
スリーエーネットワーク電子版のご案内 
 
【電子版について】 

・書籍をデジタル化したもので、インターネット環境でのみ閲覧できます。ダウンロードはでき

ません。 

 みんなの日本語初級 I 第２版 本冊 サンプルページ 

 みんなの日本語初級 I 第２版 翻訳・文法解説 英語版 サンプルページ 

 ※CD 付書籍の音声は各書籍のウェブページから聞いていただけます。 

・利用期限は、最長 6 か月です（ご自身で設定していただきます）。 

・【電子版】の販売は、クラス単位でのご購入を対象とさせていただきます。 

 教師分のみの販売は行っておりません。 

 *1 つのクラス（またはコース）を複数名の教師が交代で指導する場合、担当教師で学校のユ

ーザーアカウント（ID）を共有し利用することは問題ありません（開講クラス数と同数の［電子

版］をご購入下さい。） 

 

【電子版価格表】 

  商品名 税抜価格 

1 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 本冊  1800 

2 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 本冊 ローマ字版  1800 

3 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 英語版 1400 

4 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 ローマ字版（英語） 1400 

5 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 中国語版 1400 

6 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 韓国語版 1400 

7 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 スペイン語版 1400 

8 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 ポルトガル語版 1400 

9 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 フランス語版 1400 

10 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 タイ語版 1400 

11 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 インドネシア語版 1400 

12 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 ロシア語版（新版） 1400 

13 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 ドイツ語版 1400 

14 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 ベトナム語版 1400 

15 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 イタリア語版 1400 

16 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 ビルマ語版 1400 

17 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 翻訳・文法解説 シンハラ語版 1400 

18 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 標準問題集 700 

19 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 書いて覚える文型練習帳 1000 

20 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 漢字練習帳  700 

21 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 漢字英語版 1400 

https://www.3anet.co.jp/data/2300/?detailFlg=0
https://www.3anet.co.jp/data/2302/?detailFlg=0


22 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 漢字ベトナム語版 1400 

23 みんなの日本語初級Ⅰ 第２版 教師用実証事業版 2500 

24 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 本冊  1800 

25 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 英語版 1400 

26 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 中国語版 1400 

27 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 韓国語版 1400 

28 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 スペイン語版 1400 

29 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 ポルトガル語版 1400 

30 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 フランス語版 1400 

31 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 タイ語版 1400 

32 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 インドネシア語版 1400 

33 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 ロシア語版（新版） 1400 

34 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 ドイツ語版 1400 

35 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 ベトナム語版 1400 

36 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 イタリア語版 1400 

37 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 翻訳・文法解説 ビルマ語版 1400 

38 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 標準問題集 700 

39 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 書いて覚える文型練習帳  1000 

40 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 漢字練習帳 900 

41 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 漢字英語版 1400 

42 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 漢字ベトナム語版 1400 

43 みんなの日本語初級Ⅱ 第２版 教師用実証事業版 2500 

44 みんなの日本語初級 第２版 やさしい作文 900 

45 中級へ行こう 日本語の文型と表現５５ 第２版 2000 

46 中級を学ぼう 日本語の文型と表現５６ 中級前期 第２版 2000 

47 
みがけ！コミュニケーションスキル 中上級学習者のための ブラッシュアップ日本

語会話 2000 

48 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解中級 1800 

49 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解中上級 1800 

50 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 聴解 上級 1800 

51 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ 動画で学ぶ大学の講義 1800 

52 新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ３ 1000 

53 新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版 1000 

54 新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ４  1000 

55 新完全マスター文法 日本語能力試験Ｎ４ ベトナム語版 1000 

56 新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ１ 1000 

57 新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ２ 1000 



58 新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３  1000 

59 新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版 1000 

60 新完全マスター語彙 日本語能力試験Ｎ４  1000 

61 新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ１  1400 

62 新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ２ 1400 

63 新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ３  1300 

64 新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ３ ベトナム語版  1300 

65 新完全マスター聴解 日本語能力試験Ｎ４  1300 

66 ＪＬＰＴ読解Ｎ３ ポイント&プラクティス 1000 

67 ＪＬＰＴ聴解Ｎ３ ポイント&プラクティス 1200 

68 ＪＬＰＴ聴解Ｎ４ ポイント&プラクティス 1200 

 

【みんなの日本語 教師用実証事業版のご案内】 

 練習 C・会話イラストシート等が本冊とセットとなっており、リンクをクリックすることで即座

にイラストへジャンプするなど、先生方がオンライン授業で使いやすいよう工夫した教師専用の教

材です。画面共有で教科書やイラストを提示しやすくなっていますので、是非、ご活用ください。 

＊学習者の教材と合わせてご購入をお願いします。 

 

・『みんなの日本語 初級 I 教師用実証事業版』 

https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/230076/  

・『みんなの日本語 初級 II 教師用実証事業版』 

https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/240076/ 

・『みんなの日本語教師用 実証事業版』の内容紹介動画 

https://youtu.be/ZJF-NGO2wY8 

 

【お申し込みからご利用までの流れ】※採択後からのお手続きになります。 

ご希望の利用開始日から 2 週間程度前*にお申込みくださいますようお願い申し上げます。 

*「登録フォーム」のご入力、代金のお支払いに各 1 日程度みた場合 

*ご注文冊数によって、お時間を要する場合がございます 

 

① お申込み 

採択後に近畿日本ツーリストより送られるウェブサイトの申し込みフォームに、教育機関名、

ご担当者名、メールアドレス、クラス数、受講者数、利用開始希望日と終了日、購入希望書籍タ

イトル、冊数、別冊（解答等）の有無をご入力ください 

②スリーエーネットワークより「登録フォーム」（Excel）をお送りします。 

受講者名、メールアドレス、国籍、購入書籍名など必要事項を入力の上、保護したファイルをス

リーエーネットワークにご返送ください 

③スリーエーネットワークより、お見積書・ご請求書をお送りします。 

銀行振り込みでお支払いください 

④ご入金後、２、３営業日以内に、仮パスワードをお知らせします 

https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/230076/
https://www.3anet.co.jp/np/resrcs/240076/
https://youtu.be/ZJF-NGO2wY8


⑤ウェブサイトにログインすると、【電子版】をご覧いただけます（利用開始日より設定された

期限まで） 

 

ご購入にあたっては、念のため、受講者の皆さんにサンプルページを事前にご覧いただき、 

利用環境をご確認いただきたくお願い申し上げます。 

 

【スリーエーネットワークの教材をオンライン実証事業で利用する場合の著作権について】 

「ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業」の【電子版】二次利用のガイドライン

https://www.3anet.co.jp/pdf/bunkacho/bunkachoonlinenihongo_3anetguideline.pdf 

「ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業」オンライン授業での著作権 FAQ 

https://www.3anet.co.jp/pdf/bunkacho/bunkachoonlinenihongo_3anetFAQ.pdf 

 

 

【電子版の内容についてのお問い合わせ】スリーエーネットワーク 第一営業部  

TEL:03-5275-2722 e-mail: sales@3anet.co.jp 

https://www.3anet.co.jp/pdf/bunkacho/bunkachoonlinenihongo_3anetguideline.pdf
https://www.3anet.co.jp/pdf/bunkacho/bunkachoonlinenihongo_3anetFAQ.pdf

