドコモからの請求と一緒に料金の支払いが
できるので手軽に利用することができます。

７．お問い合わせ先
わせ先
会社名：エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社
本社所在地：〒106-8566 東京都港区南麻布1-6-15 アーバンネット麻布ビル
【一般問い合わせ】
メールアドレス：info@jukenclub.manavino.jp

【プレス問い合わせ】
ネットスクール推進部門 山本、石川
メールアドレス：ns-op@azb.nttls.co.jp
電話番号

：03-5419-7309

会社名：株式会社 日教販
本社所在地：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4-2-33
【一般問い合わせ】
メールアドレス：info@nikkyohan.co.jp

【プレス問い合わせ】
デジタル事業部 東
メールアドレス
電話番号

：info@nikkyohan.co.jp
：048-441-9339

報道発表資料に掲載された情報は、発表日現在のものです。サービス内容、価格、仕様、お問い合わせ先など
の内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【別紙-1】ドコモゼミ「大学受験倶楽部」コースの教材ラインナップ（12/3現在）
速読英単語(1)必修編
速読英単語(1)必修編 ［改訂第5版］[Z]
［改訂第5版］[Z]

速読英単語(2)上級編
速読英単語(2)上級編 ［改訂第3版］[Z]
［改訂第3版］[Z]

速読英単語
速読英単語 ⼊門編
⼊門編 ［改訂第2版］[Z]
［改訂第2版］[Z]

解体英熟語
解体英熟語 改訂第2版[Z]
改訂第2版[Z]

解体英語構⽂
解体英語構⽂ 改訂版[Z]
改訂版[Z]

マーク式基礎問題集2
マーク式基礎問題集2 英語［⽂法・語法－基礎］
英語［⽂法・語法－基礎］
五訂版[河]
五訂版[河]

英語
英語 整序問題
整序問題 精選
精選 600
600 改訂版[河]
改訂版[河]

英作⽂
英作⽂ やっていいことわるいこと[河]
やっていいことわるいこと[河]

センター試験英語
センター試験英語 出題形式別問題集1
出題形式別問題集1 英語
英語 第1問
第1問
[発⾳・アクセント・発話強調の意図][河]
[発⾳・アクセント・発話強調の意図][河]

センター試験英語
センター試験英語 出題形式別問題集2
出題形式別問題集2 英語
英語 第2問
第2問
[⽂法・語法、対話⽂完成、語句整序][河]
[⽂法・語法、対話⽂完成、語句整序][河]

システム英単語
システム英単語 ［改訂新版］[駿]
［改訂新版］[駿]

速読英熟語[Z]
速読英熟語[Z]

英語

おまかせ！英⽂法・語法演習888[語]
おまかせ！英⽂法・語法演習888[語]

数学

マーク式
マーク式 基礎問題集12
基礎問題集12 数学I・A
数学I・A 四訂版[河]
四訂版[河]

大学⼊試によく出る！
大学⼊試によく出る！
数学の公式が⾯⽩いほど使える本[中]
数学の公式が⾯⽩いほど使える本[中]

国語

⼊試
⼊試 漢字マスター
漢字マスター 1800+
1800+ 三訂版[河]
三訂版[河]

速読古⽂単語
速読古⽂単語 ［改訂版］[Z]
［改訂版］[Z]

理科

社会

物理

試験に強い！
試験に強い！ 物理Ⅰ
物理Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]
要点ハンドブック[⽂]

化学

試験に強い！
試験に強い！ 化学Ⅰ
化学Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]
要点ハンドブック[⽂]

⽣物

試験に強い！
試験に強い！ ⽣物Ⅰ
⽣物Ⅰ 要点ハンドブック[⽂]
要点ハンドブック[⽂]

地学

センター地学Ⅰ
センター地学Ⅰ 9割GETの攻略法[語]
9割GETの攻略法[語]

⽇本史

⼊試に出る
⼊試に出る ⽇本史B
⽇本史B 用語&問題2100
用語&問題2100 改訂第2版[Z]
改訂第2版[Z]

⽇本史
⽇本史 まるごと年代暗記
まるごと年代暗記 180[中]
180[中]

⽇本史のそのまま出るパターン
⽇本史のそのまま出るパターン ⼀問⼀答
⼀問⼀答 三訂版[三]
三訂版[三]

世界史

⼊試に出る
⼊試に出る 世界史B
世界史B 用語&問題2000
用語&問題2000 改訂第2版[Z]
改訂第2版[Z]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
世界史Ｂ重要問題集[実]
世界史Ｂ重要問題集[実]

世界史のそのまま出るパターン
世界史のそのまま出るパターン ⼀問⼀答
⼀問⼀答 三訂版[三]
三訂版[三]

地理

⼊試に出る
⼊試に出る 地理B
地理B 用語&問題2000
用語&問題2000 改訂版[Z]
改訂版[Z]

現代社会

メモリーバンク
メモリーバンク 現代社会
現代社会 問題集
問題集 最新第3版[清]
最新第3版[清]

倫理・政経

凡例

コゴタロウのセンター古語・用法・⽂法200[河]
コゴタロウのセンター古語・用法・⽂法200[河]

問題タイプ別
問題タイプ別
大学⼊試センター試験対策問題集
大学⼊試センター試験対策問題集 ⽣物Ⅰ[実]
⽣物Ⅰ[実]

ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
ベストセレクション2013年⼊試！センター試験
政治・経済重要問題集[実]
政治・経済重要問題集[実]

[Z]･･･

Ｚ会（10）
Ｚ会（10）

[河]･･･

河合出版（8）
河合出版（8）

[駿]･･･

駿台⽂庫（1）
駿台⽂庫（1）

[⽂]･･･

⽂英堂（3）
⽂英堂（3）

[清]･･･

清⽔書院（1）
清⽔書院（1）

[実]･･･

実教出版（3）
実教出版（3）

[中]･･･

中経出版（2）
中経出版（2）

[三]･･･

三省堂（2）
三省堂（2）

[語]･･･
（

語学春秋社（2）
語学春秋社（2）

）内の数値は教材数

【別紙-２】ドコモゼミ「大学受験倶楽部」コースの教材のベースとなる問題集⼀覧

速読英単語(1)必修編
［改訂第5版］
（Z会）

英作⽂ やっていいこと
わるいこと
（河合出版）

速読英単語(2)上級編
［改訂第3版］
（Z会）

速読英単語 ⼊門編
［改訂第2版］
（Z会）

センター試験英語 出題形式別
問題集1 英語 第1問 [発⾳・
アクセント・発話強調の意図]
（河合出版）

⼊試 漢字マスター
1800+ 三訂版
（河合出版）

速読古⽂単語
［改訂版］
（Z会）

⼊試に出る ⽇本史B
用語&問題2100 改訂第2版
（Z会）

⽇本史 まるごと年代暗記 180
（中経出版）

センター試験英語 出題形式別
問題集2 英語 第2問 [⽂法・
語法、対話⽂完成、語句整序]
（河合出版）

コゴタロウの
センター古語・用法・⽂法200
（河合出版）

⽇本史のそのまま出るパ
ターン ⼀問⼀答 三訂版
（三省堂）

解体英熟語 改訂第2版
（Z会）

速読英熟語
（Z会）

システム英単語
［改訂新版］
（駿台⽂庫）

試験に強い！ 物理Ⅰ
要点ハンドブック
（⽂英堂）

⼊試に出る 世界史B
用語&問題2000 改訂第2版
（Z会）

世界史のそのまま出るパ
ターン ⼀問⼀答 三訂版
（三省堂）

解体英語構⽂ 改訂版
（Z会）

マーク式 基礎問題集12
数学I・A 四訂版
（河合出版）

おまかせ！英⽂法・
語法演習888
（語学春秋社）

試験に強い！ 化学Ⅰ
要点ハンドブック
（⽂英堂）

ベストセレクション2013年
⼊試！センター試験 世界史
Ｂ重要問題集
（実教出版）

マーク式基礎問題集2 英語
［⽂法・語法－基礎］ 五訂版
（河合出版）

試験に強い！ ⽣物Ⅰ
要点ハンドブック
（⽂英堂）

⼊試に出る 地理B
用語&問題2000 改訂版
（Z会）

問題タイプ別 大学⼊試セン
ター試験対策問題集⽣物I
（実教出版）

メモリーバンク 現代社
会 問題集 最新第3版
（清⽔書院）

英語 整序問題 精選
600 改訂版
（河合出版）

大学⼊試によく出る！
数学の公式が⾯⽩いほど使える本
（中経出版）

センター地学Ⅰ
9割GETの攻略法
（語学春秋社）

ベストセレクション2013年
⼊試！センター試験 政治・
経済重要問題集
（実教出版）

