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社会で通用する英語力養成に、Alphaをお勧めします

㈱ジャパンタイムズが発行する週刊英字新聞「The Japan Times Alpha」は、最新のニュースやネイティブによる
コラムやエッセイで構成され、国内外の今を語る英語表現力を養うのに最適です。
マイペースで進められる英語学習、検定対策のほか、企業研修でのご利用、学習塾や教室で一括ご契約いただ
き、インターネットを介した授業でも活用いただくことができます。

Alpha団体Passコードプラン Alpha デジタルビューア団体Passコードプラン デジタルビューアプラン

企業様もしくはグループで新聞を1部以上ご購読く
ださい。グループ専用に発行するPassコードでグ
ループ内の皆さまにAlphaのWebコンテンツを無制
限でご利用いただけます。

Alphaの紙面をそのまま各種デジタル端末で閲覧が
可能なプランです。団体Passコードも発行される
ので、Webサイトの利用も無制限です。

【プラン】

 時事問題について自らの意見を英語で発信する訓練をさせたい
 TOEIC® 等の検定対策、リスニング・速読の強化に
 国際化に適応し、「英語で日本について語れる力」をつけさせたい
 オンラインで毎週新鮮な教材を手軽に活用したい
 英語担当教員の授業準備を軽減したい

【こんなニーズにお応えします】

※ デジタル版ではコンテンツにより一部掲載がない場合がございます。
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Alphaの専用Webサイト「Alpha Online」、購読者
専用学習エリア「Club Alpha」のコンテンツを
専用Passコードで無制限に閲覧できるプラン。

団体Passコードプラン
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団体Passコードプランとは

新聞1部以上購読
※Fujisan もしくは
新聞販売店とご契約

団体専用Passコード発行

・Webコンテンツ利用無制限
・ユーザー個別登録不要
・社内研修の他、自宅･通勤時にアクセス

社員・職員ジャパンタイムズ

Group Pass Code

オフィス設置・回覧

Webサイトの閲覧無制限

企業や社内の部局など、ご利用になるグループで新聞を1部以上ご購読ください。（新聞の契約期
間内において）専用のPassコードを使って、グループに所属する皆様がAlphaのWebサイト内コ
ンテンツを無制限でご利用できるプランです。

企業・グループ
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＠1,200円/年×利用者数

団体Passコードプラン利用料金

＋

4月 ３月10月

1年間(4月開始）
ご利用の場合

新聞購読料

Webサイト
利用料

6ヵ月
ご利用の場合

※ 最小契約利用者数は30名、最小契約月数は2か月となります。
※ お支払いは全て合計利用期間分を一括前払いとなります。

1,250円×部数×購読月数

※ 新聞販売店の場合は月々のお支払い、Fujisanの場合は月払い・6か月・12か月払いがございます。

＠750円/6ヶ月×利用者数

短期で
ご利用の場合

※7－8月のみ使用の例です。月単位で算出し日割りは行いません。

＠200円/月×利用者数
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団体Passコードプランご利用の流れ

1

2

3

・新聞を1部以上ご購読ください。
・Fujisanマガジンサービス(http://fujisan.co.jp)、書店、地域の新聞販売店にてご契約をお願い
します。

• 利用人数と利用期間をご連絡ください。
• 団体Passコードプラン利用料の申込書・見積書・請求書を発行させていただきます。
• オンライン上の利用規約をご確認いただき、申込書に署名捺印のうえご提出ください。

・利用者以外への流出がないよう、お取り扱いにはご注意ください。
・個人単位のユーザー登録は不要です。Passコードの初回入力のみで契約期間内はWebサイト
を無制限でご利用いただけます。

団体Passコードプランのお申し込み

新聞購読のご契約

グループ専用のPassコードを発行します。

http://fujisan.co.jp/


団体Passコードプランでご利用いただけるWebコンテンツを
体験してみてください。

■ Alpha Online Top
https://alpha.japantimes.co.jp/
毎週最新の英文記事８本＋
隔週1本のほか、1年分のバ
ックナンバーや全訳（毎週
22本）も掲載。

■購読者専用学習エリア Club Alpha
https://alpha.japantimes.co.jp/clubalpha/
英文記事の読み上げ音声やニュースを読むための英単語集、毎週15
本の英文記事読み上げ音声、日本特有の文化や慣習を留学生に英語
で説明するコーナーなど、楽しんで学べるコンテンツが満載。
・Listening &Input 体験版

初級 https://bit.ly/2KxVczZ 上級 https://bit.ly/2Qt3jSk
・Listening Lecture体験版 https://bit.ly/2KWTEQ6

■ Listening & Input
■ニュースが読める英単語

■留学生Lillianの
教えて日本のコト！

https://alpha.japantimes.co.jp/
https://alpha.japantimes.co.jp/clubalpha/
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Alphaの紙面をレイアウトそのままに、PC､タブレット､
スマートフォンなどお使いの端末から、専用のID/PW
で毎号閲覧できるプランです。

Alphaデジタルビューアプラン
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Alphaデジタルビューアープランとは

ビューアー専用のID/PW発行

ジャパンタイムズ

Viewer ID/Password ご自身のデジタル端末で閲覧

企業や社内の部局など、ご利用になるグループで共通のID/PWを使って、The Japan Times Alpha
の紙面をそのまま各種デジタル端末（PC,タブレット,スマホ）で閲覧が可能、Webサイトの利用も
無制限です。

企業・グループ 社員・職員

・紙面ビューアー･Webコンテンツ利用無制限
・ユーザー個別登録不要
・社内研修の他、自宅･通勤時にアクセス

Webサイト用Passコード発行

Group Pass Code
Alpha WebサイトにPassコ

ードのみでログイン
（ ID/PW不要）

ID/PWでログイン
記事Index URL発行
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＠3,750円/年×利用者数

団体Passコード＋デジタルビューアープラン利用料金

4月 ３月10月

1年間(4月開始）
ご利用の場合

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾋﾞｭｰｱｰ
＋

Webｻｲﾄ利用料

6ヵ月
ご利用の場合

※ デジタルビューアー単独のご契約はございません。
※ 最小契約利用者数は30名、最小契約月数は2か月となります。
※ 利用者の規模に応じた割引きは、別途お見積り致します。
※ お支払いは全て合計利用期間分を一括前払いとなります。

＠2,000円/6ヶ月×利用者数

短期で
ご利用の場合

※7－8月のみ使用の例です。月単位で算出し日割りは行いません。

＠450円/月×利用者数
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Alphaデジタルビューアプランご利用の流れ

1

2

3

• 利用者以外への流出がないよう、お取り扱いにはご注意ください。
• 個人単位のユーザー登録は不要です。

専用のID/PWを発行します。

デジタルビューアプランのご契約

各号の発行ごとに専用のアクセスURLをご連絡します。

• 利用人数と利用期間をご連絡ください。申込書・見積書・請求書を発行させていただきます。
• オンライン上の利用規約をご確認いただき、申込書をご提出ください

• 毎号土曜日(休刊週を除く)朝にIndexに最新号が追加されます。



デジタルビューアープランを体験してみてください。

『The Japan Times Alpha』の紙面をデジタル端末で見ることができ、ページインデックス機能やテキスト検索機能など便利な機能が多数搭載され
ています。

デジタルビューアーサンプルはこちらから

サムネイル表示機能 目次表示機能

テキスト検索機能

各種表示コントロール機能

https://alpha.japantimes.co.jp/lpn/alpha/pdf/sample/web/viewer.html?file=vol69_no41_compressed.pdf#page=1&utm_source=docs&utm_medium=dxs&utm_campaign=educational
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ビジネスマンにおススメのコンテンツ－①

雑談のネタから英会話スキット、英語メール例文など、ビジネスシーンですぐに役立つ記事が揃います。

☝News
毎週のTop News, National News, World Newsの他、
隔週でBusiness & Tech と Science & Health のニュース
記事を掲載。旬の英会話ネタに最適です。

☟Business Spotlight
毎回、特定の企業を取り上げて、その歴史やサクセ
スストーリーを紹介（隔週で掲載）



13

ビジネスマンにおススメのコンテンツ－②

雑談のネタから英会話スキット、英語メール例文など、ビジネスシーンですぐに役立つ記事が揃います。

☜ The Art of Email Writing
「見積もりを取る」「苦情に対応する」など、場面別の英
文Eメールの文例を掲載。Emailで覚えておくと便利な表現
を抜き出して解説します。

☜ 日本を語る英語力
日本へやってきたザックに、マヤが日本の観光地を
案内し、文化や慣習を説明。毎週読んで英語力だけ
でなく知識も知識を蓄積していきましょう。

Life as an Expat ☞
ロンドンで駐在員として働く須藤ひかるの奮闘記。

上司や同僚、クライアントとの会話で物語が展開します。



14

お問い合わせ・お申込み窓口

以下のお問い合わせフォーム、またはメールアドレスよりお問い合わせください。

お問い合わせ先メールアドレス

株式会社 ジャパンタイムズ 出版
Alphaマーケティング・販売室

e-mail: edusales@japantimes.co.jp

お問い合わせフォーム

https://alpha.japantimes.co.jp/form_group/

mailto:edusales@japantimes.co.jp
https://alpha.japantimes.co.jp/form_group/?utm_source=offline&utm_medium=proposal&utm_campaign=zengaikyo
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