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マクミランランゲージハウス

ノープランのRilery、記者のKim、スーパーヒーローに変身するNoob、カンフーマスターのLucy、
シェフのChez, スターを目指すステラが織りなす楽しいストーリー。
オーストラリアで小学生低学年を対象にしたリーダーズで、オリジナルのストーリーです。キャラ
クターの強さ、ポップなイラストで、より楽しくリーディングすることができます。また、地図や
図形が多く使われているので、辞書を使わず読むことに慣れることができます。

LEGENDS (in their own lunchbox) シリーズ

Harry とJesseがタイムマシンを使って、様々な旅に出る。ページをめくるのが
思わず速くなる面白おかしいストーリー！
豊富な巻末特典！著者の手法をまねる「Let’ｓ Write」、「A Laugh a 
Minute !」ではストーリーに関するジョークも読むことが出来る。

GET REAL! シリーズ

いろいろな状況に立ち向かう２人の女の子をテーマにしたシリーズ。
(例)動物園でクラスメートとはぐれた JulesとRosaが

出会ったのは虎だった！彼女たちはどう生き残るのか。

Girlz Rock! シリーズ

日常的にあるような男の子の遊びや行動をテーマにしたシリーズ。
2人の男の子のおバカなアドベンチャーに読者は思わず笑ってしまうだろう。オーストラリアの児
童書でベストセラーとなった人気シリーズ。

Boyz Rule! シリーズ

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード

全巻 (36冊) セット特価 ¥59,400 ¥89,100 1016432271

Level 1 (12冊) セット特価 ¥19,800 ¥29,700 1016432268

Level 2 (12冊) セット特価 ¥19,800 ¥29,700 1016432269

Level 3 (12冊) セット特価 ¥19,800 ¥29,700 1016432270

各 巻 価 格 ¥1,650 ¥2,475 -

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード

全巻 (20冊) セット特価 ¥33,000 ¥49,500 1016498269

Level 1 (10冊) セット特価 ¥16,500 ¥24,750 1016498267

Level 2 (10冊) セット特価 ¥16,500 ¥24,750 1016498268

各 巻 価 格 ¥1,650 ¥2,475 -

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード

全巻 (28冊) セット特価 ¥46,200 ¥69,300 1016502193

Level 1 (10冊) セット特価 ¥16,500 ¥24,750 1016502172

Level 2 (10冊) セット特価 ¥16,500 ¥24,750 1016502183

Level 3 (8冊) セット特価 ¥13,200 ¥19,800 1016502192

各 巻 価 格 ¥1,650 ¥2,475 -

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード

全巻 (32冊) セット特価 ¥52,800 ¥79,200 1016500509

Level 1 (8冊) セット特価 ¥13,200 ¥19,800 1016500481

Level 2 (8冊) セット特価 ¥13,200 ¥19,800 1016500490

Level 3 (8冊) セット特価 ¥13,200 ¥19,800 1016500499

Level 4 (8冊) セット特価 ¥13,200 ¥19,800 1016500508

各 巻 価 格 ¥1,650 ¥2,475 -

各シリーズ詳細はお問い合わせください。



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

● 表示価格は税抜きです。
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英語を読む楽しさを教え「ネイティブのように読む」力を育てる
多読・速読指導に最適のリーダーシリーズ。

☆あらゆる学習者の英語力に対応できるよう、語彙・文法を慎重にコントロールした
レベルを設定。

☆おなじみの古典から、映画にもなった最近の話題作まで多彩なセレクション。

Macmillan Readers シリーズ

全30レベル、各レベル5タイトルの非常に丁寧なレベル設定で、一歩一歩着実に
ステップアップ。フィクションからノンフィクションまで幅広い内容で、ストーリーそのものを
楽しめます。
2007「Primary Publisher of the Year」8年連続で受賞しているマクミラン・
オーストラリアの大好評リーダーシリーズです。

Springboard Connect シリーズ

全99冊 揃価格

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥88,209 ¥132,858

セット 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

Level 1～Level 8 セット特価 各 ¥6,187 各 ¥9,281

Level 9～Level 16 セット特価 各 ¥6,875 各 ¥10,312

Level 17～Level 23 セット特価 各 ¥7,562 各 ¥11,343

Level 24～Level 30 セット特価 各 ¥8,250 各 ¥12,375

各巻価格 各 ¥1,375～¥1,787 各 ¥2,062～¥2,681 

全150冊セット特価

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥193,600 ¥290,400 

＜商品コード：1018695741＞

※音声データ等は
含まれていません。

各シリーズ詳細はお問い合わせください。

レベル セット 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

1 Starter レベル(11冊) セット価格 ¥9,801 ¥14,762

2 Beginner レベルセット(28冊) セット価格 ¥24,948 ¥37,576

3 Elementary レベル(18冊) セット価格 ¥16,038 ¥24,156

4 Pre-intermediate レベル(15冊) セット価格 ¥13,365 ¥20,130

5 Intermediate レベルセット(16冊) セット価格 ¥14,256 ¥21,472

6 Upper Intermediate レベル(11冊) セット価格 ¥9,801 ¥14,762

各巻価格 ¥891 ¥1,342


