
 

デジタル版副教材（生徒用）申込書 

【ご案内】 

 お申し込み後に、導入手順書、アクセスキーなどを記載したメールをお届けいたします。納品まではお申し込

みから 5 営業日程度のお時間をいただいております。 

 お申し込みにあたり、ご利用方法を「インストール版」または「クラウド版」からお選びくださ

い。詳細については下記 URL または右記二次元コードよりご確認ください。 

https://www.daiichi-g.co.jp/pr/ddbook/ 

 販売価格については別紙をご参照ください。（上記 URL からもご確認いただけます。） 

 小社からの直接販売となります。 

太枠内をご記入ください。 学校コード         

貴校名 

フリガナ 

申込日 年    月    日 

 

ご担当 

先生名 

フリガナ 

ご希望納期 年    月    日 

2023 年度書籍については 2023 年 3 月以降の

納期をご指定ください。 
 

電話番号  

納品先 

(先生の Email) 
＠ 

個人情報の 

取り扱い 

☐ 下記内容に同意する。 

こちらで取得するすべての情報は、株式会社第一学習社が、御校における当該製品購入を円滑に行うために取得しています。 

※メールアドレスをご記入いただく際には、数字の 1 と英小文字 l、数字の 0 と英子文字 o 等がわかるように明記いただくようお願いいたします。 

  

コード 書籍名 使用学年 
ご利用人数 

紙の書籍 ご利用方法 
生徒用 教師用 

（記入例） 

360324 
カラー版新国語便覧 高校 1 年 350

 人 
8
 人 

☐書籍購入済 

書籍購入なし 

クラウド版 

☐インストール版 

   
人 人 

☐書籍購入済 

☐書籍購入なし 

☐クラウド版 

☐インストール版 

   
人 人 

☐書籍購入済 

☐書籍購入なし 

☐クラウド版 

☐インストール版 

   
人 人 

☐書籍購入済 

☐書籍購入なし 

☐クラウド版 

☐インストール版 

   
人 人 

☐書籍購入済 

☐書籍購入なし 

☐クラウド版 

☐インストール版 

※クラウド版の教師用（無料）は生徒用 30 人につき 1 人までとさせていただきます。 

第一学習社使用欄 

 

 

（20221111） 

学校用 

購入申込 
●本申込書で書籍のご注文はできません。 

●「ご利用方法」については、上記 URL または二次元コードよりご確認ください。 

送信先 

株式会社 第一学習社 

FAX：082（503）3084 

 



第⼀学習社 デジタル版書籍⼀覧

第⼀学習社 みらいスクール版 デジタル版書籍⼀覧

・ 注⽂書には、コード、製品名をご記⼊ください。
・ 製品名の「書籍あり」は、デジタル版ご注⽂時点で、該当数分の当該書籍をご購⼊済み、またはご注⽂済みの場合のみ選択していただけます。

後⽇書籍のご注⽂をいただいても「書籍なし」から「書籍あり」への変更はいたしかねますのでご了承ください。
・ 副教材デジタル版（学習者⽤）の教師⽤（無料）は、学習者⽤30⼈につき1⼈までとさせていただきます。
・ 副教材デジタル版（指導者⽤）は、クラウド版（10ライセンス）、インストール版（インストール数無制限）の両⽅がご利⽤いただけます。
・ 副教材デジタル版（指導者⽤）は、先⽣⽤の端末でのみご利⽤いただける、掲⽰を⽬的とした製品です。
・ 学習者⽤デジタル教科書、および学習者⽤デジタル教科書＋教材については先⽣⽤も有償となります。

副教材デジタル版（学習者⽤ 1/2）
教科 コード 製品名 価格（税別） 価格（税込）
国語 360321 カラー版新国語便覧 書籍あり クラウド版 \600 \660
国語 360322 カラー版新国語便覧 書籍あり インストール版 \500 \550
国語 360323 カラー版新国語便覧 書籍なし クラウド版 \900 \990
国語 360324 カラー版新国語便覧 書籍なし インストール版 \900 \990
国語 360401 新訂総合国語便覧 書籍あり クラウド版 \600 \660
国語 360402 新訂総合国語便覧 書籍あり インストール版 \500 \550
国語 360403 新訂総合国語便覧 書籍なし クラウド版 \880 \968
国語 360404 新訂総合国語便覧 書籍なし インストール版 \880 \968
理科 474331 新課程⼆訂版 スクエア最新図説化学 書籍あり クラウド版 \600 \660
理科 474332 新課程⼆訂版 スクエア最新図説化学 書籍あり インストール版 \500 \550
理科 474333 新課程⼆訂版 スクエア最新図説化学 書籍なし クラウド版 \880 \968
理科 474334 新課程⼆訂版 スクエア最新図説化学 書籍なし インストール版 \880 \968
理科 474411 新課程⼆訂版 スクエア最新図説⽣物 書籍あり クラウド版 \600 \660
理科 474412 新課程⼆訂版 スクエア最新図説⽣物 書籍あり インストール版 \500 \550
理科 474413 新課程⼆訂版 スクエア最新図説⽣物 書籍なし クラウド版 \900 \990
理科 474414 新課程⼆訂版 スクエア最新図説⽣物 書籍なし インストール版 \900 \990
理科 474501 新課程⼆訂版 スクエア最新図説地学 書籍あり クラウド版 \600 \660
理科 474502 新課程⼆訂版 スクエア最新図説地学 書籍あり インストール版 \500 \550
理科 474503 新課程⼆訂版 スクエア最新図説地学 書籍なし クラウド版 \860 \946
理科 474504 新課程⼆訂版 スクエア最新図説地学 書籍なし インストール版 \860 \946
地歴 542001 グローバルワイド最新世界史図表（新課程版） 書籍あり クラウド版 \600 \660
地歴 542002 グローバルワイド最新世界史図表（新課程版） 書籍あり インストール版 \500 \550
地歴 542003 グローバルワイド最新世界史図表（新課程版） 書籍なし クラウド版 \900 \990
地歴 542004 グローバルワイド最新世界史図表（新課程版） 書籍なし インストール版 \900 \990
地歴 541031 ダイアローグ歴史総合 書籍あり クラウド版 \600 \660
地歴 541032 ダイアローグ歴史総合 書籍あり インストール版 \500 \550
地歴 541033 ダイアローグ歴史総合 書籍なし クラウド版 \690 \759
地歴 541034 ダイアローグ歴史総合 書籍なし インストール版 \690 \759
地歴 542271 新課程版 最新⽇本史図表 書籍あり クラウド版 \600 \660
地歴 542272 新課程版 最新⽇本史図表 書籍あり インストール版 \500 \550
地歴 542273 新課程版 最新⽇本史図表 書籍なし クラウド版 \900 \990
地歴 542274 新課程版 最新⽇本史図表 書籍なし インストール版 \900 \990
地歴 542351 最新地理図表GEO（新課程版） 書籍あり クラウド版 \600 \660
地歴 542352 最新地理図表GEO（新課程版） 書籍あり インストール版 \500 \550
地歴 542353 最新地理図表GEO（新課程版） 書籍なし クラウド版 \910 \1,001
地歴 542354 最新地理図表GEO（新課程版） 書籍なし インストール版 \910 \1,001
地歴 541111 CONNECT地理総合 書籍あり クラウド版 \600 \660
地歴 541112 CONNECT地理総合 書籍あり インストール版 \500 \550
地歴 541113 CONNECT地理総合 書籍なし クラウド版 \660 \726
地歴 541114 CONNECT地理総合 書籍なし インストール版 \660 \726
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第⼀学習社 デジタル版書籍⼀覧

副教材デジタル版（学習者⽤ 2/2）
教科 コード 製品名 価格（税別） 価格（税込）
公⺠ 541201 最新公共資料集 書籍あり クラウド版 \600 \660
公⺠ 541202 最新公共資料集 書籍あり インストール版 \500 \550
公⺠ 541203 最新公共資料集 書籍なし クラウド版 \900 \990
公⺠ 541204 最新公共資料集 書籍なし インストール版 \900 \990
公⺠ 541381 クローズアップ公共 書籍あり クラウド版 \600 \660
公⺠ 541382 クローズアップ公共 書籍あり インストール版 \500 \550
公⺠ 541383 クローズアップ公共 書籍なし クラウド版 \840 \924
公⺠ 541384 クローズアップ公共 書籍なし インストール版 \840 \924
公⺠ 542511 新課程版 テオーリア 最新倫理資料集 書籍あり クラウド版 \600 \660
公⺠ 542512 新課程版 テオーリア 最新倫理資料集 書籍あり インストール版 \500 \550
公⺠ 542513 新課程版 テオーリア 最新倫理資料集 書籍なし クラウド版 \860 \946
公⺠ 542514 新課程版 テオーリア 最新倫理資料集 書籍なし インストール版 \860 \946
公⺠ 542781 新課程版 最新政治経済資料集 書籍あり クラウド版 \600 \660
公⺠ 542782 新課程版 最新政治経済資料集 書籍あり インストール版 \500 \550
公⺠ 542783 新課程版 最新政治経済資料集 書籍なし クラウド版 \910 \1,001
公⺠ 542784 新課程版 最新政治経済資料集 書籍なし インストール版 \910 \1,001
家庭 640601 2023 最新⽣活ハンドブック 書籍あり クラウド版 \600 \660
家庭 640602 2023 最新⽣活ハンドブック 書籍あり インストール版 \500 \550
家庭 640603 2023 最新⽣活ハンドブック 書籍なし クラウド版 \870 \957
家庭 640604 2023 最新⽣活ハンドブック 書籍なし インストール版 \870 \957

副教材デジタル版（指導者⽤）
教科 コード 製品名 価格（税別） 価格（税込）
国語 36040X 新訂総合国語便覧 指導者⽤ \10,000 \11,000
国語 36032X カラー版新国語便覧 指導者⽤ \10,000 \11,000
理科 47433X 新課程⼆訂版 スクエア最新図説化学 指導者⽤ \10,000 \11,000
理科 47441X 新課程⼆訂版 スクエア最新図説⽣物 指導者⽤ \10,000 \11,000
理科 47450X 新課程⼆訂版 スクエア最新図説地学 指導者⽤ \10,000 \11,000
地歴 54200X グローバルワイド最新世界史図表（新課程版） 指導者⽤ \10,000 \11,000
地歴 54103X ダイアローグ歴史総合 指導者⽤ \10,000 \11,000
地歴 54227X 新課程版 最新⽇本史図表 指導者⽤ \10,000 \11,000
地歴 54235X 最新地理図表GEO（新課程版） 指導者⽤ \10,000 \11,000
地歴 54111X CONNECT地理総合 指導者⽤ \10,000 \11,000
公⺠ 54120X 最新公共資料集 指導者⽤ \10,000 \11,000
公⺠ 54138X クローズアップ公共 指導者⽤ \10,000 \11,000
公⺠ 54251X 新課程版 テオーリア 最新倫理資料集 指導者⽤ \10,000 \11,000
公⺠ 54278X 新課程版 最新政治経済資料集 指導者⽤ \10,000 \11,000
家庭 64060X 2023 最新⽣活ハンドブック 指導者⽤ \10,000 \11,000
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