
お申し込み・お問い合わせは・・・

一般社団法人 総合幼児教育研究会
ＴＥＬ：０６－６７７１－６２６４

ＦＡＸ：０６－６７１８－５７６３

発送方法は右ページ記載の通り３パターンのうちからお選びいただけ

ます。

それぞれに申込締切日が異なります。

特に新年度教材準備期間中はご注文が集中する為、受注後すみやかに

お届けさせていただけるよう日程を設定しております。まことに勝手な

がら、３種類いずれかの発送方法でのお申し込みにご協力をお願いいた

します。

締切日を過ぎてからのお申し込みは、指定発送日以外の発送となりま

す事、あらかじめご了承ください。

５月以降も随時ご注文賜りますので、「まだ注文数が決定していな

い」「園児数に追加があった」等の場合でも、年度途中でお申し込みい

ただく事が可能です。（発送は出来上がり次第とさせていただきます）

令和４年度(2022年度）プリント教材

ご注文に関する重要なご案内です。

必ずご一読ください。

＜お知らせ＞

◎本プリントは令和４年度（2022．2～2023.1）発送分で販売終了となります。

◎次回カタログ（令和５年度用）掲載分より改訂版となり、内容、ページ数が

変わります。

◎改訂版プリントの詳細については、令和４年度中にご案内いたします。



☆ 一括発送
発送日指定の一括発送（①～⑤の日程から選択）
お申し込みいただいた全プリントを1回でお届け

　締切 2月 8日（火）　

　締切 2月21日（月）

　締切 3月  1日(火）

　締切 3月10日(木）

　締切 4月5日（火）

☆ 前後期分割発送
発送日指定の2回分割発送
お申し込みいただいたプリントを前期と後期に分けてお届け

前期（1回目～4回目）　　 3月17日(木)発送　・・・　締切 2月22日（火）

後期（5回目～8回目）　　 9月21日(水)発送　・・・　締切 9月 1日（木）

☆ 定期発送
8月と12月を除く毎月1回の発送（発送ごとに送料がかかります。）

3月 23日 （水） 3月 3日 （木）

4月 19日 （火） 3月 31日 （木）

5月 24日 （火） 4月 28日 （木）

6月 22日 （水） 6月 1日 （水）

7月 6日 （水） 6月 15日 （水）

9月 27日 （火） 9月 6日 （火）

10月 25日 （火） 10月 6日 （木）

11月 24日 （木） 11月 8日 （火）

1月 24日 （火） 1月 11日 （水）

※1…　１回目のみＡ・Ｂのいずれかの日程が選択できます。

★ お届け日は発送の翌日ですが2日後以降の到着になる地域があります。

★ お申し込みは必ず所定の注文用紙で ＦＡＸ にてお願いいたします。

数量に変更が生じた場合も、変更の旨ご記入いただき ＦＡＸ にてお知らせください。
★ 表紙ととじひもセットは付属品ではございませんので、無記入の場合は同送いたしません。

ご入用の場合は必ず必要セット数をご記入ください。
★ プリントをセットで6回以上ご注文の場合、表紙ととじひもは無料です。（園児数のみ）

後日追加でご注文いただいても無料になりませんのでご了承ください。
※…セットとは － プリント（ことば・かず・ちえ）の3種類を同じプリント回、同時購入。

　　　　　　　　　　　 2種類ではセットになりませんのでご注意ください。

★ 製本プリントは今年度で販売終了いたします。勝手ながら今年度販売は在庫限りとさせていただきます。

各締切日を過ぎてからのお申し込みは指定発送日以降の発送になりますので、ご了承ください。

プリント回 申込締切日発送日

　　7回目

　　8回目

　　1回目　Ｂ　　 （※1）

　　2回目

　　3回目

　　4回目

　　5回目

　　6回目

　　1回目　Ａ　　 （※1）

　　① 2月24日(木)発送　・・・

　　② 3月16日(水)発送　・・・

　　③ 3月29日(火)発送　・・・

　　④ 4月 6日(水）発送　・・・

　　⑤ 4月26日(火）発送　・・・

令和４年度プリント教材発送スケジュール



園名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当先生名

TEL: FAX:

ことば かず ちえ ことば かず ちえ ことば かず ちえ

クラス数

クラス数

クラス数

クラス数

クラス数

クラス数

クラス数

　　　　　回～　　　　回 　　　　　回～　　　　回 　　　　　回～　　　　回

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

　１セット57円（税抜）　　

※ご利用の際には必ず数量をご記入ください。

※

前期発送 3月 17日 （木）→締切 2月22日(火)／後期発送 9月 21日 （水）→締切 9月1日(木)

 8月と12月を除く、毎月１回のお届け

※1回目のみＡ・Ｂいずれかの発送日をお選び下さい。

※いずれの発送方法でも締切日を過ぎてからのお申し込みの場合、指定発送日以降の発送となります。

１回目（1～24）

（3/3締切）
 A：3月23日（水）発送 園児数

クラス数
 B：4月19日（火）発送

（3/31締切）

令和４年度　プリントあそび 注文書

プリント回
（下段は定期便の
発送日と締切日）

Ａ Ｂ Ｃ

２回目（25～48)

（4/28締切）

園児数

（6/1締切）

園児数

３回目(49～72)

 5月24日（火）発送

 6月22日（水）発送

４回目（73～96)

（6/15締切）

５回目（97～120)

園児数

園児数
 9月27日（火）発送

 7月6日（水）発送

※新年度（2～4月）時期のお届けには約2週間程度、通常は1週間から10日で発送いたします。
※状況により日数を頂戴する場合もございますので、ご注文はお早めにお願いします。

０６－６７１８－５７６３

Ａ ・ Ｂ

表紙ととじひも セット（ことば・かず・ちえ）で年６回以上
お申し込みの園児数に限り無料

発送形態   ・  内  容　　　※いずれかの発送形態に○をつけてください。

発送日

締切日

ご希望形態

◆一括発送　（発送日指定）

◆前後期分割発送（前期１回目～ 4回目　後期 5回目～ 8回目）

◆定期発送

2月21日（月）

3月16日(水)

2月8日（火） 4月5日（火）

4月26日（火）

3月10日（木）

4月6日（水）

 3月1日（火）

3月29日(火)2月24日(木）

※指定発送日
の中から希望
日を○で囲ん
でください　⇒

製本版（1～192）在庫限り
一括発送のみ

 1月24日（火）発送

（9/6締切）

６回目(121～144)

（10/6締切）

７回目(145～168)
 11月24日（木）発送

 10月25日（火）発送
園児数

（11/8締切）

８回目(169～192)

（1/11締切）

回　数

園児数

園児数

少量でも、必ずFAXにてご注文ください

一般社団法人

総合幼児教育研究会

℡：06-6771-6264

添書は不要です。この用紙のみ送信してください。



園名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当先生名

TEL: FAX:

■詩集 ■ソルフェージュ

主な対象 主な対象

詩集１ 年少 ①（音域　ド～ソ） 園児

詩集２ 年中 ②（音域　ド～ド） 園児

詩集３ 年長

■英語音読

■音読読本 主な対象

主な対象 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｅｒ　１ 年少

①童謡 年少 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｅｒ　２ 年中

②さるじぞう 年中 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｅｒ　３ 年長

③パンケーキのはなし 年中

④三枚のお札 年中 ■その他（教師・保護者向け）

⑤ブレーメンの音楽隊 年中 号数

⑥さるかにがっせん 年長 総幼研ハンドブック

⑦舌切りすずめ 年長 未満児ハンドブック

⑧いっすんぼうし 年長 日課活動教育資料

⑨うらしまたろう 年長 実践のための総合幼児教育概論

⑩うしかたとやまんば 年長 ブックレット　①～

⑪笠地蔵 年長

⑫すずめそこのけ 年長以上

⑬とんち一休さん 年長以上

総合幼児教育研究会　℡：06-6771-6264

■漢詩集

主な対象

漢詩集①（ルビ無） 園児

漢詩集①（ルビ有） 教師

漢詩集②（ルビ無） 園児

漢詩集②（ルビ有） 教師

総幼研教材注文書

※新年度（2～4月）時期のお届けには約2週間程度、
通常は1週間から10日で発送いたします。
※在庫状況により日数を頂戴する場合もございます
ので、ご注文はお早めにお願いします。

　　　　　０６－６７１８－５７６３

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

注文数

少量でも、必ずFAXにてご注文ください

＜納品希望日＞

月 日
注文日より２週間以降でご

指定ください。ご記入のない

場合は準備が出来次第、発

送いたします。

添書は不要です。この用紙のみ送信してください。



　　一般社団法人 総合幼児教育研究会　℡：06-6771-6264

■詩集 本体価格 税込価格 ■漢詩集 本体価格 税込価格

詩集１ 110       121       漢詩集①（ルビ無） 220       242       

詩集２ 110       121       漢詩集①（ルビ有） 220       242       

詩集３ 110       121       漢詩集②（ルビ無） 220       242       

漢詩集②（ルビ有） 220       242       

■音読読本 本体価格 税込価格

①童謡 132       145       ■ソルフェージュ 本体価格 税込価格

②さるじぞう 132       145       ①（音域　ド～ソ） 176       194       

③パンケーキのはなし 132       145       ②（音域　ド～ド） 176       194       

④三枚のお札 132       145       

⑤ブレーメンの音楽隊 132       145       ■英語音読 本体価格 税込価格

⑥さるかにがっせん 110       121       Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｅｒ　１ 220 242       

⑦舌切りすずめ 110       121       Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｅｒ　２ 220 242       

⑧いっすんぼうし 110       121       Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｅａｄｅｒ　３ 220 242       

⑨うらしまたろう 110       121       

⑩うしかたとやまんば 110       121       ■その他（教師・保護者向け） 本体価格 税込価格

⑪笠地蔵 132       145       総幼研ハンドブック 1,500 1,650     

⑫すずめそこのけ 165       182       未満児ハンドブック 2,000 2,200     

⑬とんち一休さん 165       182       日課活動教育資料 5,000 5,500     

実践のための総合幼児教育概論 1,000 1,100     

ブックレット　①～ 50 55         

◆プリント教材 本体価格 税込価格

プリントあそびセット
（ことば・かず・ちえ）

627 690       

プリントあそび単品
（ことばのみ 等）

253 278       

プリントあそび
1～８回目製本

1,980 2,178     

プリントあそび
1～８回目製本セット

4,972 5,469     

表紙ととじひも 57 63         

　※同時に複数個ご購入された場合のご請求額は【本体価格×個数×消費税】となります。

　※新年度（2～4月）時期のお届けには約2週間程度、通常は1週間から10日で発送いたします。

　※在庫状況により納品日のご希望に添えない場合もございます。

　※状況により日数を頂戴する場合もございますので、ご注文はお早めにお願いします。

令和４年度　総幼研教材料金表

　※少量でも別紙注文書にご記入の上、
FAXにてご注文ください。

FAX:06-6718-5763



【送料一覧】 上段：税抜き　　下段：税込 一般社団法人 総合幼児教育研究会　℡：06-6771-6264

北海道 北東北 南東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 沖縄

北海道
青森
岩手
秋田

宮城
山形
福島

茨城・栃木
群馬・埼玉
千葉・東京

神奈川・山梨

新潟
長野

富山
石川
福井

岐阜
静岡
愛知
三重

滋賀・京都
大阪・兵庫

奈良
和歌山

鳥取・島根
岡山・広島

山口

徳島・香川
愛媛・高知

福岡・佐賀
長崎・熊本
大分・宮崎

鹿児島

沖縄

¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300 ¥300

¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330 ¥330

¥1,400 ¥1,000 ¥900 ¥750 ¥750 ¥700 ¥680 ¥600 ¥680 ¥680 ¥700 ¥1,200

¥1,540 ¥1,100 ¥990 ¥825 ¥825 ¥770 ¥748 ¥660 ¥748 ¥748 ¥770 ¥1,320

¥1,600 ¥1,200 ¥1,100 ¥950 ¥950 ¥900 ¥880 ¥800 ¥880 ¥880 ¥900 ¥1,700

¥1,760 ¥1,320 ¥1,210 ¥1,045 ¥1,045 ¥990 ¥968 ¥880 ¥968 ¥968 ¥990 ¥1,870

¥1,800 ¥1,400 ¥1,300 ¥1,150 ¥1,150 ¥1,100 ¥1,080 ¥1,000 ¥1,080 ¥1,080 ¥1,100 ¥2,200

¥1,980 ¥1,540 ¥1,430 ¥1,265 ¥1,265 ¥1,210 ¥1,188 ¥1,100 ¥1,188 ¥1,188 ¥1,210 ¥2,420

¥2,000 ¥1,600 ¥1,500 ¥1,350 ¥1,350 ¥1,300 ¥1,280 ¥1,100 ¥1,280 ¥1,280 ¥1,300 ¥2,700

¥2,200 ¥1,760 ¥1,650 ¥1,485 ¥1,485 ¥1,430 ¥1,408 ¥1,210 ¥1,408 ¥1,408 ¥1,430 ¥2,970

¥2,200 ¥1,800 ¥1,700 ¥1,550 ¥1,550 ¥1,500 ¥1,480 ¥1,300 ¥1,480 ¥1,480 ¥1,500 ¥3,200

¥2,420 ¥1,980 ¥1,870 ¥1,705 ¥1,705 ¥1,650 ¥1,628 ¥1,430 ¥1,628 ¥1,628 ¥1,650 ¥3,520

¥2,400 ¥2,000 ¥1,900 ¥1,750 ¥1,750 ¥1,700 ¥1,680 ¥1,500 ¥1,680 ¥1,680 ¥1,700 ¥3,700

¥2,640 ¥2,200 ¥2,090 ¥1,925 ¥1,925 ¥1,870 ¥1,848 ¥1,650 ¥1,848 ¥1,848 ¥1,870 ¥4,070

 クリックポスト：￥198（税込）

 レターパックライト：￥370（税込）  レターパックプラス：￥520（税込）

☆ 日本郵便の運賃改正があった場合は、その運賃に準じて送料変更いたします。

※　お買い上げ金額にかかわらず梱包サイズと梱包数に応じて送料を頂戴いたします。
※　その他の配送方法で発送する場合もあります。 令和2(2020)年4月1日発送分から適用

☆全国共通
（日本郵便）

140 140cm以内 20kg以内

160 160cm以内 25kg以内

100 100cm以内 10kg以内

120 120cm以内 15kg以内

60 60cm以内 2kg以内

80 80cm以内 5kg以内

サイズ
大きさ

（3辺計）
重量

ヤマト運輸
ネコポス

角型A4ｻｲｽﾞ
厚さ2.5㎝以

内
1kg以内


