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DVD ﾌﾞｯｸ・ニンテンドーDS® ｿﾌﾄ・iPhone/iPod touch ｱﾌﾟﾘで

この春同時リリース！
『ゼロからカンタン中国語』『ゼロからカンタン韓国語』

いつでも、どこでも、ライフスタイルに合わせて学べる！

教育出版の株式会社旺文社（本社：東京都新宿区、代表取締役 赤尾文夫）は、この春、中国語・韓国語を

ゼロからはじめる人を対象に、DVD ブックを刊行します。また、株式会社空間概念研究所（本社：東京都台

東区、代表取締役 陳文 芷）と協同で iPhone/iPod touch アプリをリリースします。

同時期に株式会社アイイーインスティテュート（本社：東京都練馬区、代表取締役 西澤幹雄）がニンテンドー
DS® ソフトをリリースします。

３メディアによる総合的学習サービスの同時発信は日本ではじめてです。

３メディア同時リリースの相乗効果により、中国語・韓国語あわせて、DVD ブックは初年で 10万部、ニン
テンドーDS® ソフトは初年で 10 万本、iPhone/iPod touch アプリは初年３万本の販売を目指します。

ニンテンドーDS® の教育ソフトジャンルで、旺文社とアイイーインスティテュートはいち早く協業関係
を構築し、現在までに、旺文社が提供したコンテンツでアイイーインスティテュートより 20 タイトル以上
のソフトがリリースされています。また旺文社と空間概念研究所とは中国語の教材を協同で制作して
います。

本シリーズでは、教育出版の旺文社、DS® ソフトで実績のあるアイイーインスティテュート、
iPhone/iPod touch アプリにいち早く取り組んでいる空間概念研究所の３社が、それぞれのメディア単
独ではカバーしきれないさまざまな学習ニーズを満たし、より楽しく効果的に中国語・韓国語を習得で
きるような総合的なラインナップを築き上げました。

ユーザーの学習手段や学習場所が多様化している昨今ならではのニーズに応えるこのような取り
組みを、今後もひきつづき展開していきます。

大好評！Podcast は 2/1 より先行配信中！

光部愛と楊達のゼロからカンタン中国語
iTunes Podcast 総合 13 位/教育ジャンル中国語で 1位

http://www.voiceblog.jp/zerokan-china/

銀瓶とホン・ソンフンのゼロからカンタン韓国語
iTunes Podcast 総合 32 位/教育ジャンル韓国語で 1位

http://www.voiceblog.jp/zerokan-korea/
順位は 2010 年 2 月 24 日現在

▼ 詳しくはゼロからカンタンシリーズサイト

http://estudy.obunsha.co.jp/zerokan/



■ 特 長

● 講師のレッスン映像でくじけず学べる！

どんなことでも学び始めが一番つらく、

もっとも挫折しやすい時期です。

この段階で有効なのが「先生の存在」。

学習の入門段階を「講師のレッスン映像」にし、

それを見ることによってモチベーションを損なわず、

無理なく知識を得られるようにしました。

● いつでも・どこでも！

自分のために使える時間が少ない方でも、
効率よく学習できる環境を整えました。

例えば自宅では DVD や本で、
ジョギング中は iPhone でリスニング、

外出先でのちょっとした待ち時間に DS® で。
時間や場所によってベストな学習方法を選ぶことができます。

● 語学学校いらずの“マイスクール”

ネイティブの講師により発音や文字の
レッスン動画を、DVD や iPhone アプリで
何度も繰り返し見ることができます。

DS® では、自分の声を録音して
ネイティブの発音と比較することができます。
※発音・文字の授業内容は、語学学校の入門コース
（300～400 分・４レッスン程度）に相当します。

● 体験！シチュエーション会話

「あいさつ」「料理の注文」等、約 20 のシチュエーション
会話を DVD で体験。発声用ポーズ入りの会話映像を
使って、自然にフレーズが口をつくようになります。

■ 商品概要

メディア タイトル 価格 発売元
リリース

予定日

DVD ブック
DVD ではじめる！ゼロからカンタン中国語

DVD ではじめる！ゼロからカンタン韓国語

定価

税込 1,680 円
旺文社 2/18

ニンテンドー

DS®

ソフト

ゼロからカンタン中国語ＤＳ®

ゼロからカンタン韓国語ＤＳ®

希望小売価格

税込 3,990 円

アイイー

インスティ

テュート

予約受付中

（4 月 8 日

出荷開始

予定）

iPhone

iPod touch

アプリ

動画で発音！中国語－ゼロからカンタン中国語[発音編]

動画で発音！韓国語－ゼロからカンタン韓国語[発音編]

予価

900 円

空間概念

研究所

3 月初旬

予定

●対 象 ： 20～40 代男女、社会人・大学生など、中国語・韓国語をゼロからはじめる人

●到達レベル： 中国語検定準４級レベル

ハングル能力検定試験５級レベル、韓国語能力試験初級レベル



【DVD ブック】（制作・発売元：旺文社）

DVD ではじめる！ゼロからカンタン中国語 ・ DVD ではじめる！ゼロからカンタン韓国語

B5 判、200 ページ（中国語）/208 ページ（韓国語）、２色、DVD・赤セルシート各１枚付

音声ダウンロードサービス

○中国語・・・楊 為夫：元 早稲田大学政治経済学部客員教授。

著者 楊 達 ：早稲田大学文学学術院教授。NHK 第二ラジオ『中国語講座

応用編』、2007 年度 NHK教育テレビ『中国語会話』講師担当。

○韓国語・・・ホン・ソンフン：Hong 韓日語学院代表。京都市立日吉ヶ丘高等学校

著者 『第 2 外国語（ハングル）』非常勤講師。

【ニンテンドーDS® ソフト】（開発・発売元：アイイーインスティテュート、原作：旺文社）

ゼロからカンタン中国語 DS® ・ ゼロからカンタン韓国語 DS®

■トレーニング 発音編と文法編全 30ユニットで構成。会話・単語等音声に文法解説と確認問題がつい

てすっきり理解できる学習メニュー。

声を録音して先生の発音と比較できる機能つき。

■総 合 テ ス ト トレーニングの成果を、問題と録音でチェック。

■会 話 帳 すぐに使える１フレーズ会話文と音声を多数収録。

■単 語 帳 ユニットで登場する単語のほか、

地名や食べ物など旅行で役立つ単語の音声を多数収録。

■コ ラ ム 中国語・韓国語や中国・韓国の文化を紹介。

【iPhone/iPod touch アプリケーション】（発売元：空間概念研究所、著作：旺文社）

動画で発音！中国語－ゼロからカンタン中国語〔発音編〕

動画で発音！韓国語－ゼロからカンタン韓国語〔発音編〕

■動 画 発音と文字をネイティブ講師がていねいに解説。

■ド リ ル 音声を聞いて発音された文字を選ぶ問題。全問正解するまでクリアできません。

■テ ス ト レッスンの総復習として、テストを設けています。10 問中７問正解すると合格。

韓国語は動画で学習した内容をテキストで復習する「テキストで復習」機能つき。

※NINTENDO DS・ニンテンドーDS は任天堂の登録商標です。ディーエス/DS は任天堂の商標です。

※iPhone、iPod touch は、Apple Inc.の商標です。 ※リリース内の画像はすべてイメージです。 以上

【会社概要】

社 名： 株式会社 旺文社

設 立： 1931 年 10 月 1 日

本 社： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町 55 TEL：03-3266-6400

事 業 内 容： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

社 名： 株式会社 アイイーインスティテュート

設 立： 1999 年 9 月 14 日

本 社： 〒170-0075 東京都練馬区高松 5-8-20 J.CITY TOWER18 階 TEL：03-5923-6721

事 業 内 容： 教育関連ソフトウェアおよび各種教材の企画、開発販売出版事業

社 名： 株式会社 空間概念研究所

設 立： 2008 年 10 月 30 日

本 社： 〒111-0035 東京都台東区西浅草 3-29-19 オルゴビル 8 階 TEL：03-5806-3858

事 業 内 容： 空間概念を利用した次世代検索エンジン、コンピュータテスティングの研究、開発

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社旺文社 広報担当：山縣(ヤマガタ)・三澤(ミサワ)
TEL:03-3266-6495 FAX:03-3266-6849 E-mail：pr@obunsha.co.jp
【ニンテンド-DS® ソフトに関するお問い合わせ先】

株式会社 アイイーインスティテュート 担当：戸枝(トエダ)
TEL: 03-5923-6721 FAX:03-5923-6722 E-mail：info@iek.co.jp


