スコア 800 以上を目指す方へ
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高校2年程度または、TOEIC獏スコア450程度の英語力があればスイスイ進む

Windows XP/Vista/7対応
獏

獏

TOEIC 対策750TLTソフト
米国特許 No.5888071号 国内特許 No.3820421号

e-Learningでの学習はとてもベンリ、快適です。インターネット環境さえあれば「いつでも、どこでも、どのパソコンでも」続きの学習からできます。学習の機能はCD-ROM以上の高機能と利便性を備えてい

ます。お申し込みの方に学習方法とIDとパスワードをお届けしますから、ご案内のログイン画面にIDとパスワードを入力すれば、学習がスタートできます。またCDーROMの制作製造費や郵送等諸費用が不要のため、割引価格で
ご提供できます。なお、e-Learningのご利用有効期限は2年間です。本ソフトは従来の「750点保証」版と内容も機能も同一です。ただし、点数保証は付けていません。

e-Learning 完成記念「在宅会員」300名の方を特別枠で限定受付
従来版 CD-ROM会員（CD-ROM7枚/19コース）価格 63,000円/税込
e-Learning会員価格 28,500円/税込
中学2年生から学べるe-Learning TOEIC獏対策・入門基礎コース（スコア500突破用） 会員価格 19,500円/税込

「日米特許」の完全習熟機能ソフトで 800点突破を短期実現する
27,000人を超える会員実績をもつTLTソフト
とにかく、パソコンの情報処理能力をフルに活用した「日米特許」を取得しているTLTソフトの「学習者個別の学習最適化機能」と「速習機能」の威力
で、一気にスコア『800』を突破してください。短期間にスコア800をゆうに突破できる内容と習熟システムとなっています。
きたるべきTOEIC獏TESTの受験でしっかり800点をクリアしてください。1日の学習量はたったの2時間程度、6〜10か月での完成です。

いま、スコア450くらいでも、6ヵ月後に スコア750 以上の取得は十分可能です
TOEIC獏で問われる英語力は、リスニングや速読読解のように、日本人には苦手なことばかりです。リスニングは見れば簡単な文章ですが、ネイティブ
の発音に慣れていない人は、最初は手も足も出ません。しかも990点の内495点がリスニングです。
とにかく、リスニングを基礎の基礎から「条件反射」のように反応できるようになるまで、2010文例のDictationトレーニングで、わずか80時間か
ら120時間程度で、
「リスニングなら大丈夫」というくらいに「画期的なDictation法」での練習を重ねます。リスニング配点495点中、400点は取れる
「英語耳」になるはずです。
文法は、出題される問題を瞬間的に答えられるように訓練するのに、早い人で30時間、かなり遅い人でも80時間もあればまず限りなく満点が取れるよ
うに整備されています。
また、ハイスコアへの最難関の長文読解は、速読力が決め手です。得点できない人のほとんどが時間不足です。英文を文頭から読んでいく訓練が必要で
す。関係代名詞などが文中にあっても、その後ろから訳すようなら、TOEIC獏では得点できません。TLTソフトでは、600文書もの英語長文で速読トレー
ニングをします。半分も終了したとき、英字新聞は日本語のように読むことができるようになっていると思います。

単語力で英語力は面白いほど伸びる！これだけでスコア100点はアップ！

一気に「英語が聞き取れる耳」をつくるためのTLTトレーニング方法

2. リスニングで急上昇！

1. 英単熟語3000＋例文演習
A.B.C.D.E.Fレベル

各500単熟語

Part1,2,3,4

100時間

750点以上のスコアを獲得するには、文法語法問題で一題も失点は許されません。全て
の問題をいつでも瞬時に解けるまで訓練しておけば、しっかり満点をとれる知識問題で
す。
本ソフトでは、
「TOEIC獏TESTで出題される可能性のある文法語法の知識」を「本当
に習熟しているのか」を判定しながら、基礎から応用までTOEIC獏TESTに必要な知識は、

全出題数100問 配点495点 総学習時間→80〜150時間

すべて頭にスリ込むまで完全習熟します。

スコア900点以上をねらう人も、
この3000語句の習熟で単語力は万全です。
A.B.C.D.E.Fレベルに分け、それぞれに単語、熟語の例文演習を加え語彙
力の実践力を充実させます。
500単語を25単語ずつ20分割し、スモールステップで習熟します。
学習はパソコン画面に1語句の英語が表示され、その意味の頭文字を入力する
ことによって「知らない単語か、知っている単語か」を判別します。
たとえば、avoidなら『避ける』
『無効にする』
『回避する』などですから、頭文
字の『SA』
『MU』
『KA』のいずれかをローマ字で入力すれば正解表示がでます。
間違うとバツ表示がでます。
超速習を可能にするワンタッチ入力です。6個のバツ語句（1ブロック）がたま
ると自動的にTRAINING画面になります。完全に覚えるため徹底的にトレーニ
ングをくり返します。
そして最後には、この全3000単語が、だれでもしっかり
『頭にスリ込まれて』
TOEIC獏TESTの語彙については万全になります。

忘却曲線の応用機能が 完全習熟を実現！
ところが、しっかり覚えたはずの語句も曖昧になってきます。時間の経過とと
もに忘れていくのです。
この現象をグラフで表したのが『忘却曲線』です。忘れかけた頃に要所要所で
TESTINGをして、忘却した語句を見つけだし、またTRAININGをして忘却曲
線を立ち上げ、
『もう忘れることはない』と判断するまでこのTRAININGをく
り返し、いつか100%習熟させてしまうのです。
この忘却曲線の応用機能こそが、信じられないスピードでの完全習熟を可能に
したのです。

抜群の記憶機能蛔忘却曲線の利用
●未知の項目を20個覚え ●完 全 に 覚 え た の に ●あれだけ覚えたのにま ●もう忘れないと思った ●こ ん ど も 4 個 ●全部覚えた完全習熟達成！
13個も忘れていた。 た10個も忘れていた。 のに7個できなかった。 できなかった。
た。でも時間がたつと

フルスコアは990点。50パーセントの495点がリスニングの配点。
Listeningで大きくスコアを伸ばせます このTOEIC獏TESTリスニング専用
TLTソフトで習熟すれば、悩みは一気に解消されます。1日・2時間、全120時
間の学習です。

4. リーディング は、画期的な速読法

カンタンに感じても手を抜かずに演習することが大切です。
日本人がもっともニガテな基礎リスニングですから、この分野こそスコアアッ
プのカギを握っています。

Part 7

短期間にリスニングを『得意分野』にする
全文Dictation習熟システムについて

画期的な開発によりTOEIC獏TEST用の長文読解専用のTLTソフトで、英語
長文がスイスイ読めるようになります。例文は、TOEIC 獏TESTに出題される
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すれば、TOEIC獏TESTのAレベルの英語長文なら、ほとんど抵抗なく読めるよ

）.

うになります。

カーソル位置が上の例のように表示されます。
そこに英文字で『g』と打ち込めば、○になって、
『guide』が聞き取れていると
判定します。このように『ワンタッチ入力』
だからこそ、スピーディーな学習が可能
になったのです。
×の部分は正解が埋まるまで何度でも強制的に聞かされることになります。
また、間違えたセンテンスは、その後もランダムにテストされ、
『何度、どの場
面でテストされても瞬時に正解できるように』なるまでトレーニングをくり返しま
す。
このように、TOEIC獏TESTリスニングに必要な英文を、100パーセント聞き
取れるように全部で2000文も、dictationでのトレーニングを積んでいくのです。
こうしてあなたは、徹底的に英語の
『生の音声』
に慣れさせられ、TOEIC獏TEST
にでるリスニング英文なら瞬時に正確に聞き取ることができるようになります。全
コースで、早い人で70時間、遅い人で150時間くらいです。
ふつうは120時間もみれば十分です。このすべてのコースで習熟度管理機能によ
り、習熟完了番号があなたのパソコン画面に表示されると、あなたは、TOEIC 獏
TESTのリスニング問題で、確実に400点以上取ることが保証される実力になって
いると判断できます。

3. 英文法・語法 は 満点を目指す

まず速く読むためには、関係詞があっても、うしろから訳すのではなく、前か
ら順番に訳していくことが大切です。
さて、画面に英語長文が表示されます。まず『ENTERキー』を押してくださ
い。すると最初に訳すべき部分に下線が引かれ（

Part 5,6

No one knows / what tomorrow's world will be like.
（■
あなたは、
（

）/
）のカーソルの位置に訳の先頭文字を入れます。

『DA』
『WA』
『SHI』などをローマ字で入れれば、
『だ』→『だれもわからな
い』
、
『わ』→『わかる人はいない』
『し』→『知っている人はいない』と（

全出題数52問

だれにもわからない / 明日の世界が（■

総学習時間→25〜50時間

このように、どんどんＥNTERキーを押し、
（

(B) careful

(C) care

第4回目

2日

第5回目

中国語 3級

3日

(D) carefully

きるようになったと判断されたら、その間違えセンテンスは合格となり、また新
しいパラグラフに入っていきます。

〔正解＝Ｃ〕

こうして、英文解釈を最短時間で日本語のようにスラスラ読めるようにしてし
まいます。

TOEIC獏TEST 750 TLTソフトの全50コース（全合格番号→50種類）

CD-ROM版（Windows XP)、最後の「売り尽くし」
獏

Windows獏

在庫一掃の特別価格でのご提供の機会に、中国語の勉強をはじめてみませんか。人生の、思いもかけな
い転機になるかもしれません。中国語検定3級取得まで、まったくの初学者で350時間くらいです。

本TLTソフトは体系的に本格的な中国語を学び、中国ビジネスに参入を希望される方に圧倒的信頼を得ています。本ソフトは「中国語検定3級」の合格保証を付
けていたものと同一ソフトです。検定3級はTOEIC獏TESTに例えて700点と同程度です。最初に1000の重要語彙とともにその「例文」も丸暗記演習します。
語彙を1日1日使えるようにするだけでも中国語が急速にわかるようになります。その後、文法体系に沿って約330時間で完全習熟します。
84時間

）に入力し、解答表示がさ

る「語法」問題も出題されます。

第6回目

XP専用

）

えたセンテンスのみが表示され、徹底的にトレーニングがくり返され、完全にで

上記の例は、
「文法」に関する問題ですが、その他に個々の単語や熟語の使い方に関す
1日

）
が表示されます。
『ど』
を入れれば正解ですね。
（

れ、進んでいきます。間違えが蓄積されると、トレーニング画面にうつり、間違

Because the equipment is very delicate
it must be handled with -------.
(A) caring

）は

内には『どのようになるか』が表示され、あなたの解答は正解として扱われます。

を、４つの選択肢の中から選ぶ問題です。

第3回目

）

の中に訳が表示されます。その他の文字を入れたり、考えこんだりして時間が経

上記のように新しい
（

1日

）が表示されます。

No one knows / what tomorrow's world will be like.

たとえばPART-5は、下記のような空所補充問題で、空所(------)に入れるのに最適の語句

第2回目

英語長文「演習」の画期的な「習熟」システム

を押すと

法に関する問題です。

3時間

B、Cレベルでも各40時間『速習』すれば、まず問題なく読めるようになりま
す。Dレベルは2文書の読解問題です。

過すると×になり、同様に正解としての訳が表示されます。そしてＥNTERキー

全部で７つのPARTから成るTOEIC獏TESTのうち、PART-5とPART-6が文法および語

第1回目

全出題数48問 総学習時間→80〜130時間

たとえば、
『The guide is telling them about the old bridge. 』が音声
社会生活やビジネスに関するテーマが大部分です。
で流れてきます。ナチュラルスピードです。画面には、読み上げられる英文の単
長文読解の本文と問題はTOEIC獏TEST用に独自に作成されています。
語数に対応して、次のよう単語の頭文字を入力する（
）が表示されています。 『長文読解』用TLTソフトは、長文読解が大のニガ手の人でも30時間も『速習』

もう二度と
忘れない

忘
却
曲
線

これならすぐ身につく画期的な速読演習システム！

学習時間に比例してリスニング力がついていきます。
、パート1とパート2は、

1

入門編+基本語句500（受付次第この1をお届けします）

2

重要語句500+基本文法、日常会話、重要構文 135時間

聞く力、読む力、話す力が身につく。

3

表現、文法、文型演習、文章の読み方・書き方 112時間

中国語でビジネスができる土台完成。

かなり分かり、自信がつく。

在庫一掃特別価格

19,500円（税込)

特別枠120名様限定

これまでの販売価格は64,000円です。

英単語熟語3000/19コース
英単熟語3000＋単熟語例文演習……………………………（19コース100時間）
リスニング/9コース
PART1 ディクテーション＋TOEIC獏TESTのPART1対策・実戦編（4コース30時間）
PART2 ディクテーション＋TOEIC獏TESTのPART2対策・実戦編（5コース30時間）
リスニング/8コース
PART3 ディクテーション＋TOEIC獏TESTのPART3対策・実戦編（5コース30時間）
PART4 ディクテーション＋TOEIC獏TESTのPART4対策・実戦編（3コース30時間）
英文法・語法/7コース
（7コース40時間）
全レベル文法・語法TOEIC獏TESTのPART5,6対策演習
リーディング（長文読解）700/7コース
Aレベル長文読解 TOEIC獏TESTのPART7対策演習………（2コース30時間）
Bレベル長文読解 TOEIC獏TESTのPART7対策演習………（2コース40時間）
Cレベル長文読解 TOEIC獏TESTのPART7対策演習………（2コース40時間）
Dレベル長文読解 TOEIC獏TESTのPART7対策演習………（1コース20時間）

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). This product is not endorsed or approved by ETS or The Chauncey Group International Ltd. The TOEIC Program is administered by The Chauncey Group International Ltd., a subsidiary of Educational Testing Service.

在宅会員申込書

必ずアドレス欄から、全URLを 省略しないで 入力してください。

FAXでの方は、拡大コピーをして、そのコピーをご送信ください。新聞広告のままでは真っ黒になり読みとれません。

ご住所

〒

www.newton-jp.com/tc

お申込みはこちらから

FAX→03-5352-7944
電話受付は→0120-21-6071

代理店:KJライセンスネット
電

フリガナ

お名前

話

Eメール→ moni3000@newton-net.co.jp
受付時間 9 時〜18時（月〜土曜）インターネットは24時間受付

全国250の拠点代理店でも

入会受付をしています。

カードなら分割払いの回数を指定できます。

お届けした際、宅配便会社の配達員に現金、またはカードでお支払いください。

獏

獏

メールアドレス

インターネット、FAX、電話、携帯電話から、お申し込みできます。
受付次第3日前後で、e-Learning での「学習の進め方等の説明書」および ID・パスワード
を宅配便でお届けします。e-Learning での学習は、インストールやダウンロードも必要な
くカンタンです。
★「中国語」と「TOEIC獏750 CD版」をお申し込みの方には、そ
のCD-ROMと説明書等をお届けします。

お支払い方法は「現金またはカードでの代引き」です。
QRコード

□TOEIC 750 CD会員
□TOEIC 入門基礎コース会員
申込科目 □TOEIC 750 e-Learning会員 □中国語 CD-ROM会員
獏

■お早めにお申込みください

株式会社ニュートン 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2 -1-1新宿マインズタワー20F

※クーリングオフ・ご入会されて、本ソフトをお受取りされてから10日以内であれば解約ができます。
お支払いになった代金の返金はお申し出になりソフト返却確認後2週間程度です。その場合、ソフト
等の返却宅配便代金（1,000円程度）はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。

