
　　Basic-Grade２には
１冊あたり２～３見開きの
　　絵辞典ページ付き

　　　Grade３～５には
登場人物や背景知識の
　　 解説ページ付き

　本編を読む前に、
テーマや基礎知識、
　あらすじを確認

テーマにより､挿絵以外に
　　 カラー写真も多用。
　　　リアルに学べます

Ｈａｐｐｙリーダーの特色 章ごとにストーリーの理解度や単語の定着度を測るミニテスト、

巻末にはリスニングテストがついています。

TEL ０３-５３０２-８３７８(9:00-17:00 土日祝を除く )
FAX ０３-５３０２-８３９９
メール ｍａｓ＠ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｃｏｍ

ｗｗｗ.ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｎｅｔ/ｓｈｏｐ/■ご注文はコスモピア・オンラインショップで。 
　 お電話､ＦＡＸ､メールでも承ります

■オンラインショップはクレジットカード払いです。 お電話、ＦＡＸ、

　 メールでのご注文は、 郵便局の払込用紙をお送りします。

■『多聴多読マガジン』 定期購読者は表示価格の１０％引き、

　 「英語の絵本クラブ」 登録者は５％引きが適用になります。

■コスモピアが直輸入しています。 書店ではお求めになれません。

●全巻、Ｗｅｂサイトで立ち読みとＣＤ試聴ができます

コスモピア
〒１５１-００５３ 東京都渋谷区代々木４-３６-４
TEL０３-５３０２-８３７８ FAX０３-５３０２-８３９９

ｗｗｗ.ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｃｏｍ

●お申込受付から３～４営業日でお届けいたします　　●ご請求時には消費税が加算されます

●２,１６０円 ( 税込 ) 以上のご注文で送料無料です ( 日本国内 )。 未満の場合は発送手数料２００円 ( 税込 ) が加算されます

●直輸入品のため、 品切の場合は次回入荷予定日をメールでお知らせいたします

●商品の特質上、 発送後の返品･交換は承っておりませんのでご了承ください。 不良品はただちに交換させていただきます

お申込のご案内

Ｈａｐｐｙリーダー[全レベル]６０冊フルセット

ＳｍａｒｔリーダーＷＷ［全レベル］６０冊フルセット

Basic から Grade5 まで６レベル各１０タイトル、 テキスト６０冊＋CD６０枚のセット。 まとめて揃えるとお得です

　　　 １０冊セット合計価格 本体６０,６００円＋税　➡　　本体５４,０００円＋税

レベル１からレベル６まで各１０タイトル、 テキスト６０冊＋CD６０枚のセット。 まとめて揃えるとお得です

　　　 １０冊セット合計価格 本体６８,４００円＋税　➡　　本体６２,０００円＋税

コスモピア

全巻ＣＤ付き、 全ページフルカラー、 イラストや写真が豊富 !
ゆるやかにレベルアップする構成のため、 無理なく読み進められます

●２５０語レベルから１,０００語レベルまで６段階。 各１０冊ずつ、 全６０タイトルが揃っています

●アンデルセン、 グリム童話から、 シェイクスピア、 ヘミングウェイ、 コナン ・ ドイル、 トルストイまで世界の名作がズラリ

●ＣＤはＢＧＭや効果音を巧みにアレンジしたドラマチックな朗読が特長です。 発音はアメリカ英語です

●物語を読む楽しさと、 小学校レベルの国語･算数･理科･社会･音楽･図工･体育などの知識を合体。 意外なほどに

　　知らない各分野の用語も覚えられます

●ストーリーの中で地理、 歴史、 動物、 植物、 神話をはじめとする多様なテーマについて学ぶことができます

●ＣＤにはアメリカのプロの声優たちが起用されています。 効果音に乗せた朗読は、 ドラマのように臨場感があります

Ｈａｐｐｙ Ｈｏｕｓｅの２つのリーダーＨａｐｐｙ Ｈｏｕｓｅの２つのリーダー
多読におすすめ !!多読におすすめ !!

世界の名作の数々をやさしい英語で読む

算数、 動植物、 地理、 歴史など、 幅広い知識が英語で身につく

・ コスモピアが直輸入しているシリーズです。 直輸入ならではのお手頃価格でお求めいただけます
・ オンラインショップページで全タイトルの立ち読みと CD 試聴ができます

ｗｗｗ.ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｎｅｔ/ｓｈｏｐ/ カテゴリ　　多読 Happy/Smart リーダー

Ｓｍａｒｔリーダーの特色

●ＹＬとは●

「読みやすさレベル」 の略。 多読を推進しているＳＳＳ英語多読研究会が、
「日本人の英語学習者にとっての読みやすさ」 を、 語彙、 文の長さなど、
さまざまな観点から判定して、 ０.０～９.９の数値で表したものです。

特色ある

Ｈａｐｐｙリーダー シリーズ

ＳｍａｒｔリーダーＷｉｓｅ& Ｗｉｄｅシリーズ

Happy リーダー、 Smart リーダーともに、 セット販売以外に、 1 冊ずつのご購入も可能

です。 詳細はオンラインショップでご確認いただけます。

ｗｗｗ.ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｎｅｔ/ｓｈｏｐ/

Basic レベル Ｇｒａｄｅ５

➡

➡

レベル１ レベル６

章ごとに事実関係や登場人物の心情の理解度をチェックするミニテスト、

巻末には全体の内容を復習するテストがついています。

表１( 左右 210mm)表４( 左右 210mm)
山山

折り返し ( 左右 207mm)

www.cosmopier.net/shop/
www.cosmopier.com
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TEL ０３-５３０２-８３７８(9:00-17:00 土日祝を除く )
FAX ０３-５３０２-８３９９
メール ｍａｓ＠ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｃｏｍ

ｗｗｗ.ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｎｅｔ■ご注文はコスモピア・オンラインショップで。 
　 お電話､ＦＡＸ､メールでも承ります

■オンラインショップはクレジットカード払いです。 お電話、ＦＡＸ、

　 メールでのご注文は、 郵便局の払込用紙をお送りします。

■『多聴多読マガジン』 定期購読者は表示価格の１０％引き、

　 「英語の絵本クラブ」 登録者は５％引きが適用になります。

■コスモピアが直輸入しています。 書店ではお求めになれません。

●全巻、Ｗｅｂサイトで立ち読みとＣＤ試聴ができます

コスモピア
〒１５１-００５３ 東京都渋谷区代々木４-３６-４
TEL０３-５３０２-８３７８ FAX０３-５３０２-８３９９

ｗｗｗ.ｃｏｓｍｏｐｉｅｒ.ｃｏｍ

●お申込受付から３～４営業日でお届けいたします

●２,２００円 ( 税込 ) 以上のご注文で送料無料です ( 日本国内 )。 未満の場合は発送手数料２００円 ( 税込 ) が加算されます

●直輸入品のため、 品切の場合は次回入荷予定日をメールでお知らせいたします

●商品の特質上、 発送後の返品･交換は承っておりませんのでご了承ください。 不良品はただちに交換させていただきます

お申込のご案内

Ｈａｐｐｙリーダー[全レベル]６０冊フルセット

ＳｍａｒｔリーダーＷＷ［全レベル］６０冊フルセット

Basic から Grade5 まで６レベル各１０タイトル、 テキスト６０冊＋CD６2 枚のセット。 まとめて揃えるとお得です

　　　 ６０冊単品合計価格 ８２,７２０円 ( 税込 )　➡　　６３,８００円 ( 税込 )

レベル１からレベル６まで各１０タイトル、 テキスト６０冊＋CD６０枚のセット。 まとめて揃えるとお得です

　　　 ６０冊単品合計価格 ９２,４００円 ( 税込 )　➡　　７３,７００円 ( 税込 )




