
これでオンライン
授業も安心！

Hachette FLEの好評既刊タイトルに「電子版パック」が誕生！
紙のテキストに電子版テキストのパスコードがバンドルされた、便利なパッケージ商
品です。教科書には電子版教科書、ワークブックには電子版ワークブック付き。オン
ライン授業にぴったりの新形態、この機会にぜひお試しください！
L'offre Pack Livre + Version numérique réunit votre manuel papier et une carte 
de téléchargement de sa version numérique.

以下のシリーズの教科書とワークブックに電子版パックをご用意しています。
L'offre pack est disponible pour les livres de l'élève et les cahiers d'activités 
des collections suivantes :

デジタルコンテンツのご紹介

音声や動画をすべて無料で利用できる、シリーズごとの専用サイト。ストリーミングまたはダウンロードで再生できます。
スマートフォンからもアクセス可能で、ますます便利になりました。
Retrouvez tous les médias de votre méthode en accès libre sur les sites internet dédiés. Disponible sur PC/Mac, 
smartphone et tablette.

シリーズ専用サイト　Le site collection

Cosmopolite

TotemInspire

Alter Ego + Objectif Express Les Loustics Adomania

Texto Spirale
※教科書のみ

パック版は通常版と価格が異なります。
詳しくは公式サイトへ。
Découvrez les prix sur notre site.

電子版についてもっと詳しく！

無料
Gratuit

無料
Gratuit

音声と動画をさらに簡単に再生できるアプリが新登場。
スマートフォンやタブレットで教科書のページをスキャンするだけで、ページ上の音声・動画を自動認識します。
Une application gratuite pour smartphone et tablette qui donne un accès direct aux audios et vidéos en 
scannant la page du livre.

対応シリーズ

対応シリーズ

• Inspire : inspire.hachettefle.fr
• Texto : texto.hachettefle.fr
• Totem : totem.hachettefle.fr
• Adomania : adomania.fr
• Cosmopolite : cosmopolite.hachettefle.fr
• Alter Ego + : alteregoplus.hachettefle.fr
• Focus : focus.hachettefle.fr
• En Contexte : encontexte.hachettefle.fr
• LFF : lff.hachettefle.fr

• Inspire
• Totem/Texto
• Cosmopolite
• Alter Ego +
• Les Loustics
• Adomania
• Objectif Express N. E.

アシェット・ジャポン デジタルコンテンツのご紹介アシェット・ジャポン 

新アプリ　Media+
音声・動画をもっと手軽に！

使い方 Utilisation

簡単３ステップでサクサク再生！
1. アプリを起動したら  Démarrez l’application 
2. ページの写真を撮って*  Prenez une photo de la page
3. 再生するだけ！  Appuyez sur le son !
* ページ全体が写ると認識されやすくなります。

QRコードからアプリを無料
DL！お手元の教材でお試しく
ださい

教科書＋電子版パック新 登 場 ！

hachette-japon.jp/offrepack



Hachette FLE の Parcours digital® は、自動採点機能つきの練習問題プラットフォーム。教材 1 冊につき 1 アカウ
ントを利用できます。ヴァーチャル・クラス機能を備えた Parcours digital® は、「反転授業」の心強い味方です。
Une plateforme d’activités autocorrectives pour renforcer l’apprentissage, le Parcours digital® est un outil idéal 
pour votre « classe inversée ». 1 livre acheté = 1 compte pour le Parcours digital® offert.

デジタルコンテンツのご紹介

Le Parcours digital®電子版教材「Biblio HFLE」
Le manuel numérique « Biblio HFLE »

オンライン授業に最適なツールといえば、Hachette FLE の電子版「Biblio HFLE」。教科書のページをそのまま映し
出すだけでなく、スムーズな授業運営を助けるさまざまな便利機能を搭載。音声・動画の再生も、ページ上のアイコン
をクリックするだけ！ PC / Mac / タブレットでご利用頂けます。
Le manuel numérique est un support tout-en-un conçu pour vous aider à préparer vos cours plus facilement. 
Tous les médias sont accessibles en un seul clic. Disponible sur PC / Mac / tablette.

拡大・縮小はもちろん、見開きページや１ページ表示、
資料と並べて画面分割など、表示は自由自在に調整
可能。
Zoomez, dézoomez, affichez une double-page 
ou une page simple, divisez votre écran en 
deux... Un affichage parfaitement ajustable.

テキスト入力のほか、ペンやマーカー、矢印、囲み等
のツールを使って、重要なポイントを強調しましょう。
Des outils variés pour mettre les contenus en 
valeur : stylo, surligneur, flèche, cercle ou carré de 
couleur etc.

ページ上に必要なものを貼り付ければ、ワンクリックで表示でき
ます。付箋にメモしたり、PDF や Word 等の資料をアップロー
ドしたり、気になるサイトのリンクを貼ったり。「録音」の貼り
付けも。
Ajoutez d’autres ressources sur la page pour les afficher en 
un clic : notes, liens, documents PDF ou Word, et même des 
notes vocales !

アシェット・ジャポン デジタルコンテンツのご紹介アシェット・ジャポン 

アシェット・ジャポン / Hachette Japon
c/o ㈱トライアログ・エデュケーション
〒167-0051 東京都杉並区荻窪4-28-11-301　TEL 03-6383-5266
mail@hachette-japon.jp　www.hachette-japon.jp

お問い合わせ

バラエティ豊かな問題形式なので、ゲーム感覚で進められ
ます。選択式・記述式をバランスよく配分し、自宅で効率
的にフランス語力を鍛えます。
... et de s’autoévaluer grâce à des activités de bilan. 
Une grande diversité d’activités motivantes pour aider 
vos élèves à progresser dans leur apprentissage.

教科書の流れに沿って問題を解いていきます。Parcours 
digital® 上でしか解けないオリジナル問題も多数収録。
Proposez à vos élèves de s’entraîner et réviser en 
autonomie avec des centaines d’activités qui suivent 
la progression de la méthode...

学生ひとりひとりの進捗を確認しましょう。終了し
た問題や正答率がカラーゲージで一目瞭然。学生の
ペースが把握でき、よりきめ細やかな対応が可能に
なります。
Suivez les progrès de vos élèves avec la classe 
virtuelle, outil pensé pour s’intégrer aux cours 
hybrides ou à distance.

無料
Gratuit

Inspire 1, 2
livres de l’élève

Cosmopolite 1, 2, 3
livres de l’élève

Alter Ego + 1, 2
livres de l’élève

Adomania1, 2, 3, 4
cahiers d’activités

Objectif Diplomatie1 Focus
Paroles en situation

Focus
Grammaire du français

以下のタイトルでご利用いただけます

カンタン画面操作

充実の書き込みツール

手軽にデータを貼付

ヴァーチャル・クラス機能

テキストに沿った内容＋α

多様な問題形式

hachette-japon.jp

電子版の商品情報については
公式サイトへ
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