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● お問い合わせ・ご注文は FAX Mail

http://www.eigo-card.com　お求めはホームページまたは、ファックスにて承っております！http://www.eigo-card.com　お求めはホームページまたは、ファックスにて承っております！

小学校・子ども英語教室向け　オリジナル教材集

　 　　0120-355-391　　　03-5281-8761　　　eigo@sakko.co.jp

英語カード.com

絵カードデータ　究極のパーフェクトセットプロ紙付きプロ紙付き

『小学校英語 絵カードデータ全集』と『英語絵カード テンプレート集CD 00
～05セット』を両方お買上になりますと、絵カード作成に最適なインクジェッ
ト用紙 “プロ紙 ” A4サイズ 250 枚をもれなくプレゼント致します。
 【￥28,880】

小学校英語 絵カードデータ全集 即印刷スタートセットプロ紙増量プロ紙増量

『小学校英語 絵カードデータ全集』に、絵カード印刷用インクジェット用紙『プ
ロ紙（がみ）【スーパーマット】 A4 サイズ 250 枚』をセットでお買い求めにな
ると、枚数を500 枚に倍増してお届けします！　　【￥23,205】

英語絵カード テンプレート集CD 00～05セット20％ OFF
!20％ OFF
!

英語絵カード テンプレート集 CD-ROM 00～05 全てをセットでお買い求め
になると、通常価格￥17,724のところ、【20％ OFF の ￥14,180】となりま
す！

トランプサイズカード　10個まとめ買い20％ OFF
!20％ OFF
!

英語絵カード トランプサイズ 00～05 のどれでも一種類を 10 個以上お買
いあげになると、【定価の20％ OFF】となります！

トランプサイズカード　00～05セット37.5％ OF
F!37.5％ OF
F!

英語絵カード トランプサイズ 00～05 全てをセットでお買い求めになると、通
常価格￥16,380のところ、【37.5％ OFF の ￥10,237】となります！

トランプサイズカード　00～05セットｘ10セット50％ OFF
!50％ OFF
!

英語絵カード トランプサイズ 00～05 のセットを 10 セット以上お買い求め
になると、【定価の50％ OFF 】となります！

絵カードデータ集+動画CD同時購入シールプレゼントシールプレゼント

『小学校英語 絵カードデータ全集』または、『Tom’s World 絵カード テンプ
レート集CD 00～05セット』と、『【動画CD】ラクラク絵カード作成講座』を
同時にお買上になりますと、英語カード .com特製のシール（定価 1,980 円）
をもれなくプレゼント致します。

絵カードテンプレート集 印刷スタートセット11％ OFF
!11％ OFF
!

『Tom’ s World 絵カード テンプレート集CD 01～05』のうちのいずれかと、
プロ紙 ハガキサイズ 500 枚をお買いあげになると、【送料無料の7,480 円】
となります！（定価 +送料＝8,404 円のところ）

クロスワードブック　10冊まとめ買い50％ OFF
!50％ OFF
!

クロスワードブック01,02のうちいずれかを10冊以上お買いあげで、【50％ 
OFF 】となります！（10冊の定価＝6,800 円　→　3,400 円）

ピクチャーワークブック　10冊まとめ買い75％ OFF
!75％ OFF
!

ピクチャーワークブック01～05 のうちいずれかを 10 冊以上お買いあげで、
【75％ OFF 】となります！（10冊の定価＝10,800 円　→　2,700 円）

クロスワードブック＆ピクチャーワークブック 全冊セット50％ OFF
!50％ OFF
!

クロスワードブック01,02と、ピクチャーワークブック01～05の全７冊をセッ
トでお買いあげになると、【50％ OFF の ￥3,380】となります！

シールｘ10セット まとめ買い20％ OFF
!20％ OFF
!

シール（10枚：１セット）を10セットお買い求めになると、【20％ OFF 】とな
ります！

CD 2 枚組 マニュアル＆カタログ付き
定価：￥19,800

『英語ノート１・２』（文科省）に準拠した音声入りの絵カードです！『英語ノート１・２』（文科省）に準拠した音声入りの絵カードです！

ネイティブスピーカーの発音を聞くことが出来るデジタル絵
カード全集で、 『英語ノート 1・2』（文部科学省）に完全準
拠しています！
「デジタル絵カード」とは、音声が組み込まれたPDFを活用
した画期的英語教材で、 絵カードをパソコン画面やスクリー
ン・電子黒板に表示するだけでネイティブスピーカーの発
音を聞くことができます。同じ絵カードの音声を繰り返し聞く
ことも自由自在です。また、画面そのままに印刷することも可
能です。英語ノート１，２準拠の単語・会話・チャンツ集と小
学校基本単語 1,000 単語を収録しました。ＣＤプレーヤー
などの音声再生用の機材は不要です。

『小学校英語 デジタル絵カード全集』 

ネイティブスピーカーの発音で「英語ノート」を学ぶなら！

オトクなセット商品を数多くご用意いたしました！

【英語ノート準拠】
 会話サンプル 絵カード

例：英語ノート２
Lesson 5

小学校英語　
基本単語 1,000

例：農場の動物



CD-ROM　00
色・形・数字　編

イラスト数：47
※とっても便利な、英
語罫のワークシート
（PDF ファイル）が３
種類ついています。

CD-ROM　01
アルファベット・
形容詞　編

イラスト数：100

CD-ROM　02
食事関連・
学校関連（１）編

イラスト数：100

CD-ROM　03
動物・植物・動詞編

イラスト数：100

CD-ROM　04
身の回りのもの・
家族編

イラスト数：100

CD-ROM　05
街・乗り物・仕事・
学校関連 (2) 編

イラスト数：100

英語絵カード 印刷サービスCD 2 枚組 マニュアル＆カタログ付き
定価：￥14,700

『英語ノート１・２』（文科省）全ての単語をワードテンプレートで収録！『英語ノート１・２』（文科省）全ての単語をワードテンプレートで収録！

文部科学省作成の『英語ノート１・２』に掲載されている単語全てを
ワードテンプレートで収録しました。（「大きなかぶ」などの劇のイラス
トは除きます）英語ノートにない単語も加えて、収録単語総数は
748！　
ワードファイルだから、指導案にあわせて編集が自由自在です！文字
も自由に加えられます！　複数形も作れます！　大きさも修正可能！
また、ワードやペイント（Windowsに付属の画像ソフト）を使った編
集方法のマニュアルも付属していますから、初めての先生でも楽しく
絵カードを作れます。イラストのみをそのまま印刷するのに便利な PDF
形式データも同時収録しています。

小学校英語 絵カードデータ全集

厚さ十分（官製ハガキより厚い）で、
ラミネート不要！
表面ツルツルでフラッシュに最適！

全巻セットの割引や、『プロ紙』とのオトクなセット販売もございます。　詳しくは、ウラ表紙をご覧下さい。

スーパー
マット

（プロがみ）

英語教材 スグお使いになるなら！　お忙しい先生には既製品を！英語教材 自作・印刷するなら！　自由に編集してオリジナル教材を！

ワードテンプレートですから、文字を追加するなど編集自由です。
た と え ば、「野 球」の イ ラ ス ト な ら、basebal l , play basebal l , 
basebal l  player、「水泳」なら、swim, swimming, swimmer, さらに
ちょっと視点を変えて、summer にも使えます。

CD 1 枚
定価：￥2,980

絵カードの編集方法（Word）や便利な印刷方法（PDF）を動画で収録！絵カードの編集方法（Word）や便利な印刷方法（PDF）を動画で収録！

絵カードを自作したいけれども、自信がないという
方のために、動画を作ってCDにしました。
この説明ビデオがあれば、ご自宅で、ご自分のパソ
コンを使って、ご自分のペースで　絵カード作成の
コツを学んでいただけますから、忙しい先生方に
ぴったりです。
市販の絵カードには、自分の思いどおりのものが
ない…そんなお悩みも、この説明ビデオで絵カード
データの作成や便利な印刷のコツを覚えれば解
決です！

英語カード.comは、印刷会社が運営しております。
そこで、お忙しくて教材を作成している時間がない
先生方のために、教材を先生に代わって印刷・お
届けするサービスをご提供しております。お時間とお
手間の節約、また、プリンターのインク代節減のた
めにどうぞご利用下さい。● 自分で作ると、失敗し
そう　●ともかく、手間を省きたい　● パソコンス
キルに自信がない！ 　などのお悩みをお持ちの先
生方への「印刷会社がご提供する」サービスです。
印刷内容は、「小学校英語 絵カードデータ全集」
と、「Tom’s World 絵カードテンプレート集」のどち
らかをお選びいただけます。

【動画 CD】 絵カードラクラク作成講座 

絵カードを印刷するための３条件を全て満たしたプリンター用
紙です。
　① 厚さが十分なため、ラミネート不要＆ウラが透けない！
　② 両面ともに印刷可能で、コスト削減！
　③ 表面がツルツルで、カードさばきがスムーズ！

ラミネート不要の絵カード用紙 『プロ紙（がみ）』 

英語絵カードを自由に編集・印刷
するためのテンプレート集です。各
絵カードについてワード形式のテン
プレート各３種類（A4サイズ、はが
きサイズ、※生徒サイズ）とPDFファ
イルが収録されています。ワード形式
ですから、絵カードをイラストだけの
カードに変える、フォニックス学習用
に文字色を変える、文字のフォントを
変える、絵カードの単語を別の単語
に変える、などの編集が自由自在で
す。

A4サイズ 250枚 8,505円

A4サイズ 500枚 15,120円

ハガキサイズ 500枚 4,725円

ハガキサイズ 1,000枚 8,505円

ハガキサイズ 2,000枚 14,400円

名刺サイズ 1,000枚 4,725円

名刺サイズ 3,000枚 10,500円

CD 各１枚
定価　00：￥2,079　01～05：各￥3,129Tom’s World 絵カード テンプレート集 CD  00～05

『プロ紙』とのオトクなセット販売もございます。　詳しくは、ウラ表紙をご覧下さい。
00～05の分売もございます。　詳しくは、HPをご覧下さい。

トランプサイズカード (58×89mm)　紙製ケース入り
定価　00：￥1,480　01～05：各￥2,980英語絵カード トランプサイズ

絵カード　00
色・形・数字　編

47枚入り

絵カード　01
アルファベット・
形容詞　編

100 枚入り

絵カード　02
食事関連・
学校関連（１）編

100 枚入り

絵カード　03
動物・植物・動詞編

100 枚入り

絵カード　04
身の回りのもの・
家族編

100 枚入り

絵カード　05
街・乗り物・仕事・
学校関連 (2) 編

100 枚入り

「英語絵カードテ
ンプレート集 CD
　00-05」と同内
容の既成カード
です。カードを自
作する余裕のな
い先生にピッタリ
です。カードのウ
ラ面は、左のよう
な地紋が印刷さ
れていますので、トランプのようにウラが決
して透けない仕様となっております。
また、オモテ・ウラともにニスコーティング
を施し、角丸加工を施してありますので、
たいへん安全です。

オトクな全巻セット販売もございます。　詳しくは、ウラ表紙をご覧下さい。

A4サイズ 748枚 44,400円

ハガキサイズ 748枚 18,500円

名刺サイズ 748枚 14,800円

00-05 A4サイズ 547枚 32,820円

00-05 ハガキサイズ 547枚 13,675円

ご
自
分
で
カ
ー
ド
を
作
成
す
る
時
間
の
な
い
先
生
方
の
た
め
に
、
印
刷
サ
ー
ビ
ス
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。

A4 フルカラー 16 ページ　解答別紙
１冊単価　￥1,080　10冊：￥2,700ピクチャー ワークブック ワークブック

コピーサービス

オトクなセット販売もございます。　詳しくは、ウラ表紙をご覧下さい。

クロスワードブック

オトクなセット販売もございます。　詳しくは、ウラ表紙をご覧下さい。

ピクチャーワークブックは、
カラフルなイラストをヒント
にしてワードサーチやクロ
スワードを解いていきます！
ですから、児童英検のよう
に 絵を見て答えたり、絵と
単語の文字を結びつける
問題の準備にとても適して
います！ 
グループ受験の教室単位
でのご購入がお勧めで
す！

A4 見開きで１つのテーマ
のクロスワードを、1 冊に
つき12 種類収録したシリ
ーズ。各テーマ毎に塗り絵
もできるイラスト入り。クロ
スワードのヒントは、シンプ
ルでわかりやすいので、ク
イズにも利用できます。同
じイラストを使った別売り
のトランプサイズ絵カード
と一緒に使うと、さらに効
果的です。

英語カード.comがご提供する２種類（全７冊）の
ワークブックは、英語教室の先生方が内容をコピ
ーしてお使いになっているケースもあるようです。
本来、教材をコピーしてご使用になることは、著作
権の侵害につながりますが、印刷会社が運営して
いる英語カード .com であるからこそ、先生方の
お手間を軽減し、同時にコストを削減するために
教材製作会社自らがワークブックのモノクロコピ
ー販売を決定いたしました。（正確には、コピーす
るのではなく、きちんと「印刷」いたします。）
サイズは、ワークシートとして児童が最も使いやす
いB4サイズとし、コンビニのコピー料金（10円）
よりも安い単価設定もご用意しました。

01：形容詞編 05：職業・家族・衣類編02：食べ物・植物編 04：年間行事・形・色編03：動物・乗り物編

冊セットで、 ％ OFF!
A4 28 ページ　解答別紙
１冊単価　￥680　10冊：￥3,400

＠12円

＠10円

＠９円

１ワークｘ10枚

１ワークｘ30枚

１ワークｘ50枚
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