
キャンペーン期間 　 2018年11月16日㈮▶2019年1月31日㈭

プレゼント番号

5千-2

日頃より青山学院へご支援賜り、深く感謝申し上げます。
このたびスタートアップキャンペーン大好評につき、パワーアップキャンペーンとしてリニューアル致しま
した。上記期間中「万代基金」へご寄付頂いた方にプレゼントをお贈り致します。青山学院の校友の方々に
ご協力頂き、さらに魅力的なプレゼントを取り揃えておりますので、ぜひご寄付ください。

1回のご寄付でプレゼント1点お選び頂けます。
プレゼントご紹介

※写真はイメージとなります。

5,000円コース
冨士ハム
特製ロースハム１本（700g）

青山学院購買会
青学カレー５個セット

芳翠園
神宮司庁御用達銘茶　煎茶・豆菓子詰合せ

アイビーホール（青学会館）
ルミエール赤ワイン ”Aoyama Gakuin" ラベル

寛永堂
黒豆茶・黒豆茶ぜりぃ詰合せ

梅花亭
和菓子詰合せ 8 個セット

夢心酒造
日本酒 2 本セット

青山学院購買会
青山学院マーク入り文具セット

国産豚を使ったロングセラーのロースハムで
す。アレルゲンは豚のみとなっており、お子
様にも安心してお召し上がりいただけます。

（上級JAS規格）クール便でお届けします。

� 賞味期限：製造日より50日

学食日本一に輝いた青山学院大学の学食
カレーをレトルトにしました。学食研究
家の唐沢明氏も推薦。是非、ご賞味くだ
さい。

� 賞味期限：製造日より１年

「常においしいお茶を作る事」にこだわり続ける芳翠
園。独自の深蒸し製法によるまろやかな口当たりの
煎茶。優良契約農家の抹茶をふんだんに使用した茶
葉の香りと甘みが広がる抹茶豆。伊勢神宮ゆかりの
銘茶と濃厚な茶葉を感じられる抹茶豆をお届けいた
します。（煎茶80g・抹茶豆80g）

　賞味期限：製造日より300日

1885年いち早く葡萄酒の製造を始め、最高
品質にこだわり世界に通じるワインを造り続
けています。国際コンクール「モンドセレク
ション」大金賞をはじめ多くのコンクールで
入賞し、世界が高く評価するワインです。ミ
ディアムボディ、和洋中問わず、様々な料理
に良く合います。容量：750ml

自然の滋養を豊かに蓄えた黒豆を
一粒一粒自家焙煎した黒豆茶と、
ほのかに香ばしく後味すっきりの
黒豆茶ぜりぃを詰合せでお届けい
たします。黒豆茶(1缶)・黒豆茶ぜ
りぃ(3個)。常温便でお届けします。
� 賞味期限：いずれも約120日

昔ながらの製法「手造り」を守り、心をこ
めた本物の味をお届けします。防腐剤等を
使っておりませんので安心して召し上がっ
て頂けます。風味を損なわないうちにお召
し上がり下さい。常温便でお届けします。
賞味期限：出荷日より6日～10日（商品に
よって異なります）

2015年にロンドンで開催されたインター
ナショナルワインチャレンジにおいて普通
酒の部門で世界一になった「普通酒　夢心」
と雑誌「Dancyu」において鍋に一番合うと
認められた「純米酒　奈良萬」を組み合わ
せました。容量：各720ml

青学生に、ご愛用いただいている
文房具を集めました。

【内容】
ボールペン（緑）、シャープペン

（青）、B5リングノート、A4書類
フォルダー（キングジム№770）
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プレゼント番号
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ご 寄 付 を 頂 い た み な さ ま に 感 謝 を こ め て

万代基金 パワーアップキャンペーン



20,000円コース
ハヤシフルーツ
クラウンメロン１玉

寛永堂
青山学院オリジナル詰合せ

芳翠園
神宮司庁御用達銘茶　名人憲太郎詰合せ

冨士ハム
ホワイトロースハム（約1.5㎏）

日山
国産黒毛和牛しゃぶしゃぶ（約700g）

梅花亭
和菓子詰合せ 24 個セット

夢心酒造
日本酒 3 本セット

青山学院購買会
青山学院マーク入り雑貨セット

1本の木から1個しか収穫しない一木
一果のクラウンメロン。宮中晩餐会の
デザートとしても用いられています。
常温便でお届けします。
3～4日で食べごろの状態のものを発
送いたします。常温にて保存いただき、
召し上がる1～2時間前に冷やしてお
楽しみください。

黒豆の故郷、丹波の地で自家焙煎した黒豆
茶を水の代わりに使用した、香り高い和菓
子の数々を青山学院オリジナルの詰合せ
でお届けいたします。黒豆茶(4袋)、黒豆
絞り(3袋)、仙洞の石(1箱16個入り)、黒
豆寒天よせ(3個)。常温便でお届けします。
賞味期限：
約10日～(商品によって異なります)

最高級銘茶「名人憲太郎」は、35,000人の
秘書が選ぶ「接待の手土産2017・2018」
にて特選を連続受賞いたしました。独自
の深蒸し製法により、お湯では芳醇な香
りと旨みを、水出しではさわやかな甘み
を愉しむことができます。伊勢神宮ゆかり
の銘茶をお楽しみください。（煎茶80g・ほ
うじ茶30g）� 賞味期限：製造日より300日間

確かな目利きによって選ばれた
上質な和牛をお届けいたします。
お好みの湯どうし加減で、和牛
ならではのコクと旨みをご堪能
ください。クール便にてお届け
します。

　 消費期限：発送日より4日間

昔ながらの製法「手造り」を守り、
心をこめた本物の味をお届けし
ます。防腐剤等を使っておりま
せんので安心して召し上がって
頂けます。風味を損なわないう
ちにお召し上がり下さい。常温
便でお届けします。

世界一になった「普通酒　夢心」、
WOWOW「銘酒誕生物語」 でお
燗がおいしいと紹介された「純米大
吟醸　奈良萬」と日本酒業界内最高
の賞である全国新酒鑑評会において
2015年、2017年に金賞を受賞した

「純米大吟醸　夢心」の３本を組み合
わせました。容量：各720ml

毎日お使いいただける3点セッ
トです。

【内容】
トートバッグ（縦29㎝×横38㎝
×マチ10㎝）、バスタオル（縦
140㎝×横70㎝）、タンブラー

（300ml）

国産豚の厳選した豚ロース肉（リ
ブロース）のみを使用し、肉質部
分や脂肪部分の旨みを引き出すた
めの液漬け製法によりロース肉の
原型を残しています。クール便で
お届けします。

� 賞味期限：製造日より約50日
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プレゼント番号

2万-6
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Be the Differenceとは「わたしたちは、与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜物を持って
います（聖書 ローマ12：6）」から導かれた経営スローガンで、青山学院が経営上の判断をする際に 
最上位に置くべき価値観を分かりやすく表現したものです。
“世界は一人ひとりの力で変えられる”
2017年11月16日の創立記念日に発表された新経営宣言はこれからを生きる人を育てる学校としての青山学院の決意宣言です。

青山学院・新経営宣言 をご存じですか？R

賞味期限：
出荷日より6日～10日（商品によって異なります）



プレゼント番号
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キャンペーン概要

個人情報のお取り扱いに関するご案内
ご提供いただいた個人情報は、寄付の受付、プレゼントの配送、寄付金受領証の発行および「募金管理」業務
（寄付者台帳作成、礼状発送等）以外には利用する事は無く、適正に保管いたします。

キャンペーン期間

お申込方法

※寄付の種類は「万代基金（パワーアップキャンペーン）」をご選択ください。

1　インターネット募金

2　郵便局・ゆうちょ銀行からのお振り込み（手数料無料、添付の専用払込取扱票を必ずお使いください）

青山学院　募金 検索 もしくは

50,000円コース
ハヤシフルーツ
クラウンメロン２玉

青山学院マーク入り盃（純銀製）

銀座山形屋
メンズパターンオーダーシャツお仕立券 1 枚

日山
国産黒毛和牛すき焼き肉（約1,000g）

蛇の目ミシン工業
オリソスマートアイロン TG1600

青山学院購買会
青山学院マーク入りプレミアムセット

1本の木から1個しか収穫しない一木
一果のクラウンメロン。宮中晩餐会の
デザートとしても用いられています。
常温便でお届けします。
3～4日で食べごろの状態のものを発
送いたします。常温にて保存いただき、
召し上がる1～2時間前に冷やしてお
楽しみください。

青山学院のマークを中央に
刻みました。
飾りにも実用にもご利用い
ただけます。

寸法：直径75㎜×高さ25㎜
重量：45g

専門スタッフが採寸し国内にて仕立てるメン
ズパターンオーダーシャツのお仕立券です。
厳選した生地から色柄を選び、襟型等デザ
インとネーム刺繍を選べます。関東、北海道、
大阪の店舗と東京、大阪の訪問販売部署で
利用できます。利用期限：3年間
※取扱い店舗・部署の詳細は「銀座山形屋」
HPをご参照ください。

確かな目利きによって選ばれ
た上質な和牛をお届けいたし
ます。和牛ならではの旨みと
口に入れてトロけるような食
感をご堪能下さい。クール便
にてお届けします。

�消費期限：発送日より4日間

スタンフォード大学在学中にイーサン・アリ
ポワ氏が発明、米国特許を取得し商品化し
た世界で唯一！足が生えたアイロンは、自
動で底面が持ち上がり焦げ付きを防ぎま
す。段取りのつどアイロンを立てる必要も
なく、手首や肘に負荷なく、効率よく安全
に使えます。
サイズ：幅154㎜×長さ320㎜×高さ201㎜　
質　量：2.04㎏ (満水時）/1.68㎏（空水時）

青山学院購買会の人気商品の詰合せ
をお届けします。

【内容】
ボールペン（パイロット、カヴァリエ

（緑））、牛革名刺入れ、キーリング、
多機能バッグ（縦37㎝×横39㎝×マチ
11㎝）、コロンバンクッキー（33枚入り）
� 賞味期限：製造日より45日
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NEWNEW

2018年11月16日㈮▶2019年1月31日㈭ ご寄付申込分

インターネットでのお申込の方は、
システムの都合上、11月30日㈮までのお申込分が
2018年分の確定申告の対象となります。

以下の２つの方法のみ受付けております。



R

青山学院・新経営宣言

世界は一人ひとりの力で変えられる

よくあるご質問

青山学院 学院連携本部　　〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
フリーアクセス：0120-900-420　　E-mail：ag-mandai@aoyamagakuin.jp

受付可能時間：平日10時〜16時（土日祝除く）
※冬期休業につきましては学院ホームページをご覧ください。

上記以外のご質問は、青山学院 学院連携本部までお問合せください。

今回のキャンペーンの寄付で税制優遇措置は
受けられますか。

プレゼントの送付先を異なる住所にできますか。

届いたプレゼントに不都合がある場合の連絡
先はどこですか。

発送日または配達時間帯指定はできますか。

思ったプレゼントと違ったので返品できますか。

1回 1万円を寄付する場合、5,000 円コー
スから 2点のプレゼントを選べますか？

はい。最大で約 50％の寄付金控除を受ける
ことができます。詳しいご案内は払込取扱票
の裏面をご覧ください。

申し訳ございませんが、ご寄付いただいた方
へのお届けとなります。

お届けしたプレゼントに不都合があった場合
は青山学院 学院連携本部まで速やかにお知
らせください。
受付可能時間： 平日 10 時～ 16 時（土日祝除く）

フリーアクセス：0120-900-420

申し訳ございませんが、発送日・配達時間帯
のご指定はいただけません。

申し訳ございませんが、返品対応はお受けで
きません。

その場合は 1 点のみとなります。5,000 円
コースから 2 点のプレゼントをご希望の場
合は、2 回に分けてご寄付下さい。
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問合せ先

プレゼント発送に関するご案内
■ プレゼントの発送はお申込月の２ヶ月後の発送になります。
■ 受取日の指定はできません。ご了承の上、お申込みください。
■ ご寄付いただいた方のご住所にお届けいたします。（日本国内のみ）
■ �万が一、お届けしたプレゼントに不都合がございましたら青山学院�学院連携本部（0120-900-420）まで
お知らせください。

申込から発送

11月申込 １月中旬発送 （1／11〜20）

１月申込 ３月上旬発送 （3／1〜10） ※11月申込のみ 1月中旬発送となります。

12月申込 ２月上旬発送 （2／1〜10）


