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児童・生徒一人ひとりに合った学びの実現

学習履歴管理によるきめ細かな指導の実現

anki pocketは，一人一台のタブレット環境や自宅

学習などでご利用いただける，個別学習向けの学習

支援サービスです。anki pocketを使えば，児童・

生徒は自分に合った方法と進度で学ぶことができ，

先生は一人ひとりの学習状況をいつでも把握できる

ようになります。

個に応じた学びを実現し，確かな学力の定着を支援

する，ICT時代の新しい教育サービスです。
学習ソフト
個に応じた

学び

授業支援サービス
学習状況の

把握

クラウド管理
いつでもどこでも

同じ学習環境

商品構成

価格表

学習塾様向け

2018.12

 対象 内容 価格 動作環境 提供方法

anki pocket

anki pocket manager

学習機能が入った
anki pocketの本体

児童
・
生徒

基本ソフト 無料

価格表参照

価格表参照

教材コンテンツ

Webサービス先生

Windows7/8.1/10
iOS9.3以降
Android4.4以降

Internet Exploer
10以降/Firefox/
Google Chrome/
Safari(Mac)
各ブラウザはリリースさ
れている最新版でご覧く
ださい。

anki pocket manager用IDの送付

英単語や漢字，用語集
などanki pocketで学習
できる教材コンテンツ

学習履歴管理と教材配
信が1つになった授業
支援サービス
※anki pocket managerの
ご利用には，anki pocketが
必要です。  

【Windows】
基本ソフト，教材コンテンツ
DVDメディア
anki pocket ID：ご利用人数分を送付
※基本ソフト，教材コンテンツはローカル端末へのイン
ストールが必要です。

【iOS/Android】
基本ソフト：AppStore/GooglePlayストア
よりダウンロード
教材コンテンツ：AppStore/GooglePlay
ストアよりダウンロード
anki pocket ID：ご利用人数分を送付

anki pocket manager

・anki pocket managerはanki pocketユーザーの学習状況をまとめて管理するサー
ビスです。そのため，ご利用にあたっては，児童・生徒数分のanki pocket IDが必要です。
・複数年での導入については，別途お問い合わせください。1 ID 児童・生徒1人 年間 3,600円

運用管理費 年間 60,000円

（税別）

anki pocket 教材コンテンツ

（税込） 教科 タイトル 価格

 社会 世界史B 基本用語の確認1 ［古代編］ 200円
  世界史B 基本用語の確認2 ［中世～近代編］ 200円
  世界史B 基本用語の確認3 ［現代編］ 200円
  新選日本史B 基本用語の確認1 ［古代～近世編］ 200円
  新選日本史B 基本用語の確認2 ［近代～現代編］ 200円
  現代社会 重要用語の確認  300円
  倫理 重要用語の確認  300円
  政治・経済 重要用語の確認  300円
 理科 生物基礎 まとめと基礎チェック 300円
  化学基礎 まとめと基礎チェック 300円
  物理基礎 まとめと基礎チェック 300円
  地学基礎 まとめと基礎チェック 300円
 国語 高校古文 重要知識の確認 300円
  高校漢文 重要句法・用字法 300円
  常用漢字の基礎  [漢検8級まで] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検7級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検6級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検5級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検4級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検3級] 100円
  常用漢字の基礎  [難しい読みの漢字（漢検準2・2級）] 100円
※上記ラインナップは平成30年12月現在のものであり、
　タイトル・価格は予告なく変更する場合がございます。
※為替の変動により、価格は予告なく変更する場合がございます。

高等学校向け
（税込） 教科 タイトル 価格

 英語 コーパス 英単語1 [重要基本語句編] 100円
   1800 英単語2 [中学標準編] 100円
   英単語3 [高校基礎編] 100円
   英単語4 [高校標準編] 100円
   英単語5 [熟語表現編] 100円
   チャンク1 [中学標準編] 100円
   チャンク2 [高校基礎編] 100円
   チャンク3 [高校標準編] 100円
   コーパス道場 100円
  コーパス 英単語1 [重要基本語句編] 100円
   3000 英単語2 [高校基礎編] 100円
   英単語3 [高校標準編] 100円
   英単語4 [高校発展編] 100円
   英単語5 [大学入試編] 100円
   英単語6 [身近な英単語編] 100円
   チャンク1 [高校基礎編] 100円
   チャンク2 [高校標準・発展編] 100円
   チャンク3 [大学入試編] 100円
  コーパス 英単語1 [高校標準編] 100円
   4500 英単語2 [高校発展編] 100円
   英単語3 [センター試験編] 100円
   英単語4 [難関大学編1] 100円
   英単語5 [難関大学編2] 100円
   チャンク1 [高校標準・発展編] 100円
   チャンク2 [センター試験編] 100円
   チャンク3 [難関大学編] 100円
   コーパス道場 100円

中学校向け
（税込） 教科 タイトル 価格

 国語 常用漢字の基礎  [漢検8級まで] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検7級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検6級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検5級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検4級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検3級] 100円
  常用漢字の基礎  [難しい読みの漢字（漢検準2・2級）] 100円
  中学国語  文法事項まとめ 300円
 数学 中学数学 1年  用語・公式チェック 300円
  中学数学 2年  用語・公式チェック 300円
  中学数学 3年  用語・公式チェック 300円
  中学数学 1年  練習問題 300円
  中学数学 2年  練習問題 300円
  中学数学 3年  練習問題 300円
 英語 NEW HORIZON 1  単語パック 300円
  NEW HORIZON 2  単語パック 300円
  NEW HORIZON 3  単語パック 300円
  NEW HORIZON 1  基本文パック 300円
  NEW HORIZON 2  基本文パック 300円
  NEW HORIZON 3  基本文パック 300円
  NEW HORIZON  不規則変化攻略パック 100円
 社会 中学社会 地理 重要用語 300円
  中学社会 歴史 重要用語 300円
  中学社会 公民 重要用語 300円
 理科 中学理科 １年 重要用語 300円
  中学理科 2年 重要用語 300円
  中学理科 3年 重要用語 300円



学習ソフトのおもな特徴 学習履歴管理

児童・生徒向け 先生向け

家庭塾

児童・生徒一人ひとりに合った学びの実現
anki pocketは，従来の紙の単語帳（単語カード）にさまざまな機能を付加した「デジタル単語帳」です。学習活動の収集

や記録，分析といった，ICTならではの特長を生かして，児童・生徒一人ひとりに合った学びを実現し，基礎的・基本的な

知識の習得をサポートします。

これまでの個別学習用教材では，いつ，どこで，何を学習し，どこまで理解が進んでいるかといった，児童・生徒一人ひとり

の学習状況を把握することが困難でした。anki pocket managerでは，一人ひとりの学習状況をインターネットを通して

いつでも把握できるので，児童・生徒に合わせたきめ細かな指導や授業を行うことができます。

いつでもどこでも同じ学習環境

anki pocketは，学習履歴やコンテンツなど，一人ひとりの学習データをすべてクラウドで管理しています。だから，利用

する端末や時間，場所に左右されずに，いつでもどこでも同じ環境で学習できます。塾の授業での利用だけでなく，家庭で

の予習復習や移動中でもご利用いただけます。

オリジナルコンテンツの配信

anki pocket managerを使えば，オリジナルのコンテンツを簡単に児童・生徒に配信できます。先生が作ったコンテンツ

を配信して日々の学習用や確認テストとして利用したり，児童・生徒が作成したコンテンツを配信して生徒同士で利用した

り，様々な利用方法でご活用いただけます。

anki pocketでは，理解度や進捗状況，日々の学習時間や学習回数などの自身の学習状況が

いつでも確認できるので，学習意欲の向上につながります。

結果を見える化。やる気が続く！

anki pocketに児童・生徒自身で作成したオリジナルのコンテンツを作成して登録できます。

オリジナルコンテンツも登録できる！ 

自身の学習状況に合わせて学習方法を細かく設定できるのは，anki pocketの特徴です。

□出題順の設定（ランダム/学習回数順），表示順の設定

□出題方式の設定（マニュアル/オート）

□ニガテ抽出設定，カテゴリ抽出設定

学習方法も自由自在！

使い方はとてもシンプル。覚えたカード，覚えていないカードを左右（上下）に仕分けるだけ。

学習結果は全て自動で記録してくれるから，スピーディーに何度でも繰り返して学習できます。

シンプル操作でどんどん学習！

クラウドサーバー

学習データ

PC教室で… 教室で… 移動中に…

Excelなどを使えば，

オリジナルコンテンツを簡単に作成できます。

anki pocket managerでは，児童・生徒一人ひとりの

学習状況を把握できます。

学習時間や回数などの学習への取り組みや，学習内容

とその理解度，進捗状況をクラス単位，個人単位で把

握できます。

自宅で…

学習活動の記録・管理

オリジナルコンテンツの配信

クラスページ

学習ソフト 授業支援Webサービス

動作環境　anki pocket manager（授業支援サービス）

□対応ブラウザ：Internet Exploler10以降（Windows） / Firefox / Google Chrome / Safari（Mac）　※各ブラウザはリリースされている最新版でご覧ください。
□その他：anki pocket managerのご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です。

SSL暗号化通信

※Microsoft Azureによりセキュアな管理を実現

グループに配信

個人に配信

学習履歴管理によるきめ細かな指導の実現

個人ページ

動作環境　anki pocket（学習ソフト）

□対応OS：Windows 7/8.1/10，iOS9.3以降，Android4.4以降
□対応言語：日本語
□端末制限：上記OSが快適に動作していること
□その他： anki pocketのご利用はローカル端末へのインストールが必要です。
 iOS/Android版のご利用にはインターネットに接続できる環境が必要です。
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児童・生徒一人ひとりに合った学びの実現

学習履歴管理によるきめ細かな指導の実現

anki pocketは，一人一台のタブレット環境や自宅

学習などでご利用いただける，個別学習向けの学習

支援サービスです。anki pocketを使えば，児童・

生徒は自分に合った方法と進度で学ぶことができ，

先生は一人ひとりの学習状況をいつでも把握できる

ようになります。

個に応じた学びを実現し，確かな学力の定着を支援

する，ICT時代の新しい教育サービスです。
学習ソフト
個に応じた

学び

授業支援サービス
学習状況の

把握

クラウド管理
いつでもどこでも

同じ学習環境

商品構成

価格表

学習塾様向け

2018.12

 対象 内容 価格 動作環境 提供方法

anki pocket

anki pocket manager

学習機能が入った
anki pocketの本体

児童
・
生徒

基本ソフト 無料

価格表参照

価格表参照

教材コンテンツ

Webサービス先生

Windows7/8.1/10
iOS9.3以降
Android4.4以降

Internet Exploer
10以降/Firefox/
Google Chrome/
Safari(Mac)
各ブラウザはリリースさ
れている最新版でご覧く
ださい。

anki pocket manager用IDの送付

英単語や漢字，用語集
などanki pocketで学習
できる教材コンテンツ

学習履歴管理と教材配
信が1つになった授業
支援サービス
※anki pocket managerの
ご利用には，anki pocketが
必要です。  

【Windows】
基本ソフト，教材コンテンツ
DVDメディア
anki pocket ID：ご利用人数分を送付
※基本ソフト，教材コンテンツはローカル端末へのイン
ストールが必要です。

【iOS/Android】
基本ソフト：AppStore/GooglePlayストア
よりダウンロード
教材コンテンツ：AppStore/GooglePlay
ストアよりダウンロード
anki pocket ID：ご利用人数分を送付

anki pocket manager

・anki pocket managerはanki pocketユーザーの学習状況をまとめて管理するサー
ビスです。そのため，ご利用にあたっては，児童・生徒数分のanki pocket IDが必要です。
・複数年での導入については，別途お問い合わせください。1 ID 児童・生徒1人 年間 3,600円

運用管理費 年間 60,000円

（税別）

anki pocket 教材コンテンツ

（税込） 教科 タイトル 価格

 社会 世界史B 基本用語の確認1 ［古代編］ 200円
  世界史B 基本用語の確認2 ［中世～近代編］ 200円
  世界史B 基本用語の確認3 ［現代編］ 200円
  新選日本史B 基本用語の確認1 ［古代～近世編］ 200円
  新選日本史B 基本用語の確認2 ［近代～現代編］ 200円
  現代社会 重要用語の確認  300円
  倫理 重要用語の確認  300円
  政治・経済 重要用語の確認  300円
 理科 生物基礎 まとめと基礎チェック 300円
  化学基礎 まとめと基礎チェック 300円
  物理基礎 まとめと基礎チェック 300円
  地学基礎 まとめと基礎チェック 300円
 国語 高校古文 重要知識の確認 300円
  高校漢文 重要句法・用字法 300円
  常用漢字の基礎  [漢検8級まで] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検7級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検6級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検5級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検4級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検3級] 100円
  常用漢字の基礎  [難しい読みの漢字（漢検準2・2級）] 100円
※上記ラインナップは平成30年12月現在のものであり、
　タイトル・価格は予告なく変更する場合がございます。
※為替の変動により、価格は予告なく変更する場合がございます。

高等学校向け
（税込） 教科 タイトル 価格

 英語 コーパス 英単語1 [重要基本語句編] 100円
   1800 英単語2 [中学標準編] 100円
   英単語3 [高校基礎編] 100円
   英単語4 [高校標準編] 100円
   英単語5 [熟語表現編] 100円
   チャンク1 [中学標準編] 100円
   チャンク2 [高校基礎編] 100円
   チャンク3 [高校標準編] 100円
   コーパス道場 100円
  コーパス 英単語1 [重要基本語句編] 100円
   3000 英単語2 [高校基礎編] 100円
   英単語3 [高校標準編] 100円
   英単語4 [高校発展編] 100円
   英単語5 [大学入試編] 100円
   英単語6 [身近な英単語編] 100円
   チャンク1 [高校基礎編] 100円
   チャンク2 [高校標準・発展編] 100円
   チャンク3 [大学入試編] 100円
  コーパス 英単語1 [高校標準編] 100円
   4500 英単語2 [高校発展編] 100円
   英単語3 [センター試験編] 100円
   英単語4 [難関大学編1] 100円
   英単語5 [難関大学編2] 100円
   チャンク1 [高校標準・発展編] 100円
   チャンク2 [センター試験編] 100円
   チャンク3 [難関大学編] 100円
   コーパス道場 100円

中学校向け
（税込） 教科 タイトル 価格

 国語 常用漢字の基礎  [漢検8級まで] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検7級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検6級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検5級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検4級] 100円
  常用漢字の基礎  [漢検3級] 100円
  常用漢字の基礎  [難しい読みの漢字（漢検準2・2級）] 100円
  中学国語  文法事項まとめ 300円
 数学 中学数学 1年  用語・公式チェック 300円
  中学数学 2年  用語・公式チェック 300円
  中学数学 3年  用語・公式チェック 300円
  中学数学 1年  練習問題 300円
  中学数学 2年  練習問題 300円
  中学数学 3年  練習問題 300円
 英語 NEW HORIZON 1  単語パック 300円
  NEW HORIZON 2  単語パック 300円
  NEW HORIZON 3  単語パック 300円
  NEW HORIZON 1  基本文パック 300円
  NEW HORIZON 2  基本文パック 300円
  NEW HORIZON 3  基本文パック 300円
  NEW HORIZON  不規則変化攻略パック 100円
 社会 中学社会 地理 重要用語 300円
  中学社会 歴史 重要用語 300円
  中学社会 公民 重要用語 300円
 理科 中学理科 １年 重要用語 300円
  中学理科 2年 重要用語 300円
  中学理科 3年 重要用語 300円


