
教科書ワークは今年で発刊から 年
目を迎えました。

教科書の順番で学習できる教科書
ワークは授業理解への強い味方です。

皆さんの学習の応援をしたいです！

ぜひ奮ってご応募くださいませ。

中学教科書ワークを

冊買って応募しよう！３

月

詳細や応募方法につきましては
中学教科書ワークキャンペーン帯
または次のページ以降をご覧くだ
さい。
応募をもちまして応募規約に同意
したものとみなしますのでご了承
ください。
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当日消印有効

＊

＊対象科目は5教科７科目（国語・数学・理科・地理・歴史・公民・英語）です。



キャンペーン対象の中学教科書ワークを 冊ご購入いただき，カバー袖部分にある「中学生応援」

マークを切り取ってください。郵便はがきに 枚添付して下記の必要事項をご記入のうえ，切手を

貼ってご応募ください。

※「中学生応援」マークはコピー不可です。必ず切り取ったものを添付してください。

※ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ 賞品の発送は 年 月頃を予定しています。

※ 賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。

※ お 人様何口でもご応募いただけます。

※ はがき 通につき 口の応募とさせていただきます。

※ 郵送料（はがき・切手代）はお客様負担とさせていただきます。

※ ご記入いただいた個人情報は賞品の発送のほか，企画開発などのために（株）文理にて使

用させていただく場合がございます。

※ お預かりした個人情報を使って，当キャンペーン賞品発送を発送業者へ委託する場合がござ

います。

※ 本キャンペーンに関するお問い合わせ，住所変更など個人情報に関するお問い合わせ・削

除・変更のご連絡は，

㈱文理「中学教科書ワーク キャンペーン」係

までお願いいたします。

楽天ブックス ネットストア

セブンネットショッピング 紀伊國屋書店ウェブストア

オンライン ヨドバシドットコム書籍

学参ドットコム

お使いの教科書はお住いの市町村や私立の学校

によって異なります。どの教科書会社のものを使っ

ているかわからない方は，お住いの地域の また

はこちらからお調べいただけます。 ※2021年度対応済み

※新版がキャンペーン対象です。
※新版は本体価格 円
（税込 円）です。
※弊社では返品・交換を行って
おりません。

表紙画像左：旧版，右：新版

全国の書店さまでご購入いただけます。お近くの書店さまに置いていなくても，お取り寄せ可能な場合が

ございます。書店さまに直接お問い合わせください。

また，一部のネット書店さまでもご購入いただけます。下記は一例です。なお，ネット書店さまでの購入を薦

めるものではございません。

※発送のタイミングは各社で異なります。 キャンペーン期間に間に合わない場合でも一切の責任は負いかねます。

HonyaClub

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&i=stripbooks&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss_1
https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&g=000&l-id=pc-search-box&x=13&y=12
https://honto.jp/netstore/search_0219025000000.html?detailFlg=1&pbNm=%E6%96%87%E7%90%86&prdNm=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&seldt=2024%2Fall%2Fall%2Fbefore&srchf=1&store=1
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&searchKeywordFlg=1&intpr=7ns_frmng_basic_headnav_schbox&siteCateCode=002000&userKeywordFlg=1
https://www.kinokuniya.co.jp/disp/CSfDispListPage_001.jsp?qsd=true&ptk=01&gtin=&q=&title=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&author-key=&publisher-key=%E6%96%87%E7%90%86&pubdateStart=&pubdateEnd=&thn-cod-b=&ndc-dec-key=&rpp=20&SEARCH.x=102&SEARCH.y=18
https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/List?cnt=1&shomei=%92%86%8A%77%8B%B3%89%C8%8F%91%83%8F%81%5B%83%4E&mode=kodawari&syuppan=%95%B6%97%9D&pageNumber=0&totalCnt=674&dispCnt=20&button=btnKodawari
http://shop.tsutaya.co.jp/search_result.html?ecCategory=05&noMailOrderFlag=%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6&publisher=%E6%96%87%E7%90%86&reserveFlag=%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6&searchType=2&sortingOrder=%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E9%A0%86&title=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF&sortingOrder=%E7%99%BA%E5%A3%B2%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E9%A0%86
https://www.yodobashi.com/category/81001/?word=%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://www.hmv.co.jp/search/books/adv_1/category_5/label_%E6%96%87%E7%90%86/target_DETAIL_BOOK/title_%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF/?fmtBook=on
https://www.gakusan.com/home/result.php?keyword=%92%86%8Aw%81%40%8B%B3%89%C8%8F%91%83%8F%81%5B%83N&title=&company=%95%B6%97%9D&author=&series=&isbn=&genre-refine=juniorhighschool&genre=G3&grade=&univ=&saledate_from=&saledate_to=&unreleased=1&page_offset=0
https://www.honyaclub.com/shop/goods/search.aspx?cat_p=&search=x&keyw=%92%86%8Aw%8B%B3%89%C8%8F%91%83%8F%81%5B%83N&image.x=0&image.y=0
https://portal.bunri.jp/?c=search


「祝・入学・進学 中学生応援キャンペーン」規約 

※以下の規約を最後までお読みください。 

 

株式会社 文理（以下「当社」といいます。）が実施する「祝・入学・進学中学生応援キャ

ンペーン（以下，「本キャンペーン」といいます。）へ応募を希望される方は，この応募規約

（以下，「本規約」といいます。）をよくお読みの上，同意される場合のみ応募してください。

なお，本キャンペーンに応募された方は，本規約に同意したものとみなします。 

 

■募集期間 

2021年 3月 1日（月）～2021年 6月 30日（水） 

■応募資格 

本規約に同意していただいた日本国内に在住の方。 

■応募方法 

中学教科書ワークの本冊カバー袖についている「中学生応援」マーク（応募券）3枚を郵便

はがきに貼り，住所，氏名，電話番号，本書購入の決め手や感想，学年（2021年 4月から）

をご記入のうえ，下記のあて先までご送付ください。 

あて先  〒162‐0814 東京都新宿区新小川町 4－1  

     （株）文理 「中学教科書ワークキャンペーン」係 行 

■プレゼント内容 

抽選で 660名様に図書カード NEXT 

10名様に図書カード NEXT 30,000円分，20名様に図書カード NEXT 10,000円分 

30名様に図書カード NEXT 5,000円分，100名様に図書カード NEXT 1,000円分 

500名様に図書カード NEXT 500円分 

■当選について 

抽選によって当選者を決定します。 

当選者の発表は,賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

発送は 2021年 8月頃を予定しております。 

■個人情報の取り扱いについて 

はがきに記入いただいた個人情報は賞品の発送のほか，企画開発などのために当社で使用

させていただく場合がございます。また，お預かりした個人情報を使って，賞品発送を発送

業者へ委託する場合がございます。 

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先 

本キャンペーンに関するお問い合わせは，㈱文理「中学教科書ワークキャンペーン」係

（アドレス：campaign@bnet.bunri.co.jp）へお願いいたします。ただし，賞品に関する

ご質問，当選に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので，あらかじめご了承く

ださい。 

mailto:campaign@bnet.bunri.co.jp


■その他注意事項 

・はがきにご記入いただいた情報に，虚偽，誤記又は記載漏れがあった場合には，本キャン

ペーンの対象外とさせて頂く場合があります。 

・応募者が，本キャンペーンの運営を妨げる行為，その他当社が相当でないと判断する行為

を行った場合には，本キャンペーンの対象外とさせて頂く場合があります。 

・当社から応募者に対する通知または連絡は，当社の定める方法で行うものとし，応募者の

住所・電話番号その他記載の不備等により通知または連絡が到達しなかった場合には，本キ

ャンペーンの対象外とさせて頂く場合があります。 

・当社は，本規約に基づき，応募者を本キャンペーンの対象外とすることにより，応募者が 

不利益または損害を被った場合であっても，一切の責任を負わないものとします。 

・当社は，本キャンペーンに関連して生じた応募者の損害について，当社の故意または重大

な過失がない限り，一切の責任を負わないものとします。 

・当社は，応募者に予告することなく，本キャンペーンの内容の一部または全部を変更し，

または本キャンペーンを中止する場合があります。当社は，これによって応募者に生じた損

害について一切の責任を負いません。 

 

2021年 3月 1日 

 

 



応募券→ 

中学教科書ワークキャンペーンに関する FAQ 

 

① 今回のキャンペーンの概要について教えてください。 

本キャンペーンは 2021 年度 3 月に発刊された中学教科書ワークの主要 5 教科７科目

（国語・数学・理科・地理・歴史・公民・英語）を対象とし、カバー袖部分についてい

る応募券 3 枚 1 口として応募が可能となっています。当選者の発表は 2021 年 8 月中旬

頃に、賞品の発送をもってかえさせていただきます。弊社 HP 内でご案内しております

キャンペーン規約・個人情報の取り扱いに同意の上、応募をお願いいたします。キャン

ペーンの応募締め切りは 2021 年 6 月 30 日（当日消印有効）となっています。 

 

 

 

 

② 対象商品は購入方法問わず応募できますか？ 

キャンペーン期間中に日本国内の販売店でお客様が直接購入された新品のみが対象と

なります。中古品、海外で購入した商品、国内で購入した海外輸入品、リース契約品、

オークションなどの個人売買品、第三者からの譲渡品等は対象外です。 

 

③ 対象商品について教えてください。 

対象商品は 2021 年 3 月改訂版中学教科書ワーク国語 1～3 年、社会地・歴・公、数学 1

～3 年、理科 1～3 年、英語 1～3 年となります。 

 

 

 

 

 

 

④ 抽選期間はいつ頃になりますか？ 

2021 年 7 月頃抽選を行い、8 月中旬～発送予定となっています。 

 

⑤ 重複当選はありますか？ 

複数枚応募いただくことは構いませんが、重複当選はすることはございません。 

 

⑥ 当選についてお知らせはありますか？ 

  キャンペーンの当選者へは賞品の発送をもってかえさせていただきます。 



⑦ 賞品送付時に個人宛連絡はいただけますか？ 

当選者発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。賞品発送時のご連絡はい

たしておりません。 

 

⑧ 応募対象になっているか、また当選しているかどうか、教えてください 

応募対象の回答、また当選結果に関するお問い合わせ等にはお答えできませんので、あ

らかじめご了承ください。 

 

⑨ 景品は各何名に当たりますか？ 

抽選で 660 名様に図書カード NEXT 

10 名様に図書カード NEXT30,000 円分，20 名様に図書カード NEXT 10,000 円分 

30 名様に図書カード NEXT 5,000 円分，100 名様に図書カード NEXT 1,000 円分 

500 名様に図書カード NEXT 500 円分 

 

⑩ 賞品はいつ頃届きますか？ 

前後する可能性はありますが 2021 年 8 月中旬頃の発送を予定しております. 

 

⑪ 国内に住んでいなくても応募できますか？ 

いいえ。できません。日本国内に在住の方が対象のキャンペーンとなります。 

 

⑫ （発送方法などに関して）問い合わせ先を教えてください。 

お問い合わせは下記メールアドレスへお願いいたします。 

中学教科書ワークキャンペーン係メールアドレス「campaign@bnet.bunri.co.jp」 

 

⑬ 〆切を過ぎた場合はどうなりますか？ 

〆切を過ぎた場合は抽選の対象外とさせていただきます。 

 

⑭ 今回のキャンペーンの応募にあたり規約などはありますか？ 

弊社 HP より規約を掲載しております。 

文理 HP→個人→（中心部バナー）中学生応援キャンペーン 

 

⑮ 応募後に転居しました。住所変更はどうすればよいですか？ 

キャンペーン事務局までメールにて内容をご連絡ください。変更を承ります。なお、当選

確定から一定期間が過ぎた場合には当選取り消しとさせていただきます。 

 

 

mailto:campaign@bnet.bunri.co.jp


⑯ キャンペーン期間外に応募してしまいました。 

申し訳ございません。キャンペーン期間外にご応募いただいた場合は無効となります。

ご了承ください。 

 

⑰ 応募用紙はついていますか？ 

いいえ。ついていません。応募用紙はお客様自身でご用意いただく形となります。 

 

お問い合わせメールに関して 

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ以外は返信出来かねますのでご了承下さい。 

お問い合わせ先 

中学教科書ワークキャンペーン係 

メールアドレス「campaign@bnet.bunri.co.jp」 

 

 

※ご当選された方へ 

賞品発送宛先のお名前は、ご応募の際に頂いたお名前になります。 

旧姓や記載間違いがあった場合でも、ご当選後にお名前のご変更はできません。 

賞品発送宛先のお名前と表札が異なる場合は、賞品をお届けできませんのでご了承くだ

さい。 

転居をされた場合、賞品発送宛先その他のご変更を承る事はできませんのでご了承くだ

さい。 

 

mailto:campaign@bnet.bunri.co.jp



