
㈱マスマスター_1%演算製品紹介書



1. 製品サービス / ソリューションについて

参考動画(kor) : https://youtu.be/XCfCLyo3uXE

サービス対象 | 小学校全学年(1年 – 6年)
サービス構成 | 計算アプリケーション + 学習管理機能

分かりやすく、楽しく学習できるモバイル有料計算コンテンツ



1. 製品サービス / ソリューションについて

カートに果物を集めてください。

2．入力ボタンをｸﾘｯｸ 上の式が完成するようにマスに数字を
入れてください。

1．正解を入力

はかりに表示された数字になるように錘を載せましょう。
計算結果が同じものをｸﾘｯｸしましょう。

次の絵を見て、ヨコの計算式の正解を選んでください。

下の数になるように動物を動かしましょう。

入力

次の絵を見て、タテの計算式の正解を選んでください。
足し算をやりましょう。

モノ(オブジェクト)を自分で
動かしながら概念を理解

表現される数、図形で
足し算/引き算の概念を理解

多彩なゲーム形式の
タテ/ヨコの計算式

方程式計算
(代入法)

1,300余りの多様なスマート計算学習コンテンツを提供

左右の皿のパンの数が同数に
なるように動かしましょう 2．入力ボタンをｸﾘｯｸ

1．正解を入力

双方が同じ重さになるように錘を載せましょう。色の違うリングの数を比較し、引き算を計算しましょう。 計算の結果が大きいパラシュートはどちら?

同じ数で割りましょう

入力



学生の特性に応じた4種類の学習方法

毎日勉強する習慣を身につける今日の学習ゲーム感覚で楽しく勉強する計算ワールド

子供たちが好むケーム方式の進め方

基礎の概念から順序を追って学習を進める

学習の成果に応じて「星」を提供

完璧にクリアすることで学業への達成感を覚える

学習の成果に応じた宝石(リワード)を提供

毎日5つの新たな計算学習を提供

自動採点・学習時間の記録・ランク(等級)分析

3回の反復学習により、ミスをしない完璧な計算能力を習得

1回目、2回目、3回目の学習結果の分析を提供

学習設定により、20余りの難度から選択できる

計算ワールド

ゲームセンター

計算と頭脳開発を同時に！計算ゲームセンター

500余りの多様な単元から選び学習できる

ランク(等級)別メダルで学習別レベルを確認できる

できていない学習を選択的に補完・反復学習ができる

AI(人工知能)により、毎回新しい問題で学習できる

上位1%に挑戦：トップレベルの計算能力にチャレンジ・確認機能を提供

クラス別メダルで学習レベルを確認できます。

多彩なゲームにより、記憶力、瞬発力、正確性、スピードなど、計算のキーファクターを身につける

ゲームごとに10余りのLevelを提供し、ステップごとの学習を実施

左脳・右脳を発達させるゲームで構成

リアルタイムランキングによる達成感やチャレンジ精神の向上

ゲームセンター方式で計算への興味を刺激、学習へのモチベート向上

もぐもぐスピード計算 足し算・引き算ｶｰﾄﾞｹﾞｰﾑ

1％にチャレンジすることで正確かつ素早い計算能
力を身につけることができます。

ケビの国計算ラン

上位1％の実力にチャレンジする自由学習



1. 製品サービス / ソリューションの特徴

錘の重さや天秤はかり、水の量、値段の計算、距離の計算など、
計算が役立つ暮らしの中のコンテンツを目で見て覚えることで、
どうして計算が必要なのか、どういう場面で使われるかなどを実感として覚え
ることが出来ます。

いまも数字ばかり並べる反復学習をやらせていますか?

圧倒的な1%演算ならではの

スペシャルなスペシャルな学習コンテンツ！学習コンテンツ！

他の通信教材では提供しない独創的なスマートコンテンツの提供

モノを使った値段の計算距離の計算

スケールを使った重量計算天秤はかりを使った方程式問題 ビーカーを使った水の適量の計算

硬貨を用いた100の概念の学習



1. 製品サービス / ソリューションの特徴

うちの子は他の子より進んでいるようだけど、どうしたらいいの?

うちの子は他の子より遅れているようだけど、どうしたらいいの?

1%演算は全学年、全課程
無制限学習

小学生の保護者なら例外なく悩む計算学習を一気に解決

今の学年より
先行学習をしたい

できていないところを
補いたい

悩みをすっきり解消! 心配ご無用!

基礎的な計算力を
しっかりつけたい

基礎からやり直したいけど、どうしたらいいのな?



1. 製品サービス / ソリューションの特長

7歳、数字感覚、数字への好奇心の発達

6歳、数字的思考の発達

「1%演算」は数字感覚、数字への好奇心を刺激する

コンテンツで数字をビジュアルで示すため、

単に数字の暗記を繰り返すのではなく、概念を理解す

ることで頭脳発達につながります。

7歳ー8歳、計算学習を始めてもいいでしょうか?

数字 数の 頭脳

5歳、論理的思考の発達

7歳、数字感覚、数字への好奇心の発達
感覚

数の
概念

頭脳
発達

同じ数になるようにしましょう。



2. 製品サービス/ ソリューション –市場の反響

赤ちゃんパンダのアート教室：音楽と絵

3D運転教室

人気ランキング

インストール済みのアプリを表示

子供向けの食べ
物パズル

人気ランキング
最も評価が高かったゲーム
あなたへのおすすめ

空港のお仕事：魅
力的なゲーム

英単語200を覚え
ましょう：Sight

人気

人気 急上昇 売上げ
上位

人気有料

人気有料
売上げ
上位

急上昇

1%演算-小学校算数計算ドリル(1学…

インストール済み

別途マーケティング活動を行わず、口コミだけで5万件のダウンロード
及び人気ランキング/ 急上昇ランキング1-2位を達成

キッズ教育分野急上昇2位 – 19年11月 キッズ教育分野人気ランキング 2位 – 19年11月

オクトナッツとクジラサメ

赤ちゃんパンダのアート教室：音楽と絵

ジュニアネイバー –Jr.Naver

1%演算-小学校算数計算ドリル(1学…

インストール済み

人気 人気有料上位



2. 製品サービス / ソリューション –市場の反響

[プレイストアのレビューキャプチャー]

子供がスマホの画面から目を離しません。どうせ止めてもやるなら、役に立つものをやらせようと思い、
インストールしました～思ったより集中していますね。まだ小さい子供なので、難しい問題もあるようで
すけど、反復学習なので、何回かやっているうちにすぐ慣れるようです～数字に馴染んでもらうだけで
も大満足です。

チェリン
★★★★★ 2019年11月16日

小学校の算数をストレスなくゲームでやらせると子供の満足度も非常に高いですね。

本で勉強するよりはるかに楽しく、数学な苦手な私にもぴったりでした!!しかし、一つ残
念に思うのはまだ図表やグラフがないことですが、それ以外は重宝しています!!製作者
の方、リスペクトしてますよ!! これから国語版も是非お願いします!!!

こんにちは。ラチェさん。貴重なご意見有難うございます。つまらない、退屈な数学はさよなら

～これからは楽しい1%演算で頑張りましょう～弊社のアプリで地道に頑張れば、数学の実力

もそのうち伸びると思います～＾^ ご意見頂きました図表やグラフもできるだけ早く追加できるよ

うに頑張ります。今後はより力を入れて国語版や英語版も作成するようにいたします～＾＾改

善へのご要望やお問い合わせは070-4618-1616にいつでもお気軽にご連絡ください。

最近はYouTubeやスマホへの過度な依存が心配ですね。1%演算はスマホ依存症の心配が全く

ない教育用アプリです♡難しい数学が反復学習ですぐよくなるなんて感動ですね。これからもお

子様が数字をより身近なものとして受け入れるように、より充実したコンテンツをご提供します♡

★★★★★ 2019年11月24日

2019年11月19日

★★★★★ 2019年11月28日

Angryヨンヨンイ
★★★★★ 2019年11月19日

2019年11月30日

紙媒体の学習誌は見向きもしなかった娘がゲーム感覚のこのアプリには夢中になっています。私も
やってみましたが、ゲームみたいでなかなか楽しいですね。数学をゲーム感覚で楽しめるという発想‼!
素晴らしいと思います。お陰様で子供と楽しく勉強ができそうです～～ありがとうございます。UIも見や
すく、よくできています。

計算をゲーム感覚で楽しめるため、勉強を始める子供たちに大変役に立つと思います。そしてステッ
プを踏んで学習ができるため、勉強の習慣を身につける面で良いと思います。画面の切り替えも早く
ｷｬﾗｸﾀｰも可愛いので、いろいろと楽しめますね^^小学校数学を始める方におススメします!

小学校の算数をストレスなくゲームでやらせると子供の満足度も非常に高いですね。
アプリ内のインターフェースが非常に分かりやすいです。子供目線で作ったというのがよ
く分かります。私も子供の見よう見まねでやってみると実によくできているアプリだなと感
心しました。

子供目線で分かりやすく、学習できるように当社のデザイナーたちが力を入れて作成

しております～♡ストレスフリーでゲーム感覚で学習できる1%演算です♡♡より楽しく

面白いコンテンツをこれからも積極的に発表致します♡改善へのご要望やお問い合

わせはアプリ内のお問い合わせ機能でいつでもお気軽にご連絡ください。お客様の貴

重なご意見を最優先に反映致します。この度は貴重なご意見誠にありがとうござい

ました♡

3万人に選び頂いた1%演算～！実際ご利用頂くと、良質なコンテンツが満載です＾

＾/単純に問題を解くだけの計算ドリルはもうやめよう～！上位1%を目指してスピー

ディかつ正確な計算学習を始めましょう～

実際使ってみると、結構役に立ちます～特に上位1%を目指して頑張る仕組みですね。
これからも良質なコンテンツをどんどんアップして頂きたいです。

これからは計算をゲームのように～楽しめる1%演算です♡10年以上付き合わないといけない数

学。楽しく出来たらそれに越したことないですね♡1%計算はこれからも数学をより分かりやすく楽

しく学習できるように努力を惜しみません♡貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。これ

からもご期待に沿えるよう精進致します♡

2019年11月29日

2019年11月19日

チョ・ソングン
★★★★★ 2019年11月19日

2019年11月20日

シュークリームさん(Mom and two daughters)
★★★★★ 2019年11月20日

保護者からのコンテンツ使用後のレビュー及び満足度



3. 製品サービス / ソリューション–学校への納入実績(全国30校で使用中)

サイトマップ ホーム ログイン 入会

学校紹介 サンミョン教育 お知らせ 掲示板 入学/転入について 行政情報 教職員 広場 国際文化理解の場

グローバルリーダーの夢を育む

祥明小学校

グローバルリーダーの夢を育む

祥明(サンミョン)小学校

韓国の有名私立小学校、祥明小学校の全校生が2021年使用中 : 満足度非常に高い

お知らせします｜Global Leaderの夢を育む楽しい学校



3. 製品サービス / ソリューション –学習塾への納入実績

学習塾で最も使われている計算アプリのトップに輝く

全国2,000余りの小学生向け学習塾に採用されている



3. 製品サービス / ソリューション–大手企業への納入実績

AIにより、毎回新しいレベル別

計算学習をご体験ください!

1%演算

500余りの様々なスマート計算学習！
アイスクリームホームラン数学完成

1％演算 OPEN!

韓国のタブレット端末教育1位のアイスクリームホームラン数学完成領域の

メインプログラムに採用 (数十万人が使用中、満足度が非常に高い)



The smart innovation for students

この数になるように足し算を完成しましょう。

㈱マスマスターは教育的なスマート計算コンテンツにより、
グローバルなデジタル学習トレンドにおいて計算領域を
リードする企業です。 1promath@naver.com

代表 キム・ジヨン +82-10-9770-0231

足し算の結果がより大きい汽車を選んでください。


