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ケータイで英語を学べるiモード公式サイト「TOEIC®テストケータイマスター」

映像・音声コンテンツでマルチメディアに
英語学習できるFOMA対応版提供開始
モバイルラーニングサービスの企画・開発・運営を事業主体とする株式会社ビズコム・ジャパン（本社：東京都港区、代
表取締役社長：小原恒太、以下「ビズコム」）は、世界約 60 カ国で実施される 英語コミュニケ ーションテスト
「TOEIC®TEST※1」に準拠し、出題形式に沿ってケータイで学習することができる i モード公式モバイルラーニングサイト
「TOEIC®テストケータイマスター」FOMA※2 対応版サービスを開始いたしました。FOMA のマルチメディア機能を活かし、i
モーションを利用した音声と画像の同時視聴が可能な学習コンテンツを提供することで、TOEIC®TEST の Part1（写真
描写問題）に限りなく近い出題形式の問題を携帯電話で体験し学習を進めることが可能となりました。また、全てのリス
ニングパート、さ らに 長文問題を除 く読解問題に 対応 し、携帯電話単体で総合英語 学習ができる 画期的 な
TOEIC®TEST 対策サービスを提供いたします。また、新サービス開始を記念し、11 月 14 日より 12 月 5 日まで、ドコモコ
イン 500 円分を 1,000 名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
TOEIC®TEST は、英語によるコミュニケーション能力を測定するテストとして、現在
約 60 カ国で実施され、年間約 450 万人が受験しています。わが国では企業、官公庁、
学校等で自己啓発や英語研修の効果測定、英語能力測定などに利用され、2004
年度では 143 万 3 千人が受験しました。とくにビジネスにおける英語能力の基準として
知られており、企業等における海外出張や駐在の基準、昇進・昇格の要件としても利
用されています。また、大学・短大では英語課程の単位認定や推薦入試などでも利
用されています。TOEIC®TEST は 7 つの Part から成り、Part1 から Part4 までは英語
の聞き取り能力を試すリスニングセクション、Part5 から Part7 は語彙力・文法・読解力
を試す文章題が中心のリーディングセクションで構成されています。一般公開試験は年
7 回、このほか、各企業・学校単位でも随時実施されています。
「TOEIC®テストケータイマスター」は いつでも持ち歩いている携帯電話を利用し、日
常生活の合間に効果的に英語学習できるコンテンツとして 2000 年 8 月より i モード公
式サイトとしてサービスを開始しました。TOEIC®TEST に準拠し、リーディングセクション
の対策を中心に語彙力・文法力アップに繋がる問題を毎日配信しています。いつでも
どこででも、ちょっとした時間を利用して英語のスキルアップに繋げることができるモバイル
ラーニングサイトとして、TOEIC®TEST 受験者はもとよりビジネスマン、OL、学生など幅
広いユーザーに利用されてきました。
このほど新たにサービス提供を開始した「TOEIC®テストケータイマスター」FOMA 対
応版では、FOMA の動画対応サービス「ｉモーション」の機能を利用し、映像と音声の同
時視聴により TOEIC®TEST のリーディングセクション、リスニングセクションの全面に対応
した英語学習を携帯電話単体で実現できるようになりました。コンテンツの詳細内容は
次頁の概要をご参照ください。
※1 TOEIC（トーイック）とは Test of English for International Communication の略称で、米国
にある非営利のテスト開発機関である Educational Testing Service(ETS)によって開発・制作され
ています。日本における TOEIC テストの実施・運営は財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会
TOEIC 運営委員会が行っています。
※2 「FOMA／フォーマ」は株式会社 NTT ドコモが 2001 年 10 月から本サービスを開始した、アナロ
グ、PDC に次ぐ第 3 世代の携帯電話サービスです。高速な通信速度を生かして動画や音声を配信
するサービス「i モーション」もこの FOMA のサービスの一つとして提供されています。

≪TOEIC®テストケータイマスター 概要≫
■ユーザーの学習の進め方に沿って英語学習問題を毎日配信
TOEIC®テストケータイマスターでは、TOEIC®TEST 本番テストと同じ形式の問題を携帯
電話コンテンツとして配信し、個人の進め方にあわせて学習に取り組める画期的なモバイ
ルラーニングコンテンツです。FOMA 対応版では DailyTraining として、TOEIC®TEST の
Part1 写真描写問題、Part2 応答問題、Part3 会話問題、Part4 説明文問題、Part5
英文穴埋め問題、Part6 誤文訂正問題を配信します。また、毎日の繰り返し学習をサ
ポートするためのメールサービスも実施しています。

■i モーションの動画再生機能を利用し、TOEIC®TEST の Part1 リスニング問題に対応
i モーションを利用し、TOEIC®TEST の Part1 写真描写問題の出題に対応しました。
Part1 問題とは、1 枚の写真について 4 つの短い説明文が音声で流れ、最も的確なも
のを選択するというリスニング問題です。TOEIC®テストケータイマスターでは、ｉモーション
ムービーを利用し、写真映像と音声を同時に視聴することができ、TOEIC®TEST の
Part1 問題形式に沿った出題方法を完全に再現しています。
TOEIC®TEST 受験を意識しなくても、映像と音声による日常的な英語に気軽に親し
めるコンテンツとして多くの方に利用していただけるコンテンツです。
■単語クイズでタイムアタック！ゲーム「ボキャビルレーシング」
ある単語の説明文を読み最も適切なものを次々と選択していく単語クイズゲームです。
難易度の異なる４つのレースから自分のレベルにあったレースに挑戦できます。レース結
果はタイムと正解率。この数値を元に集計したレース毎のランキングで常に自分の順位
をチェックしてライバルとの実力の差も同時にチェックできます。また、上位 30 名は勝利
のコメントが残せるので意欲も倍増。ゲーム感覚で英単語マスターに近づけます。
■学習者の為のコミニュティツールの提供
掲示板・アンケート集計など、学習者同士の繋がりを大切にしたコミニュティツールを提
供しています。
■多彩な学習モードを用意
各パートはそれぞれ初級・中級・上級と学習者のレベルに合わせた問題レベルを選択
することができます。さらに、学習可能な全てのパートには、問題と解説が 1 問毎に表示される通常の学習モード
をはじめ、過去に間違えた問題を中心に出題する苦手問題モード、本試験の気分そのまま次々に問題に挑戦す
る検定モードなど多彩な学習モードを用意。サイト内では「TOEIC®テストケータイマスター」活用テクニックも公開
しています。

NTT DoCoMo i モード公式サイト 「TOEIC®テストケータイマスター」
アクセス方法： メニューリスト → 働く／住む／学ぶ → STUDY/資格 → 「TOEIC®テストケータイマスター」
利用金額： 月額 315 円（税込）
i モード専用：http://www.i-bizcom.net/toeic/index.cgi
PC より：http://www.bizcom.co.jp/txt/mobile/index.html

※i モード用 QR コード

株式会社ビズコム・ジャパン / 問題提供 株式会社ライトハウス

≪「TOEIC®テストケータイマスター」FOMA 版提供開始キャンペーン開催！≫
■期間中マイメニュー登録された方の中から 1,000 名様にドコモコイン 500 円分プレゼント！！
「TOEIC®テストケータイマスター」FOMA 対応版提供開始を記念して、期間中「TOEIC®テストケータイマスター」
にマイメニュー登録をして頂いた方の中から、抽選で 1,000 名様にドコモコイン 500 円分をプレゼント致します。ドコ
モコインは、NTT ドコモの携帯電話料金支払いに利用できるデジタルポイントです。1 コイン=1 円として換算されま
す。なお、当選者へのドコモコインの配布は 12 月末頃の予定です。
応募期間： 2005 年 11 月 14 日(月) 〜 2005 年 12 月 5 日(月)

≪株式会社 ビズコム・ジャパン について≫
ビズコム・ジャパンは、モバイルおよびインターネットを活用した教育事業全般に取り組むベンチャーです。モバイルおよびイン
ターネットに関するコンテンツおよびシステムの企画、開発、運営、コンサルティング、企業内社員に対する教育・研修およびセ
ルフトレーニングの企画、開発、運営、コンサルティング、書籍、デジタルメディア等の企画、制作、出版、販売および著作
権管理等を行っています。
代表者
所在地
設 立
資本金
URL ：

： 代表取締役社長 小原 恒太
： 東京都港区南青山 2-2-8ＤＦビル 8Ｆ
： 1998 年 10 月
： 1 億 8950 万円
http://www.bizcom.co.jp/
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「TOEIC®TEST」は ETS の登録商標です。
「FOMA/フォーマ」「i モード」「i モーション/アイモーション」は株式会社 NTT・ドコモの登録商標または商標です。

