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新発売

NEW!

圧倒的な問題数でサポートする
プリント作成ソフトの決定版



プリント作成ソフトでおなじみの                    シリーズに、

新しく                                  が仲間入り。

いつでも、どこでも、どの端末でも、
クラウド上のデータベースから問題が検索できます。

従来の                  同様に豊富な機能を搭載した「デスクトップアプリ版」と

新たに「ブラウザ版」が、1ライセンスでお使いいただけます。

1ライセンスで
両方使えます

ブラウザ版
インストール不要で問題検索可能な簡
易版です。
電子黒板やタブレット端末での提示に
適した「1問ずつ」のレイアウトで表示。

デスクトップアプリ版
プリント作成に特化した機能が満載
のWindows® 専用ソフトです。
従来の　　　　　と同じように使用
できます。

ご利用までの流れ

で何が変わる？

教室でも

提示

配信

授業中にタブレット端末を使ってその場で問題
を検索し、授業の進度に合わせて問題を投影し
たり、生徒の端末に配信※したりといった活用も
できます。
※受信には、　　　　　ビューアアプリが必要です。

iPad

Mac

Android

Windows

Chromebook

商品ごとのインストール不要
パソコンが変わったとき、新しく商品を購入した
ときのインストール作業を大幅カット！

※はじめて「デスクトップアプリ版」をご利用されるパソコンの場
合、「デスクトップアプリ版」のシステムをインストールする必
要があります。「ブラウザ版」はインストール不要です。

Windows®以外でも
「ブラウザ版」はWindows®に限らず様々な端
末でご使用いただけます。

※「デスクトップアプリ版」はWindows®専用です。

弊社ホームページから商品を購入します。
※ご注文は弊社ホームページからのみ受け付けて
おります。コールセンターでは受け付けておりま
せんのでご注意ください。

シリアルナンバーがメールで納品されま
す。

シリアルナンバーを利用者のアカウン
トに登録します。
※1ライセンス版の場合、１つのアカウントにのみ登録が可能で
す。フリーライセンス版の場合は、同一構内にご勤務の方のアカ
ウントであれば、アカウント数に制限なくご登録いただけます。

アカウントのID、パスワードを入力しロ
グインします。
STEP4で登録した商品がご利用いただ
けます。

はじめてご利用になるパソコンの場合、
「デスクトップアプリ版」をインストール
します。
※すでに「デスクトップアプリ版」がインストールされているパソコ
ンの場合、インストールは不要です。

※「ブラウザ版」はインストールせずにご利用いただけます。

　　　　　　　  　アカウントを登録し
ます（登録は無料)。
商品のご購入・ご利用にはアカウントが
必要です。

アカウント登録

STEP1

インストール

STEP5

利用登録
STEP4

納品
STEP3

購入
STEP2

STEP6
利用開始

詳しくは弊社ホームページにてご案内しております。 https://www.chart.co.jp/stdb/online/2 3
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ラインアップ
中学数学 大学数学

高校数学

商　品　名 1ライセンス版 フリーライセンス版 収　録　内　容

中
学
数
学

No.99325
中学数学1996～2020データベース 本体 60,000円＋税※1 本体 90,000円＋税

● 1996 年度から 2020 年度までの国・公・私立高校入試 25 年分のデータ
●小学校の復習問題　●補充問題

（約 62,000 問）

No.99140
中学数学2020データベース 本体 14,500円＋税 本体 27,000円＋税

●全国の 2020 年度公立高校入試問題
●国立高校８校の 2020 年度入試問題　
●私立高校約 90 校の 2020 年度入試問題
●小学校の復習問題　●補充問題

（約 3,420 問）

No.99355
新課程版 中学数学 問題集データベース 
１・２・３年

（未定） （未定）

●「中学数学 スタンダード問題集」　●「スパイラルアップ 中学数学」 
●「STEP 演習 中学数学」
●「改訂版 中学数学 スタンダードプラス問題集」

●「小学校の復習」　　　　　　　　　　　　　　　　（約 5,700 問）

体
系
数
学

No.99795
新課程 体系数学1 データベース
～中学数学+α～

本体 14,500円＋税 本体 27,000円＋税

●テキスト「新課程 体系数学 1」の 2 冊
●参考書「新課程 チャート式体系数学 1」の 2 冊
●「新課程 体系問題集（標準）1」の 2 冊
●「新課程 体系問題集（発展）1」の 2 冊

（約 3,500 問）

No.99798
新課程 体系数学2データベース
～中学数学+α～

（未定） （未定）

●テキスト「新課程 体系数学 2」の 2 冊
●参考書「新課程 チャート式体系数学 2」の 2 冊
●「新課程 体系問題集（標準）2」の 2 冊
●「新課程 体系問題集（発展）2」の 2 冊

（約 2,800 問）

商　品　名 1ライセンス版 フリーライセンス版 収　録　内　容

大
学
数
学

No.99978
大学微分積分 本体 15,000円＋税

フリーライセンス版の
販売はございません。

●「数研講座シリーズ 大学教養 微分積分」
●「チャート式シリーズ 大学教養 微分積分」

（約 500 問）

No.99979
大学線形代数 本体 15,000円＋税

●「数研講座シリーズ 大学教養 線形代数」
●「チャート式シリーズ 大学教養 線形代数」

（約 450 問）

No.99980
大学微分積分+線形代数 本体 27,000円＋税

●「数研講座シリーズ 大学教養 微分積分」
●「数研講座シリーズ 大学教養 線形代数」
●「チャート式シリーズ 大学教養 微分積分」
●「チャート式シリーズ 大学教養 線形代数」

（約 950 問）

 はユーザーライセンスの商品です。
1 ライセンスにつき1 名がご利用いただけます。フリー
ライセンス版では、同一構内に勤務される方であれ
ば、人数に制限なくご利用いただけます。

OS Windows® 10
（32 ビット版および 64 ビット版）

メモリ 2GB 以上 

ハードディスク システムドライブに2GB以上の空き容量

その他 1024×768ピクセル以上のディスプレイ

OS Windows® 10（32 ビット版、 64 ビット版） / AndroidTM 5.0以降 / iOS 10.3以降 / 
iPadOS® 13.0以降 / macOS® 10.10以降 / Chrome OSTM 最新バージョン

ブラウザ
　　

（Windows®）Internet Explorer® 11、Microsoft Edge®、Google ChromeTM

（Android®）Google ChromeTM

（iOS、iPadOS®）Safari® 、Google ChromeTM

（macOS®）Safari® 、Google ChromeTM

（Chrome OSTM）Google ChromeTM

デスクトップアプリ版 ブラウザ版

※いずれも最新版

ブラウザ版、デスクトップアプリ版ともに、インターネット接続が必要となります。インターネット接続に際し発生する通信料はお客様のご負担となります。

※  には使用期限がございます。
ご購入済みのすべての商品が、最後のご購入

から4年間ご使用いただけます。

2020年11月発売予定

2020年11月発売予定

2021年3月発売予定

2021年3月発売予定

高校理科
商　品　名 1ライセンス版 フリーライセンス版 収　録　内　容

物
理

No.99638
物理入試2020データベース 本体 10,000円＋税 本体 23,000円＋税

● 1992 〜 2020 年版「物理入試問題集」 
● 1992 〜 2020 年センター試験問題
● 2005 〜 2020 年版「物理重要問題集」 
● 思考力・判断力・表現力を養う 物理考察問題集

（約 4,500 問予定）

No.55511
物理 統合版2021 本体 12,000円＋税 本体 25,000円＋税

●教科書「改訂版 物理基礎、改訂版 物理、
　改訂版 新編 物理基礎、改訂版 総合物理」
●リードα「物理基礎（四訂版）、物理（四訂版）、物理基礎・物理（四訂版）」
●リード Light 物理基礎（四訂版）、
　リード Light ノート「物理基礎（四訂版）、物理（四訂版）」
●物理基礎学習ノート
●改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート「まとめと問題、教科書の整理」
●「フォローアップドリル物理基礎シリーズ」
●「フォローアップドリル物理シリーズ」
●チェック＆演習「物理基礎、物理」
●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 物理
●チャート式シリーズ「新物理基礎、新物理」
●チャート式問題集 35 日完成！大学入学共通テスト対策 物理
旧課程：●教科書・問題集　他　　　　　　　　　  （約 9,000 問予定）

化
学

No.99668
化学入試2020データベース 本体 10,000円＋税 本体 23,000円＋税

● 1992 〜 2020 年版「化学入試問題集」
● 1992 〜 2020 年センター試験問題
● 2000 〜 2020 年版「化学重要問題集」
●思考力・判断力・表現力を養う 化学考察問題集　（約 8,000 問予定）

No.55561
化学 統合版2021 本体 12,000円＋税 本体 25,000円＋税

●教科書「改訂版 化学基礎、改訂版 化学、改訂版 新編 化学基礎、新編 化学」
●リードα「化学基礎（五訂版）、化学（四訂版）、化学基礎＋化学（六訂版）」
●リードLight化学基礎（四訂版）、リードLightノート「化学基礎（四訂版）、

化学（四訂版）」
●基本セレクト化学基礎
●改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート「まとめと問題、教科書の整理」
●新編 化学 準拠ノート 教科書の整理
●「フォローアップドリル化学基礎シリーズ」
●「フォローアップドリル化学シリーズ」
●チェック＆演習「化学基礎、化学」
●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 化学
●チャート式問題集 35 日完成！大学入学共通テスト対策 化学基礎
旧課程：●教科書・問題集　　　　　　　　　　　 （約 10,000 問予定）

生
物

No.55288
生物 統合版2021 本体 12,000円＋税 本体 25,000円＋税

●教科書「改訂版 生物基礎、改訂版 生物、改訂版 新編 生物基礎」
●リードα「生物基礎（五訂版）、生物（四訂版）、生物基礎＋生物（六訂版）」
●リード Light 生物基礎（四訂版）、
　リード Light ノート「生物基礎（四訂版）、生物（三訂版）」
●改訂版 スタディアップノート生物基礎
●学習ノート「生物基礎（改訂版）、生物（改訂版）」
●新編 生物基礎 準拠ノート
●改訂版 新編 生物基礎 準拠ノート「まとめと問題、教科書の整理」
●改訂版 生物 準拠ノート 教科書の整理「第 1 巻、第 2 巻」
●フォローアップシリーズ「生物基礎、生物」
●看護系受験問題集 生物基礎＋生物
● 2021 生物重要問題集
●思考力・判断力・表現力を養う 生物 実験・考察問題集
●チェック＆演習「生物基礎、生物」
●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 生物基礎
●チャート式問題集 35 日完成！大学入学共通テスト対策 生物基礎
旧課程：●教科書・問題集　　　　                        （約 7,000 問予定）

2020年11月発売予定

2020年11月発売予定

2021年3月発売予定

2021年3月発売予定

2021年3月発売予定

●価格の適用期間は2021年７月までです。

商　品　名 1ライセンス版 フリーライセンス版 収　録　内　容

受
験
用

No.99324
数学入試1996～2020データベース 本体 60,000円＋税※2 本体 90,000円＋税

●数学入試データベース (1996 〜 2020) 25 年分のデータ
（約 28,000 問予定）

No.99220
数学入試2020データベース 本体 10,000円＋税 本体 23,000円＋税

● 2020 数学入試問題集（ⅠⅡ AB 文理系、ⅠⅡ AB 理系、Ⅲ） 
●「入試問題集」に収録されていない基本〜標準レベルの入試問題 
●旧課程改訂版クイックノート（数学Ⅰ＋ A、数学Ⅰ・A・Ⅱ・B） 
● 大学入学共通テスト試行調査（第１回、第 2 回）

（約 1,500 問）

No.99517
数学受験編2021データベース 本体 10,000円＋税 本体 23,000円＋税

●「2021 スタンダードⅠⅡ AB」 ●「オリジナルスタンダードⅢ」
●「クリアーⅠⅡ AB」 ●「クリアーⅢ」
●「メジアンⅠⅡ AB」 ●「キートレーニングⅠⅡ AB」 ●「シニアⅠⅡ AB」
●「ベーシックスタイルⅠⅡ AB」 ●「ベーシックスタイルⅢ」
●「リンクⅠ A Ⅱ B」 ●「リンクⅠ A」 ●「リンクⅢ」
●「Set Up Ⅱ AB 基本編」 ●「Set Up ⅠⅡ AB 標準編」
●「ニュースタンダードⅠ A Ⅱ B」 ●「ニューステージⅠ A Ⅱ B」
●「上級演習 PLAN120」 ●「標準演習 PLAN100」
●「チャート式共通テストⅠ A Ⅱ B」
●「思考力Ⅰ A」 ●「思考力Ⅱ B」
●令和 3 年度大学入学共通テスト本試験
●センター試験過去問（25 年分）
●大学入学共通テスト試行調査（2 回分）　　　　　    （約 8,000 問予定）

参
考
書

No.99413
改訂版 チャート式データベース
数学ⅠA＋ⅡB+Ⅲ 統合版

本体 30,000円＋税 本体 30,000円＋税

●「改訂版 赤チャート」　●「改訂版 青チャート」
●「改訂版 黄チャート」　●「改訂版 白チャート」

　( 約 12,000 問予定）
【注】青、赤、白チャートの数学 I,A,II,B は増補改訂版です。

問
題
集

No.99414
改訂版 問題集データベース
数学ⅠA＋ⅡB+Ⅲ 統合版
～教科書 全5シリーズ 対応～

本体 30,000円＋税 本体 30,000円＋税

●「改訂版 4STEP 数学」●「改訂版 スタンダード数学」
●「改訂版 クリアー数学」●「改訂版 3TRIAL 数学」
●「改訂版 Study-Up ノート数学」●「改訂版 パラレルノート数学」
●「改訂版 ポイントノート数学」●「改訂版 サクシード数学」
●「改訂版 4 プロセス数学」●「REPEAT 数学」
●「改訂版 基本と演習テーマ数学」●「改訂版 3ROUND 数学」
●「プラクティスノート数学」●「新高数学習ノート数学」　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　( 約 27,200 問）
【注】「改訂版 スタンダード数学」の数学Ⅲは、「改訂版 スタンダ―ド・オリジナル数学Ⅲ」と

なります。また、「改訂版 パラレルノート数学」、「プラクティスノート数学」、「改訂版 
ポイントノート数学」の数学Ⅲ、「新高数学習ノート数学」の数学 B、Ⅲはありません。

No.99415
改訂版 問題集データベース
数学ⅠA＋ⅡB+Ⅲ 統合版
～教科書 数学・高等学校シリーズ 対応～

本体 20,000円＋税 本体 20,000円＋税

●「改訂版 4STEP 数学」●「改訂版 スタンダード数学」
●「改訂版 クリアー数学」●「改訂版 サクシード数学」
●「改訂版 4 プロセス数学」●「REPEAT 数学」 ( 約 14,600 問）
【注】「改訂版 スタンダード数学」の数学Ⅲは、「改訂版 スタンダ―ド・オリジナル数学Ⅲ」

となります。

No.99416
改訂版 問題集データベース
数学ⅠA＋ⅡB+Ⅲ 統合版
～教科書 新編・最新・新 高校の数学シリーズ 対応～

本体 20,000円＋税 本体 20,000円＋税

●「改訂版 クリアー数学」　●「改訂版 3TRIAL 数学」
●「改訂版 Study-Up ノート数学」　●「改訂版 パラレルノート数学」
●「改訂版 ポイントノート数学」●「REPEAT 数学」
●「改訂版 基本と演習テーマ数学」●「改訂版 3ROUND 数学」
●「プラクティスノート数学」●「新高数学習ノート数学」

( 約 17,400 問）
【注】「改訂版 パラレルノート数学」、「プラクティスノート数学」、「改訂版ポイントノー

ト数学」の数学Ⅲ、「新高数学習ノート数学」の数学 B、Ⅲはありません。

体系
数学

No.99787
新課程 体系数学3，4，5データベース （未定） （未定）

●テキスト「新課程 体系数学３、４、５」の４冊
●問題集「新課程 体系問題集３、４、５」の４冊
   （テキスト、問題集とも３巻は数式・関数編、論理・確率編の２分冊） 

（約4,770 問）

2021年3月発売予定

2021年4月発売予定

2020年10月発売予定

2020年9月発売予定

【注】「新課程 体系数学３論理・確率編」「新課程 体系数学４」「新課程 体系数学５」とその
準拠問題集のデータは、完成次第ご提供する予定です。

詳しくは弊社ホームページにてご案内しております。 https://www.chart.co.jp/stdb/online/

※1「中学数学20年（1996〜2015）データベース（99624）」をお持ちの方は、
　 「中学数学1996〜2020データベース（99325）」を１ライセンス：本体30,000円+税でご購入いただけます。

※2「数学入試20年（1996〜2015）データベース（99623）」をお持ちの方は、
　 「数学入試1996〜2020データベース（99324）」を１ライセンス：本体30,000円+税でご購入いただけます。
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プリント作成はすべて            に おまかせ！
には「プリントを作る」目的のために特化した機能が満載。多彩な 機能が、先生のプリント作りをサポートします。

そのほかの内容については、弊社ホームページにてご案内しています。  httpｓ://www.chart.co.jp/stdb/

 機能概要

でダイレクトに問題を選択!紙面から検索

統計グラフ・表

目次や構成要素、出題校などから問題を探すときは「詳細条件で検索」、
紙の書籍をめくりながら問題を探すのと同じ感覚でダイレクトに問題を探
すときは「紙面から検索」、書籍の問題番号からピンポイントで探すときは

「問題番号から検索」と、目的に応じた検索方法をご用意しています。ま
た、フリーワードを入力して検索することもできます。

検索された問題は、プレビューや問題情報を確認しながら、ぴったりの1問
を選ぶことができます。さらに、対応表検索で各問題の類問を複数の書籍
から簡単に見つけることができます。
また、問題数だけを設定してランダムに選択することも、全問選択するこ
ともできます。

1つのプリントから、パターンを選択するだけで「レイアウト通りに印刷」し
たり「解説を空欄にして印刷」したりと、最大4種類のプリントに早変わり。
例えば、解説まで含んだパターンは模範解答用に、空欄にしたものはテス
ト用紙として利用できます。
複数のパターンを選択して一気に印刷することもできます。

STEP1
検　索

STEP2
選　択

STEP３
編　集

STEP4
印　刷

レイアウトする内容(「問」「答」「解説」)を自由に組み合わせたり、問題番
号の表示/非表示を切り替えたりと、「レイアウト編集」でプリントの体裁を
整えることができます。
レイアウトした問題は、その場で「内容編集」することができます。文章は
もちろん、数式や図形の作成・編集が　　　　 オリジナルのエディタで簡
単・きれいにできます。

詳細
条件で

1問
ずつ
選択

レイアウト
を変える

複数パターン
のプリントが
一気に完成

問題
番号で

ランダム
に選択

内容を
変える

フリー
ワードで

全問
一気に
選択

※  オンラインでは、「内容編集」はデスクトップアプリ版のみの機能です。

※  オンラインでは、「印刷」はデスクトップアプリ版のみの機能です。 ※ オンラインで一部使用できない機能があります。

対応表検索対応表検索

◀データ表 ▲箱ひげ図

豊富な種類の数式
数式メニューからアイコンをクリックし、文字や数値を入力するだけで美しく見栄え
のよい数式を簡単に作成できます。

▼ Ver.19 から大学の数式を追加しました

図
基本的な作図機能はもちろん、二等分線や垂線、角度・線分マーク、長さマークな
ど、教材作成に必要な機能を搭載しています。

「データの分析」の単元に対応した、
６種類の統計グラフ・表が作成できます。

関数グラフ
グラフの式を入力するだけで簡単にグラフを描くことができます。

変域を設定して、変域内
と変域外の線種を変え
ることができます。

チェックをつけるだけで、グラ
フ上にグラフの式や名前を表
示させることができます。
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わかった
わからない

キャンセル

ビューア
アプリ

プリントを生徒の
スマホ・タブレットへ
送れます

アンケート機能で
生徒の反応を
受け取れます

活用例

ビューアスマートフォン・タブレット対応アプリ

https://www.chart.co.jp/stdb/viewer/

のプリントがスマホ・タブレットに送れます！

※「              ビューア」アプリには、書き込み機能はありません。

●プリントを配信する機能は、　　　　　　 Ver18.3 システムよりお使いいただけます。

　Ver17 以降のシステムをお使いの方は、弊社ホームページより最新システムにアップデートが可能です。

●弊社ホームページにて、「　　　　　　  ビューア」アプリの情報を公開しています。

●「　　　　　　  ビューア」アプリ（無料）は下記よりダウンロードできます。

 iOS 版
 （App Store）→ → → Android 版

 （Play ストア）
Windows 版

（弊社ホームページ）

日々の課題プリントにビューアアプリを活用している学校の事例をご紹介します。

複数配信のお申し込みについて

※お申し込みは、小学校、中学校、高等学校等の教育機関（ただし、塾や予備校などの営利目的の団体は除く）限定で受け付けております。
※お申し込みは、教科にかかわらず学校単位となりますので、同じ学校内で複数の先生がご利用いただく場合は代表者様がお申し込みください。
※ 1 回のお申し込みで 1 年間ご利用いただけます。1 年ごとに継続のお申し込みをお願いいたします。

複数のスマートフォン・タブレット端末でプリントを受信される場合、事前にお申し込みが必要です。学校単位でお申し込みください。

お申込み なし の場合 お申込み あり の場合

受信制限 送信の翌日まで 送信の 1 週間後まで

受信できる回数 1 回のプリント送信で 1 回限り受信可 
（複数の端末での受信不可）

無制限 
（複数の端末で受信可）

わかった
わからない

キャンセル

ビューア
アプリ

プリントを生徒の
スマホ・タブレットへ
送れます

アンケート機能で
生徒の反応を
受け取れます

生徒に配布するプリントに解説用の QR コードを掲載！

そのほか活用中の先生方から…

課題プリントを作成する際に、問題の解説のみを「配信機能」を使って送
信し、送信時に生成されるQRコードを生徒配布用のプリント紙面に載せ
ておきます。
プリントを解き終えた生徒は、プリント紙面のQRコードから答え合わせ
をすることができるため、別途解説用のプリントを配布する必要がなくな
ります。

ご利用手順
　　　　 ビューアアプリで受信。　　　　 でプリントを送信。

STEP1で確認したプリントIDを入力し、「プリントを
取得」ボタンをタップ。

　　　　  ビューアアプリに送信したいプリント
を作成し、「送信」ボタンをクリック。
送信完了時に表示されるプリントIDを確認します。

※  （ブラウザ版）からもプリントを送信できます。

STEP1

送信
STEP２

受信

QRコードも
表示できます。

レイアウトの
切り替えや

回答の送信が
可能。

QRコードでも
取得できます。

プリント例▶
QR

教科書の問題の解説をビューアアプリで配信しています。
生徒が答えを書き写す時間を短縮できました。

生徒に問題が解けたか回答してもらい、間違いが多かった問題は再度
解説しています。生徒の反応を集計できるので苦手な問題を繰り返し
出題できます。
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思考力・判断力・表現力の育成 体系数学シリーズ 新機能ご紹介
プリント作成機能

問題検索機能を上手に活用してプリント作成

アクティブ・ラーニング（AL）型授業の素材も

対応表検索機能 汎用ツールを追加

問題+解答、問題+解説を同一画面で表示

体系数学シリーズラインアップ

「数学受験編データベース(2015以降)」 「改訂版 問題集データベース」
「数学受験編データベース(2019以降)」

思考力・判断力・表現力の育成に役立つ問題

「新課程 体系数学」シリーズに対応した  を発行！ 

検索した問題をクリックすると、その問題に関連した「復習」「反復」
「発展」などの問題が表示されます。

関数ツール、図形ツール、統計ツールをご用意しております。教科書に載っているグラフ・表、図形だけでなく、その場で値を変えるなど比較しな
がら演示することができます。

問題+解答、問題+解説が同一画面で表示でき、見やすくなりました。

「指導者用デジタル教科書 改訂版」シリーズでは、
アクティブ・ラーニング(ＡＬ)型授業実践例プリントを
収録しています。
そのまま印刷して、すぐにお使いいただけます。

定理・公式を掘り下げる問題、日常生活に関連した問題などを、手軽
に検索することができます。

※「新課程 体系数学1/2データベース」のみ

※「数学受験編データベース」に加えて、「チャート式データベース」がインストールされている場合の画像です。

大学入学共通テスト対策も  で！

プレゼンテーション機能がさらにパワーアップ

商　品　名 No. 1ライセンス版 フリーライセンス版

 新課程 体系数学１データベース
～中学数学+α～

99795 本体 14,500円＋税 本体 27,000円＋税

 新課程 体系数学２データベース
～中学数学+α～

99798 （未定） （未定）

 新課程 体系数学３，４，５データベース 99787 （未定） （未定）

2021年3月発売予定

2021年4月発売予定

新課程
対応

関数ツール

➡すべて 数学受験編2021 データベース に収録  詳しくはp4、12 をご覧ください ➡入試2020 データベース、または統合版2021 に収録  詳しくはp5、14 をご覧ください

図形ツール 統計ツール

●ニュースタンダード／ニューステージ
● PLAN 120 ／ PLAN 100 
●思考力・判断力・表現力を磨く数学 I+A ／ II+B 
●大学入学共通テスト対策 数学 IA+IIB（緑チャート） 

●チェック＆演習 物理基礎／物理／化学基礎／化学／生物基礎／生物
●カテゴリー別共通テスト対策問題集 物理／化学基礎／生物基礎
●チャート式問題集 35日完成 ! 共通テスト対策 物理／化学基礎／生物基礎

弊社ホームページでは、 AL 型授業の考え方や
授業の例に関する動画を公開しています。

数学

本書は植物油インキを
使用しています。

数研出版
https://www.chart.co.jp

13671

数研出版
https://www.chart.co.jp

数
研
出
版

13671

共通テスト問生基礎
定価（本体000円＋税）

001043519_13671作業者
印

営業
印

校了確認

印
バーコード

印

13671　共通テスト問生基礎

13
67
1　
共
通
テ
ス
ト
問
生
基
礎

◆191213_ 新規作成 (001043519_13671)

(80+182+6.5+182+80)530.5x2576.5

本書は植物油インキを
使用しています。

数研出版
https://www.chart.co.jp

13661

数研出版
https://www.chart.co.jp

数
研
出
版

13661

共通テスト問化基礎
定価（本体000円＋税）

001043519_13661作業者
印

営業
印

校了確認

印
バーコード

印

13661　共通テスト問化基礎

13
66
1　
共
通
テ
ス
ト
問
化
基
礎

◆191213_ 新規作成 (001043519_13661)

6.5 (80+182+6.5+182+80)530.5x257

13651

数研出版
https://www.chart.co.jp

数研出版
https://www.chart.co.jp本書は植物油インキを

使用しています。

数
研
出
版

13651

8 (80+182+8+182+80)532x257

13651　共通テスト問物理 ◆191213_ 新規作成 (001043519_13651)

13
65
1　
共
通
テ
ス
ト
問
物
理

共通テスト問物理
定価（本体000円＋税）

001043519_13651作業者
印

営業
印

校了確認

印
バーコード

印

理科
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商品名 No. 標準価格 アップグレード価格 問題数 データ
サイズ 収録内容 プリント プレゼン

テーション
システム
バージョン 購入方法 オンライン

商品名 No. 標準価格 アップグレード価格 問題数 データ
サイズ 収録内容 プリント プレゼン

テーション
システム
バージョン 購入方法 オンライン

受
験
用

数学入試20年（1996～2015）データベース 99623 本体 60,000円＋税 本体 30,000円＋税 約 26,950問 1.1GB ●数学入試1996データベースから数学入試2015データベースまでの20年分のデータ全て ◯ × ver.18 ◯

数学入試2020データベース 2020年10月発売予定 99220 本体 21,000円＋税 本体 10,000円＋税 約 1,500問 2GB
（予定）

●2020 数学入試問題集（ⅠⅡAB文理系、ⅠⅡAB理系、Ⅲ） ●「入試問題集」に収録されていない基本〜標準レベルの入試問題
●旧課程改訂版クイックノート（数学Ⅰ＋A、数学Ⅰ・A・Ⅱ・B） ● 大学入学共通テスト試行調査（第１回、第2回） ◯ × ver.19

直接
数研出版へ

◯

数学受験編2021データベース 2021年3月発売予定 99517 本体 21,000円＋税 本体 10,000円＋税 約 8,350問 3GB
（予定）

●「2021 スタンダード数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」
●「三訂版 クリアー数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」
●「四訂版 メジアン数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」
●「改訂版 キートレーニング数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」
●「三訂版 シニア数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」
●「三訂版 ベーシックスタイル数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B 受験編」
●「四訂版 オリジナル・スタンダード数学演習Ⅲ 受験編」
●「三訂版 クリアー数学演習Ⅲ 受験編」
●「改訂版 ベーシックスタイル数学演習Ⅲ 受験編」
●「改訂版 リンク数学演習Ⅰ・A＋Ⅱ・B 受験編」
●「改訂版 リンク数学演習Ⅰ・A 受験編」
●「リンク数学演習Ⅲ 受験編」

◯  △＊ ver.19 ◯

参
考
書

改訂版 チャート式データベース 数学Ⅰ＋Ａ 統合版 99558 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税 約 3,800問 1.1GB ●「改訂版 チャート式数学」　●「改訂版 チャート式基礎からの数学」　●「改訂版 チャート式 解法と演習数学」
●「改訂版 チャート式 基礎と演習数学」 の全問

〔注〕「改訂版 チャート式データベース 数学Ⅰ+A統合版」、「改訂版 チャート式データベース 数学Ⅱ+B統合版」は、改訂版赤、青、黄、白チャー
トおよび増補改訂版青、黄、白チャートに対応しています。「改訂版 チャート式データベース 数学Ⅰ+A統合版」「改訂版 チャート式データベー
ス 数学Ⅱ+B統合版」をご購入いただいた方には、増補改訂版青、黄、白チャートで追加した 「実践編」のデータを弊社ホームページから
ダウンロードしていただけます。 

◯  △＊ ver.18 ◯

改訂版 チャート式データベース 数学Ⅱ＋Ｂ 統合版 99564 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税  約 4,800問 4GB ◯  △＊ ver.18 ◯

改訂版 チャート式データベース 数学Ⅲ 統合版 99574 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税  約 3,400問 4GB ◯  △＊ ver.18 ◯

改訂版 赤チャート 数学データベース 統合版(ⅠA+ⅡB+Ⅲ) 99622 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税  約 3,150問 1.1GB ●｢改訂版 チャート式数学Ⅰ＋Ａ、Ⅱ＋Ｂ、Ⅲ」の全問 ◯  △＊ ver.17 ◯

問
題
集

改訂版 問題集データベース 数学Ⅰ＋Ａ 統合版 99688 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税  約 9,950問 1.1GB ●「改訂版 4STEP数学」 ●「改訂版 サクシード数学」 ●「改訂版 スタンダード数学」
●「改訂版 4プロセス数学」 ●「改訂版 クリアー数学」 ●「REPEAT数学」
●「改訂版 3TRIAL数学」 ●「改訂版 基本と演習テーマ数学」 ●「改訂版 Study -Upノート数学」
●「改訂版 3ROUND数学」 ●「改訂版 パラレルノート数学」 ●「プラクティスノート数学」
●「改訂版 ポイントノート数学」 ●「新高数学習ノート数学」

〔注〕「改訂版 スタンダード数学」の数学Ⅲは、「改訂版 スタンダード・オリジナル数学Ⅲ」となります。また、「改訂版パラレルノート数学」、
　「プラクティスノート数学」、「改訂版 ポイントノート数学」の数学Ⅲ、 「新高数学習ノート数学」の数学 B、Ⅲはありません。

◯  △＊ ver.18 ◯

改訂版 問題集データベース 数学Ⅱ＋Ｂ 統合版 99588 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税 約 11,450問 3GB ◯  △＊ ver.18 ◯

改訂版 問題集データベース 数学Ⅲ 統合版 99594 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税  約 5,750問 1GB ◯  △＊ ver.18 ◯

高校数学 １・２・３年 基本問題データベース
～小中学校の復習から高校の基礎学習まで～ 99132 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税  約 3,150問 700MB ●「はぎ取り式練習ドリル」 ●「Study-Upノート数学」 ●「パラレルノート数学」（Ⅲはありません）

●「ポイントノート数学」（Ⅲはありません） ●教科書「新 高校の数学」（Ⅲはありません）  の全問 ◯ × ver.17 ×

体
系
数
学

新課程 体系数学３, ４, ５ データベース 99787   （未定）   （未定）   （未定）   （未定）
●テキスト「新課程 体系数学３、４、５」の４冊　●問題集「新課程 体系問題集３、４、５」の４冊の全問（テキスト、問題集とも３巻は２分冊）

〔注〕「新課程 体系数学４」「新課程 体系数学５」とその準拠問題集のデータは、製品DVD-ROMには含まれておりません。
　本商品をご購入いただいた方には、データが完成次第、弊社ホームページからのダウンロードにてご提供する予定です。

◯ ◯ ver.19 ◯

四訂版 体系数学３, ４, ５ データベース 99779 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税 約 4,700問 1GB
●テキスト「四訂版 体系数学３、４、５」の４冊　●問題集「四訂版対応 体系問題集3、4、5」の4冊 の全問（テキスト、問題集とも３巻は２分冊）

〔注〕「四訂版 体系数学4」「四訂版 体系数学5」とその準拠問題集のデータは、製品DVD-ROMには含まれておりません。 
      「四訂版 体系数学4」「四訂版 体系数学5」とその準拠問題集のデータは、弊社ホームページからダウンロードしていただけます。

◯  △＊ ver.18 ×

中
学
数
学

中学数学20年（1996～2015）データベース 99624 本体 60,000円＋税 本体 30,000円＋税 約 50,000問 1GB ●1996年度から2015年度までの国・公・私立高校入試20年分のデータ全て
●小学校の復習問題 ●補充問題 ◯ × ver.18

取扱店様へ

◯

中学数学2020データベース
～日常学習から高校入試へ～

99140 本体 29,000円＋税 本体 14,500円＋税 約 3,420問 1.5GB
（予定）

●全国の2020年度公立高校入試問題 ●国立高校８校の2020年度入試問題
●私立高校約90校の2020年度入試問題 ◯ ◯ ver.19 ◯

中学数学 基本問題データベース Light 99317 本体 9,000円＋税
アップグレード価格はございません。
 本商品から他商品へのアップグレード

価格の適用もございません。
約 1,100問 1GB ●｢改訂版 中学数学 スタンダード問題集 1年、2年、3年」の3冊 の全問 ◯ ◯ ver.18 ×

新課程版 中学数学 問題集データベース １・２・３年 99355   （未定）   （未定） 約 5,700問   （未定）
●準拠ワーク「中学数学 スタンダード」「スパイラルアップ 中学数学」「STEP演習 中学数学」の問題全問
●｢改訂版 中学数学スタンダードプラス」の問題全問
●小学校の復習問題 ●実用PrinT例集

◯ ◯ ver.19 ◯

改訂版 中学数学 問題集データベース １・２・３年 99354 本体 29,000円＋税 本体 14,500円＋税 約 3,900問 1.2GB ●準拠ワーク「改訂版 中学数学 スタンダード」「改訂版 中学数学 スタンダードプラス」「改訂版 STEP演習 中学数学」の問題全問
●実用PrinT例集 ◯  △＊ ver.18 ×

体
系
数
学

新課程 体系数学１ データベース 
～中学数学＋α～

99780 本体 29,000円＋税 本体 14,500円＋税 約 3,450問 1.5GB ●テキスト｢新課程 体系数学１」の２冊 ●参考書｢新課程 チャート式体系数学１」の２冊
●｢新課程 体系問題集（標準）１」の２冊 ●｢新課程 体系問題集（発展）１」の２冊 の全問 ◯ ◯ ver.19

直接
数研出版へ

◯

新課程 体系数学２ データベース 
～中学数学＋α～

99783   （未定）   （未定） 約 2,800問   （未定） ●テキスト「新課程 体系数学２」の２冊 ●参考書「新課程 チャート式体系数学２」の２冊
●｢新課程 体系問題集（標準）２」の２冊 ●「新課程 体系問題集（発展）２」の２冊 の全問 ◯ ◯ ver.19 ◯

四訂版 体系数学２ データベース
～中学数学＋α～

99778 本体 29,000円＋税 本体 14,500円＋税 約 2,800問 1.3GB ●テキスト「四訂版 体系数学２」の2冊 ●参考書「四訂版対応 チャート式体系数学２」の2冊
●｢四訂版対応 体系問題集（標準）２」の2冊 ●「四訂版対応 体系問題集（発展）２」の2冊 の全問 ◯ ◯ ver.17 ×

高等学校数学
          数学シリーズラインアップ

中学校数学

＊ プレゼンテーション列に◯が付いている商品、あるいは指導者用デジタル教科書と一緒にインストールすると、その商品に搭載のプレゼンテーション機能で参考書／問題集の紙面を表示できるようになります。

2020年11月発売予定

2021年3月発売予定

2021年3月発売予定

2021年7月発売予定

〔注〕「改訂版 チャート式数学Ⅲ」のデータは、製品DVD-ROMには含まれておりません。
　本商品をご購入いただいた方には、別途DVD-ROMまたは弊社ホームページからの

　　ダウンロードにてご提供しています。

赤字はデータが更新または追加される書籍です。

赤字はデータが更新または追加される書籍です。

●「改訂版 SetUp数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B基本編 受験編」
●「改訂版 SetUp数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B標準編 受験編」
●「ニュースタンダード数学演習Ⅰ・A＋Ⅱ・B 受験編」
●「ニューステージ数学演習Ⅰ・A＋Ⅱ・B 受験編」
●「上級演習PLAN120」
●「標準演習PLAN100」
●「チャート式大学入学共通テスト対策 数学ⅠA＋ⅡB」
●「思考力・判断力・表現力を磨く数学Ⅰ＋A」
●「思考力・判断力・表現力を磨く数学Ⅱ＋B」
● 令和3年度大学入学共通テスト本試験問題
● 大学入学共通テスト試行調査（第1回、第2回）
● センター試験過去問（25年分） の全問

の全問

● 記載のデータサイズは、ハードディスクに  をインストールするために必要な容量です。  の実行には、この容量とは別に、システムドライブ上に1GB以上の空き容量が必要です。
● Ver.16以前の商品がインストールされているパソコンにVer.17以降の商品を初めてインストールする場合、追加で最大2GBの空き容量が必要になります。●動作環境について詳しくはP.16（裏表紙）をご参照ください。

●価格の適用期間は
2021 年７月までです。

 オンラインのラインアップはp2～5をご参照ください。
オンライン列に○がついている商品は、同じ問題データを  オンラインでも発売しております。

※アップグレード価格でのご注文の際には、お持ちの商品のシリアルナンバーが必要です。
※「中学数学 基本問題データベース Light」のみお持ちの方が他の商品をご購入いただく場合は、標準価格です。

●商品ごとにサイトライセンスの購入が必要です。　●同一構内にない複数台のパソコンで使用する場合は、台数分の商品をご購入ください。
●サイトライセンスをすでにお持ちで、さらに追加でサイトライセンスを購入される場合、サイトライセンスの合計本数が3本を超えていても、購入されたサイトライセンスの本数（＋商品）分のパソコン

の台数だけしかご使用できません（フリーライセンスにはなりません）。

注意事項

ライセンス数 価　格

１〜３本 （本体 3,800 円＋税）×ライセンス数

4本以上 フリーライセンス　本体 15,000 円＋税

 は、1台のパソコンにのみインストールし、使用することができます。
1つの商品を同一構内の複数台のパソコンで使用する場合は、商品の他に「サイトライセンス」が必要です。
購入された「商品＋サイトライセンスの本数」台分のパソコンでご使用できます。
必要なサイトライセンスの本数など、詳しくは弊社コールセンターまでお尋ねください。

 数学シリーズ商品をお持ちの場合は、標準価格の商品と同一のものをアップグレード価格でご購入していただけます。

アップグレード価格について

購入方法が「直接数研出版へ」の商品については、弊社ホームページから申込み可能です。 ▶ https://www.chart.co.jp/stdb/upgrade/

同一構内の複数台のパソコンで を使用する場合（サイトライセンスについて）

詳しくは弊社ホームページにてご案内しております。 　https://www.chart.co.jp/stdb/（DVD-ROM版）

数研出版へ
直接
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物
理

物理入試2020データベース 99638 本体 21,000円＋税 本体 10,000円＋税 約 5,000問 300MB
（予定）

● 1992〜2020年版「物理入試問題集」 ● 1992〜2020年センター試験問題
● 2005〜2020年版「物理重要問題集」 ● 思考力・判断力・表現力を養う 物理考察問題集

◯

× ver.19

直接
数研出版へ

◯

物理 統合版2021 55511 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税 約 10,200問 1.5GB
（予定）

●教科書「改訂版 物理基礎、改訂版 物理、改訂版 新編 物理基礎、改訂版 総合物理」
●リードα「物理基礎（四訂版）、物理（四訂版）、物理基礎・物理（四訂版）」　●四訂版 リードLight物理基礎
●四訂版 リードLightノート物理基礎　●四訂版 リードLightノート物理　●物理基礎学習ノート
●改訂版 新編 物理基礎 準拠ノート「まとめと問題、教科書の整理」
●フォローアップドリル物理基礎「運動の表し方・力・運動方程式（改訂版）、仕事とエネルギー・熱、波・電気」
●フォローアップドリル物理「力と運動・熱と気体、波、電気と磁気、原子」
●チェック＆演習「物理基礎、物理」　●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 物理
●チャート式シリーズ「新物理基礎、新物理」　●チャート式問題集シリーズ35日完成！大学入学共通テスト対策 物理
旧課程：●教科書・問題集　他

 △＊ ver.19 ◯

化
学

化学入試2020データベース 99668 本体 21,000円＋税 本体 10,000円＋税 約 8,300問 300MB
（予定）

● 1992〜2020年版「化学入試問題集」 ● 1992〜2020年センター試験問題
● 2000〜2020年版「化学重要問題集」 ● 思考力・判断力・表現力を養う 化学考察問題集 × ver.19 ◯

化学 統合版2021 55561 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税 約 12,600問 1.5GB
（予定）

●教科書「改訂版 化学基礎、改訂版 化学、改訂版 新編 化学基礎、新編 化学」
●リードα「化学基礎（五訂版）、化学（四訂版）、化学基礎＋化学（六訂版）」　●四訂版 リードLight化学基礎
●四訂版 リードLightノート化学基礎　●四訂版 リードLightノート化学　●基本セレクト化学基礎
●改訂版 新編 化学基礎 準拠ノート「まとめと問題、教科書の整理」　●新編 化学 準拠ノート 教科書の整理
●フォローアップドリル化学基礎「物質の構成と化学結合、物質量・化学反応式、酸・塩基/酸化・還元/電池・電気分解」
●フォローアップドリル化学「物質の状態、熱化学・反応速度・化学平衡、無機物質、有機化合物、高分子化合物」
●チェック＆演習「化学基礎、化学」　●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 化学基礎
●チャート式問題集シリーズ35日完成！大学入学共通テスト対策 化学基礎
旧課程：●教科書・問題集

 △＊ ver.19 ◯

生
物 生物 統合版2021 55288 本体 29,000円＋税 本体 12,300円＋税 約 8,200問 2GB

（予定）

●教科書「改訂版 生物基礎、改訂版 生物、改訂版 新編 生物基礎」
●リードα「生物基礎（五訂版）、生物（四訂版）、生物基礎＋生物（六訂版）」　●四訂版 リードLight生物基礎
●四訂版 リードLightノート生物基礎　●三訂版 リードLightノート生物　●改訂版 スタディアップノート生物基礎
●改訂版 生物基礎 学習ノート　●改訂版 生物 学習ノート　●新編 生物基礎 準拠ノート
●改訂版 新編 生物基礎 準拠ノート「まとめと問題、教科書の整理」 ●改訂版 生物 準拠ノート 教科書の整理「第1巻、第2巻」
●フォローアップ生物基礎「生物と遺伝子、体内環境と生態系」 ●フォローアップ生物 生態・進化・系統
●看護系受験問題集 生物基礎＋生物　●2021 生物重要問題集－生物基礎・生物
●思考力・判断力・表現力を養う 生物 実験・考察問題集　●チェック＆演習「生物基礎、生物」
●カテゴリー別 大学入学共通テスト対策問題集 生物基礎　●チャート式問題集シリーズ35日完成！大学入学共通テスト対策 生物基礎
旧課程：●教科書・問題集

 △＊ ver.19 ◯

●価格の適用期間は
2021 年７月までです。

＊ 指導者用デジタル教科書と一緒にインストールすると、指導者用デジタル教科書に搭載のプレゼンテーション機能で一部書籍の紙面を表示できるようになります。

          理科シリーズラインアップ

2020年11月発売予定

2021年3月発売予定

2020年11月発売予定

2021年3月発売予定

2021年3月発売予定

● 記載のデータサイズは、ハードディスクに  をインストールするために必要な容量です。  の実行には、この容量とは別に、システムドライブ上に1GB以上の空き容量が必要です。
● Ver.16以前の商品がインストールされているパソコンにVer.18あるいはVer.19商品を初めてインストールする場合、追加で最大400MBの空き容量が必要になります。
●動作環境について詳しくはP16（裏表紙）をご参照ください。

複雑なグラフも、関数式を入力するだけで正確 に描画できます。

キーボードからの入力が面倒な記号類や公式＊などは、パレットから簡単に
挿入できます。 ＊生物除く

例えば実験の写真など、             以外のデータも簡単
に取り込むことができます。
●PNG、JPG、BMPなどの画像ファイルは、画像挿入機能を使って

貼り付けることができます。
●Wordやペイントなどのアプリケーション上でコピーしたデータ（オブ

ジェクト）は、クリップボード経由で直接貼り付けることができます。

パレット

部品

画像や他ソフトで作成した
図形の挿入

バネやベンゼン環など、理科特有の図形も簡単に作成できます。

理科向け編集機能のご紹介

図・グラフ

自作の図形は「ユーザー部品」として
登録しておくことができます。

※理科シリーズ全科目で、共通のパレットをお使いいただけます。

例えば実験器具など、各科目に特化した部品データを多数収録。
自由にプリント内に挿入してお使いいただけます。
※商品の科目分のみ収録。例えば、物理商品では物理用の部品のみお使いいただけます。

※アップグレード価格でのご注文の際には、お持ちの商品のシリアルナンバーが必要です。
※理科については、物理、化学、生物、地学は全て同一教科とみなします。物理商品をお持ちの方が、化学商品を購入される際もアップグレード価格が適用されます。

 は、1台のパソコンにのみインストールし、使用することができます。
1つの商品を同一構内の複数台のパソコンで使用する場合は、商品の他に「サイトライセンス」が必要です。
購入された「商品＋サイトライセンスの本数」台分のパソコンでご使用できます。
必要なサイトライセンスの本数など、詳しくは弊社コールセンターまでお尋ねください。

同一構内の複数台のパソコンで を使用する場合（サイトライセンスについて） ライセンス数 価　格

１〜３本 （本体 3,800 円＋税）×ライセンス数

4本以上 フリーライセンス　本体 15,000 円＋税

 理科シリーズ商品をお持ちの場合は、標準価格の商品と同一のものをアップグレード価格でご購入していただけます。

アップグレード価格について

購入方法が「直接数研出版へ」の商品については、弊社ホームページから申込み可能です。▶ https://www.chart.co.jp/stdb/upgrade/

商品名 No. 標準価格 アップグレード価格 問題数 データ
サイズ 収録内容 プリント プレゼン

テーション
システム
バージョン 購入方法 オンライン赤字はデータが更新または新しく追加される書籍です。

 オンラインのラインアップはp2～5をご参照ください。
オンライン列に○がついている商品は、同じ問題データを  オンラインでも発売しております。（DVD-ROM版）



教育機関向け

乗り換えサポート乗り換えサポート

乗り換えサポート適用条件
・                        【教育機関向け】商品を 1点以上ご購入いただいた方　・ 対象の　　　　 (DVD-ROM版 ) 商品をお持ちの方・ 小学校・中学校・高等学校・大学の先生方、教育委員会ご勤務の方

【教育機関向け】商品
を購入する

お申込み
お持ちの　　　　　商品 (DVD-ROM版 )の

問題が　　　　　　　　　で検索可能に！
※乗り換え対象商品に限ります。

                                 【教育機関向け】商品をご購入いただきますと、従来の　　　　 から

の移行をスムーズにする「乗り換えサポート」（無償）がご利用いただけます。

「乗り換えサポート」で、お持ちの　　　　 商品（DVD-ROM版）の問題をオンラインに！

乗り換えサポートご利用の流れ

乗り換え対象商品

【高等学校数学】 【中学校数学】

【物理】 【化学】 【生物】

※乗り換えサポート対象商品のプレゼンテーションシステムについては、　　　　　　　　ではご使用いただけません。

● 数学入試データベース　（シリーズ全点（2020以降の商品は対象外））
● 数学受験編データベース　（2013～2020版）
● 問題集データベース（現行課程版）
・問題集データベース 数学Ⅰ+A 統合版／数学Ⅱ+B 統合版／数学Ⅲ 統合版
・改訂版 問題集データベース 数学Ⅰ+A 統合版／数学Ⅱ+B 統合版／数学Ⅲ 統合版
・高校数学1・2・3年基本問題データベース～小中学校の復習から高校の基礎学習まで～

● チャート式データベース（現行課程版）
・チャート式データベース 数学Ⅰ+A 統合版／数学Ⅱ+B 統合版／数学Ⅲ 統合版
・改訂版 チャート式データベース 数学Ⅰ+A 統合版／数学Ⅱ+B 統合版／数学Ⅲ 統合版
・改訂版 赤チャート 数学データベース 統合版(ⅠA+ⅡB+Ⅲ)

● 指導者用デジタル教科書（現行課程版）※

・デジタル指導書 数学Ⅰ／数学A／数学Ⅱ／数学B／数学Ⅲ
・指導者用デジタル教科書 改訂版 数学Ⅰ／数学A／数学Ⅱ／数学B／数学Ⅲ

● 四訂版 体系数学3、4、5データベース

● 中学数学データベース ～日常学習から高校入試へ～　（シリーズ全点）※

● 指導者用デジタル教科書（現行課程版）※

・指導用デジタル教科書 中学校数学1／中学校数学2／中学校数学3
・指導者用デジタル教科書 改訂版 中学校数学1／中学校数学2／中学校数学3

● 問題集データベース（現行課程版）
・中学数学 問題集データベース1・2・3年
・改訂版 中学数学 問題集データベース1・2・3年
・中学数学 基本問題データベース Light ※

● 体系数学（四訂版、新課程）※

・四訂版 体系数学1データベース ～中学数学+α～
・四訂版 体系数学2データベース ～中学数学+α～
・新課程 体系数学1データベース ～中学数学+α～

数
学
シ
リ
ー
ズ

理
科
シ
リ
ー
ズ

● 物理入試データベース　（2012～2019版）
● 傍用問題集＋教科書問題 物理統合版　（2020版）

● 指導者用デジタル教科書（現行課程版）※

・指導用デジタル教科書 物理基礎／物理／物理＋総合物理
・指導者用デジタル教科書 改訂版 物理基礎／物理＋総合物理

● 化学入試データベース　（2012～2019版）
● 傍用問題集＋教科書問題 化学統合版　（2020版）

● 指導者用デジタル教科書（現行課程版）※

・指導用デジタル教科書 化学基礎／化学
・指導者用デジタル教科書 改訂版 化学基礎／化学

● 傍用問題集 生物統合版　（2020版）

● 指導者用デジタル教科書（現行課程版）※

・指導用デジタル教科書 生物基礎／生物
・指導者用デジタル教科書 改訂版 生物基礎／生物

フリーライセンス切り替え価格(1商品あたり)

DVD-ROM版 キャンペーン価格

商品を1本お持ちの場合 3,800 円+税
商品を1本+1ライセンスお持ちの場合

通常価格

15,000 円+税

11,400 円+税

7,600 円+税

3,800 円+税

無償

無償
で

フリーライセンスに！

商品を1本+2ライセンスお持ちの場合

商品を1本+3ライセンスお持ちの場合

商品を1本+4ライセンス以上、
またはフリーライセンスをお持ちの場合※キャンペーン期間終了後は通常価格にてご購入いただけます。

乗り換えた商品をお得な価格で
フリーライセンスに切り替えられる
期間限定のキャンペーンを実施。

キャンペーン期間

2021年3月
まで

発売記念キャン
ペーン

発売記念キャン
ペーン

個人情報の取扱いについて
数研出版では皆様の個人情報について細心の注意を払っています。
ご購入いただいた商品のユーザー情報については、原則として弊社以外の第三者への開示または提供はいたしま
せん。
数研出版の個人情報保護方針はホームページのプライバシーポリシーをご覧下さい。

このパンフレットは
植物インキを使用しています。

数研出版株式会社
東京本社 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 2 丁目 3 番地 3
関西本社 〒604-0861 京都市中京区烏丸通竹屋町上る大倉町 205 番地
TEL  075-231-0162（コールセンター）　FAX  075-256-2936

は数研出版株式会社の登録商標です。記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。

本カタログで使用されている商品の写真は出荷時のものと一部異なる場合があります。
本カタログに掲載されている仕様及び価格等は予告なしに変更することがあります。
本カタログの内容は 2020 年 8月現在のものです。
本カタログの有効期限：2021 年７月 31日
返品に関する特約：商品に欠陥のある場合を除き、お客様のご都合による商品の返品・交換はお受けできません。

（DVD-ROM版）Ver.17　動作環境
OS：Microsoft Windows XP SP3（32bit 版）／ Vista SP1 以降（32bit 版）／ 7（32bit 版、64bit 版）
　    ※ Windows 8 以降の OS については弊社ホームページをご覧ください。※各 OSとも日本語版のみに対応。
メモリ：32bit 版：1GB 以上　64bit 版：2GB 以上
ハードディスク：商品インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量が必要です。
 ※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。詳しくはラインアップページをご覧ください。
必須コンポーネント：Microsoft .NET Framework 4 以降 / Adobe Flash Player 10.3 以降
その他：DVD-ROM ドライブ / 1,024 × 768 ピクセル以上のディスプレイ

（DVD-ROM版）Ver.18、Ver.19　動作環境
OS：Microsoft Windows 7（32bit 版、64bit 版） / 8.1（32bit 版、64bit 版） / 10（32bit 版、64bit 版）
　    ※各 OSとも日本語版のみに対応。
メモリ：32bit 版：1GB 以上　64bit 版：2GB 以上
ハードディスク：商品インストール後、システムドライブに 1GB 以上の空き容量が必要です。
 ※商品インストールに必要なデータサイズは商品によって異なります。詳しくはラインアップページをご覧ください。
必須コンポーネント：Microsoft .NET Framework 4 以降 / Adobe Flash Player 10.3 以降
その他：DVD-ROM ドライブ / 1,024 × 768 ピクセル以上のディスプレイ

※　　　　　　　　の動作環境は、P5をご参照ください。




