
2019年 9月 20日 

お客様各位 

株式会社ワークアカデミー noa出版 

消費税率変更における対応について 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2019年 10月 1日からの消費税率変更（現行 8%から 10%への引き上げ）に伴い、書籍等の

販売における弊社の対応方針を以下のとおりご案内申し上げます。 

記 

１．新消費税率（10%）の適用について 

納品日が 2019年 10月 1日以降のご注文につきましては、新消費税率 10%を適用いた

します。9月末日までの納品分は消費税率 8％でご対応させていただきますが、ご注文

の最終受付時間を 2019年 9月 26日 11：00迄とさせていただきます。最終受付時間を

過ぎてご注文いただいた場合は、ご注文日が 9月中であっても納品日が 10月 1日以降

となるため 10％の適用となりますのでご注意ください。 

※FAX でのご注文、弊社ホームページからのご注文で 2019 年 9 月 26 日 11：00 迄にご

注文が確認できた場合に限ります。お電話でのご注文はお受けできませんので何卒

ご了承ください。

また弊社ホームページの消費税率変更のメンテナンスを、2019 年 9 月 26 日 11：01

～18：30 にて実施いたします。メンテナンスが完了するまでは 8％価格で表示され

る場合がございますが、この間にご注文いただいた商品は 10％の適用となります。

※初回のご注文が 2019年 9月末日までの納品で、追加のご注文が 2019年 10月 1日以

降の納品となる場合、追加分は新消費税率 10%の適用となります。

２．返品の場合の消費税率について 

返品の場合の消費税率につきましては、ご注文いただきました際の納品書、請求書

記載の消費税率になります。ただし初回のご注文が 2019年 9月末日までの納品で、追

加のご注文が 2019年 10月 1日以降の納品の場合の返品分は消費税率 10%の商品部数か

ら清算させていただきます。何卒ご了承ください。 

※返品数については取り決めがございますので別途ご確認ください。

※消費税率 10％の価格は別紙、価格表にてご確認ください。

以上 
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2019年

税率 10月

8% 9月26日11:00迄のご注文
納品期日

9月30日迄
返品

10%
9月26日11：01以降のご注文

（追加注文も含む） 返品

9月

※「2019年9月26日11：00迄にご注文」とは
　FAXでのご注文、弊社ホームページからのご注文で2019年9月26日11：00迄に
　ご注文が確認できた場合に限ります。

※弊社ホームページの消費税率変更のメンテナンスを、2019年9月26日11：01～18：30にて実施い
たします。メンテナンスが完了するまでは8％価格で表示される場合がございますが、
この間にご注文いただいた商品は10％の適用となります。

※「2019年9月末日迄に納品」＋「2019年10月１日以降の追加納品」の場合の
　返品は消費税率10％の商品部数から清算



noa出版　SCHOOLING TEXT　価格表 2021年1月12日改訂

★書店を経由しないダイレクト販売価格！（約１５％ＯＦＦ）
※書店を経由される場合は、下記の通常販売価格となります。あらかじめご了承ください。
※下記表示価格はすべて税込(10%)です。
※ご注文金額が１万円以上の場合、送料は無料です。※１万円に満たない場合は別途送料（全国一律８４０円・代引手数料含む）がかかります。

★情報活用力

1508 考える 伝える 分かちあう 情報活用力　（2017.11改訂版）第4版 ¥2,619 ¥2,226

9622 考える　伝える　分かちあう 情報活用力 ＋　Ｒａｓｔｉ２回受験 ¥5,756 ¥5,363

1522 実践ドリルで学ぶ　Ｏｆｆｉｃｅ活用術 （リファレンス動画付） ¥1,324 ¥1,126 動画付き

1510 実践ドリルで学ぶ　Ｏｆｆｉｃｅ活用術 2016対応（リファレンス動画付）在庫限り ¥1,324 ¥1,126 動画付き

1516 実践ドリルで学ぶ　Ｏｆｆｉｃｅ活用術 2013対応 ¥1,270 ¥1,080

1391 活用事例でわかる!　統計リテラシー ～数学が苦手でも大丈夫!～ ¥1,833 ¥1,558

1511 自ら　考える　判断する　行動する　仮説⇔検証 ¥1,571 ¥1,335

1520 レポート・論文作成に役立つ　文書表現力 ¥1,018 ¥865

1523 自分ごとからはじめよう　ＳＤＧｓ探究ワークブック ¥1,650
※ＳＤＧｓ探究ワークブックは、ダイレクト販売価格(15％Off)のご用意はございません。

★情報基礎教育

1382 イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラル　Office365・Office2019対応　(NESS付) ¥1,677 ¥1,426

1381 イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラル　Office2016対応　(NESS付) ¥1,677 ¥1,426

1380 イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラル　Office2013・2010対応　(NESS付) ¥1,677 ¥1,426

1366 つくりたい！がカタチになる 学生のためのOfficeスキル活用＆情報モラル（リファレンス動画付） ¥1,324 ¥1,126 動画付き

1365 つくりたい！がカタチになる 学生のためのOffice2016＆情報モラル（リファレンス動画付） ¥1,324 ¥1,126 ¥1,834 ¥1,636 動画付き

1363 身近なテーマで作って学ぶ！　学生のための Office2013＆情報モラル ¥1,270 ¥1,080 ¥1,780 ¥1,590

1354 学生のためのアカデミック情報リテラシー　　2016対応 ¥1,467 ¥1,247

1353 学生のためのアカデミック情報リテラシー    2013対応 ¥1,467 ¥1,247

1349 これだけは知っておこう！情報リテラシー【第4版】 ¥1,164 ¥990 ¥1,604 ¥1,430

1359 情報倫理ハンドブック　2021年度版 ¥367 ¥312

9513 情報倫理ハンドブック ＋ Ｗｅｂテスト セット ¥577 ¥522

1355 情報倫理ハンドブック　英語版 ¥561 ¥476

9519 情報倫理ハンドブック　英語版　＋ Ｗｅｂテスト セット ¥771 ¥686

1521 繰り返して慣れる！　Office演習ドリル全489題　2016対応 ¥1,324 ¥1,125

1372 繰り返して慣れる！　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ２０１６ ¥1,270 ¥1,080

1371 繰り返して慣れる！　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ２０１３ ¥1,270 ¥1,080

1370 繰り返して慣れる！　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ２０１０ ¥1,270 ¥1,080

★キャリアデザイン

1512 キャンパスライフデザインBook　社会で活躍できる「なりたい自分」への道のり ¥660 ¥562 ¥1,010 ¥912

1515 なりたい自分を目指す　シューカツワークBook ¥880 ¥748 ¥1,290 ¥1,158

1517 はじめてでも大丈夫！シューカツトレーニングBook　初級編 ¥1,018 ¥865

1518 分かるから楽しい！シューカツトレーニングBook　中級編 ¥1,018 ¥865

1519 ライバルに勝てる！シューカツトレーニングBook　上級編 ¥1,018 ¥865

1525 Society5.0のキャリアを考える ¥1,650
※Society5.0のキャリアを考えるは、ダイレクト販売価格(15％Off)のご用意はございません。

★Ｗｏｒｄ

1014 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ　Office365・Office2019対応 ¥1,357 ¥1,153

1011 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ２０１６ ¥1,357 ¥1,153 ¥1,867 ¥1,663

1010 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ２０１３ ¥1,357 ¥1,153 ¥1,867 ¥1,663

1009 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ２０１０ ¥1,357 ¥1,153 ¥2,237 ¥2,033

2107 機能ごとにSTEP　UP!　Officeソフトで作る文書ドリル全５５題 ¥1,295 ¥1,100

2118 日本語ワープロ技能標準試験過去問題集　改訂版 ¥1,357 ¥1,153

★Ｅｘｃｅｌ

1114 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ　Office365・Office2019対応 ¥1,357 ¥1,153

1111 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ２０１６ ¥1,357 ¥1,153 ¥1,867 ¥1,663

1110 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ２０１３ ¥1,357 ¥1,153 ¥1,867 ¥1,663

1109 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ２０１０ ¥1,357 ¥1,153 ¥2,237 ¥2,033

1335 使える技術が身につく　Excel問題集 ¥1,295 ¥1,100

1348 表計算技能標準試験過去問題集　改訂版 ¥1,357 ¥1,153

★Ａｃｃｅｓｓ / ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

1216 誰でも使えるデータベース！Access(Office2016/2019・Office365対応) ※別冊問題集付き ¥2,095 ¥1,780

1212 誰でも使えるデータベース！Access2013/2010対応 ※別冊問題集付き ¥2,095 ¥1,780

1411 ﾄﾞﾘﾙでﾏｽﾀｰ！　PowerPoint＆プレゼンテーション (Office2016/2019・Office365対応) ¥1,455 ¥1,236

1340 ﾄﾞﾘﾙでﾏｽﾀｰ！　PowerPoint2013＆プレゼンテーション ¥1,455 ¥1,236

1338 ﾄﾞﾘﾙでﾏｽﾀｰ！　PowerPoint2010＆プレゼンテーション ¥1,455 ¥1,236 ¥2,335 ¥2,116

★セット販売テキスト特別価格

完全マスターＷｏｒｄ（２０１０、２０１３、２０１６、２０１９いずれか）と

Officeソフトで作る文書ドリル全55題　のセット

完全マスターＥｘｃｅｌ（２０１０、２０１３、２０１６、２０１９いずれか）と

「使える技術が身につく」Ｅｘｃｅｌ問題集　のセット

リファレンス
動画

リファレンス
動画

リファレンス
動画

リファレンス
動画

リファレンス
動画

リファレンス
動画

ダイレクト
販売価格

\2,253
↓

\2,075

\2,253
↓

\2,075

通常
販売価格

ダイレクト
販売価格

ダイレクト
販売価格

NESSｾｯﾄ通常
販売価格

NESSｾｯﾄ通常
販売価格

NESSｾｯﾄ
ﾀﾞｲﾚｸﾄ価格

通常
販売価格

ダイレクト
販売価格

NESSｾｯﾄ通常
販売価格

NESSｾｯﾄ
ﾀﾞｲﾚｸﾄ価格

通常
販売価格

通常
販売価格

ダイレクト
販売価格

\2,653
↓

\2,442

No. テ キ ス ト 名

No.

No.

No.

テ キ ス ト 名

テ キ ス ト 名

テ キ ス ト 名
NESSｾｯﾄ

ﾀﾞｲﾚｸﾄ価格

No. テ キ ス ト 名

No.

NESSｾｯﾄ通常
販売価格

通常
販売価格

ダイレクト
販売価格

ダイレクト
販売価格

1038
1039
1040
1041

1143
1144
1145
1046

\2,653
↓

\2,442

No.

テ キ ス ト 名

通常
販売価格

テ キ ス ト 名
通常

販売価格

NESS付き

NESS付き

NESSｾｯﾄ
ﾀﾞｲﾚｸﾄ価格

NESS付き

NESSｾｯﾄ通常
販売価格

Webﾃｽﾄｾｯﾄ通常
販売価格

Webﾃｽﾄｾｯﾄ
ﾀﾞｲﾚｸﾄ価格

NESSｾｯﾄ
ﾀﾞｲﾚｸﾄ価格

◆ お問合せ・お申込み◆

http://noa-prolab.co.jp/
tel ０６－６３７７－９５００
fax ０６－６３７７－９５０３
e-mail  info@noa-prolab.co.jp



noa出版　TEL：０６－６３７７－９５００　/　FAX：０６－６３７７－９５０３ ご依頼日　　　　年　　月　　日

※下記表示価格はすべて税込(10%)です。　※Web教材NESS・Webﾃｽﾄの金額はセット価格となります。

★情報基礎教育 ★Ｗｏｒｄ

No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量 No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量

1382
イチからしっかり学ぶ！　Office基礎と情報モラル
 Office365・Office2019対応　（NESS付)

¥1,426 冊 1014
繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ
Office365・Office2019対応

¥1,153 冊

1381
イチからしっかり学ぶ！　Office基礎と情報モラル
 Office2016対応　（NESS付)

¥1,426 冊 1011 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ２０１６ ¥1,153 冊

1380
イチからしっかり学ぶ！　Office基礎と情報モラル
 Office2013・2010対応　（NESS付)

¥1,426 冊 7049 【Web教材NESS】　完全マスター　Ｗｏｒｄ２０１６ ¥510 名分

1366
つくりたい！がカタチになる
学生のためのOfficeスキル活用＆情報モラル（リファレンス動画付）

¥1,126 冊 1010 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ２０１３ ¥1,153 冊

1365
つくりたい！がカタチになる
学生のためのOffice2016＆情報モラル（リファレンス動画付）

¥1,126 冊 7045 【Web教材NESS】　完全マスター　Ｗｏｒｄ２０１３ ¥510 名分

7050 【Web教材NESS】　Office2016＆情報モラル ¥510 名分 1009 繰り返して慣れる！　完全マスターＷｏｒｄ２０１０ ¥1,153 冊

1363
身近なテーマで作って学ぶ！
学生のための　Office2013＆情報モラル

¥1,080 冊 7036 【Web教材NESS】　完全マスター　Ｗｏｒｄ２０１０ ¥880 名分

7040 【Web教材NESS】　Office2013＆情報モラル ¥510 名分 2107 機能ごとにSTEP　UP!　Officeソフトで作る文書ドリル　全５５題 ¥1,100 冊

1354 学生のためのアカデミック情報リテラシー  2016対応 ¥1,247 冊 2118 日本語ワープロ技能標準試験過去問題集　改訂版 ¥1,153 冊

1353 学生のためのアカデミック情報リテラシー  2013対応 ¥1,247 冊
★Ｅｘｃｅｌ

1349 これだけは知っておこう！　情報リテラシー【第4版】 ¥990 冊 No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量

7039 【Web教材NESS】　情報リテラシー ¥440 名分 1114
繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ
Office365・Office2019対応

¥1,153 冊

1359 情報倫理ハンドブック　2021年度版 ¥312 冊 1111 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ２０１６ ¥1,153 冊

9513 【Webﾃｽﾄ】　情報倫理ハンドブック ¥210 名分 7048 【Web教材NESS】　完全マスター　Ｅｘｃｅｌ２０１６ ¥510 名分

1355 情報倫理ハンドブック　英語版 ¥476 冊 1110 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ２０１３ ¥1,153 冊

9519 【Webﾃｽﾄ】　情報倫理ハンドブック英語版 ¥210 名分 7044 【Web教材NESS】　完全マスター　Ｅｘｃｅｌ２０１３ ¥510 名分

1521 繰り返して慣れる！　Office演習ドリル全489題　2016対応 ¥1,125 冊 1109 繰り返して慣れる！　完全マスターＥｘｃｅｌ２０１０ ¥1,153 冊

1372 繰り返して慣れる！　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ２０１６ ¥1,080 冊 7037 【Web教材NESS】　完全マスター　Ｅｘｃｅｌ２０１０ ¥880 名分

1371 繰り返して慣れる！　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ２０１３ ¥1,080 冊 1335 使える技術が身につく　Excel問題集 ¥1,100 冊

1370 繰り返して慣れる！　Ｗｏｒｄ＆Ｅｘｃｅｌ２０１０ ¥1,080 冊 1348 表計算技能標準試験過去問題集　改訂版 ¥1,153 冊

★情報活用力 ★Ａｃｃｅｓｓ / ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量 No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量

1508
考える 伝える 分かちあう 情報活用力
(専用Webツール「NEST」付・教材ﾃﾞｰﾀ込）第4版

¥2,226 冊 1216
誰でも使えるデータベース！
Ａｃｃｅｓｓ（Office2016/2019・Office365対応）※別冊問題集付
き

¥1,780 冊

1522 実践ドリルで学ぶ　Ｏｆｆｉｃｅ活用術 （リファレンス動画付） ¥1,126 冊 1212
誰でも使えるデータベース！
Ａｃｃｅｓｓ2013/2010対応　※別冊問題集付き

¥1,780 冊

1510
実践ドリルで学ぶ　Ｏｆｆｉｃｅ活用術 2016対応
（リファレンス動画付）　在庫限り

¥1,126 冊 1209
誰でも使えるデータベース！
Ａｃｃｅｓｓ2007対応 　    ※別冊問題集付き　在庫限り

¥1,780 冊

1516 実践ドリルで学ぶ　Ｏｆｆｉｃｅ活用術 2013対応 ¥1,080 冊 1411
ﾄﾞﾘﾙでﾏｽﾀｰ！　PowerPoint＆プレゼンテーション
（Office2016/2019・Office365対応）

¥1,236 冊

1391
活用事例でわかる!　統計リテラシー
～数学が苦手でも大丈夫!～

¥1,558 冊 1340 ﾄﾞﾘﾙでﾏｽﾀｰ！　PowerPoint2013＆プレゼンテーション ¥1,236 冊

1511 自ら　考える　判断する　行動する　仮説⇔検証 ¥1,335 冊 1338 ﾄﾞﾘﾙでﾏｽﾀｰ！　PowerPoint2010＆プレゼンテーション ¥1,236 冊

1520 レポート・論文作成に役立つ　文書表現力 ¥865 冊 7035 【Web教材NESS】　PowerPoint2010 ¥880 名分

1523 自分ごとからはじめよう　ＳＤＧｓ探究ワークブック ¥1,650 冊

※ＳＤＧｓ探究ワークブックは、ダイレクト販売価格(15％Off)のご用意はございません。

★Ｒａｓｔｉ　＋　情報活用力テキストセット ★セット販売テキスト特別価格　

No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量 No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量

考える　伝える　分かちあう
情報活用力 ＋ Ｒａｓｔｉ２回受験

完全マスターＷｏｒｄ（2010、2013、2016、2019いずれか）と

受験日　　　月　　　日　　～　　　　月　　　日 Officeソフトで作る文書ドリル全55題　 のセット

★キャリアデザイン
完全マスターＥｘｃｅｌ（2010、2013、2016、2019いずれか）と

No. テ キ ス ト 名
ダイレクト
販売価格

数量 「使える技術が身につく」Ｅｘｃｅｌ問題集　のセット

1512
キャンパスライフデザインBook
社会で活躍できる「なりたい自分」への道のり

¥562 冊

9515 【Webﾃｽﾄ】　キャンパスライフデザインBook ¥350 名分

1515 なりたい自分を目指す　シューカツワークBook ¥748 冊

9517 【Webﾃｽﾄ】　シューカツワークBook ¥410 名分

1517 はじめてでも大丈夫！シューカツトレーニングBook　初級編 ¥865 冊

1518 分かるから楽しい！シューカツトレーニングBook　中級編 ¥865 冊

1519 ライバルに勝てる！シューカツトレーニングBook　上級編 ¥865 冊

1525 Society5.0のキャリアを考える ¥1,650 冊

※Society5.0のキャリアを考えるは、ダイレクト販売価格(15％Off)のご用意はございません。

名　称

住　所

〒

　　　　　　　　ＴＥＬ:

　　　　　　　　ＦＡＸ:

送り先住所（　同上  ・  送付先相違 ）〒

　　　　　　　 ＴＥＬ:

ご使用先生名：　　

[通信欄]

※弊社は、個人情報に関して適用される法令、規範を遵守いたします。  詳しくは、弊社Webサイト、プライバシーポリシーをご確認ください。

 　http://noa-prolab.co.jp/store/guide/privacy.php

SCHOOLING TEXT 注 文 書　（2021年1月12日改訂）

　●書店を経由しないﾀﾞｲﾚｸﾄ販売価格(約15%off）と通常販売価格があります。
　●Office2007対応の教材をご希望の場合は、お問い合わせください。（在庫限り）
　●教材データのダウンロードが可能なテキスト（テキスト裏面に記載）については、
　　右記ＵＲＬよりダウンロードできます。　http://noa-prolab.co.jp/download/
　●セット販売価格は、お申し込み数量が同数の場合にご利用いただけます。
　　※Webテスト・NESSは同数またはそれ以下の場合にご利用いただけます。
　●Webテスト・NESSの単独購入をご希望の方は、noa出版までお問い合わせください。

［お支払方法］※どれかにチェックを入れてください。
　□代金引換　　□郵便振替　　　□銀行振込（　　　　　　　銀行　　　　　支店より振込）

＊ご注文金額が１万円以上の場合、送料は無料です。
　１万円未満の場合は別途送料（全国一律840円）がかかります。
  また、代金引換での発送となります。（代引手数料は送料に含む）
＊個人でのご注文や初めてのご注文などご注文金額やお取引状況により
  代引もしくは前払をお願いすることがあります。ご了承ください。
　（別途代引手数料、振込手数料がかかります。）
＊表示価格はすべて税込(10%)です。

お支払条件がございましたらご記入ください。

　　　　　　　　　　お支払い：　　　　　　日締切　　　　　　日支払

¥5,363

ｾｯﾄ

 　　　　　　　ご担当者名：

9622

1038
1039
1040
1041

1143
1144
1145
1146

特別価格
\2,075

特別価格
\2,075

ｾｯﾄ

ｾｯﾄ

テキストご使用講座（対象者）＊あてはまるものに○をつけてください。

　本科生対象・委託訓練講座・市民講習会・IT講習・その他（   　　　　　　）

ご希望納期 月 日


