
ご寄付をいただいたみなさまに感謝をこめて

青山学院 万代基金
ゴーアップキャンペーン

日頃より青山学院へご支援を賜り、深く感謝申し上げます。
ご寄付に対する感謝の気持ちを込めて引き続きキャンペーンを実施いたします。
青山学院の校友の方々にご協力をいただき、魅力的なプレゼントをご用意いたしました。
プレゼントをご提供くださる校友の方々の青山学院に対するメッセージと共にプレゼントを
ご紹介させていただきます。
ご寄付をいただいた皆様と校友の皆様を繋ぐ、青山学院ならではの青学コレクションです。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

※このキャンペーンは次回キャンペーンが開始いたしますと終了となります。

万代基金は青山学院で学ぶ全ての人たちのために使わせていただくものです。
その目的は給付型奨学金（フィナンシャル・エイド）と教育研究資金（AOYAMA VISION）の充実の2つとなっています。

キャンペーン期間：2019年7月1日（月）〜

 青学コレクション

第2弾



寄付の金額は5種類となっています。
1回のご寄付で金額に応じて
複数のプレゼントをお選びいただけます。

　例）12万円のご寄付で
　　　 50,000円  から1つ
　　　 30,000円  から1つ
　　　 20,000円  から1つ
　　　 10,000円  から1つ
　　　 5,000円  から2つ … など。

■ 一覧表の見方

社名（提供者）と校友のお名前

メッセージ

00 プレゼント名
NEW ご寄付金額

プレゼント内容

あすなろ企画
（代表　荒川 雄　青山学院大学卒）

今ある私を見守り、育んでいただいた青山学院は宝物です。

1 マグカップ2個セット

30,000円

カラー：ブルー・ピンクのセット
サイズ：直径76mm×高さ84mm

2 ティーカップ & ソーサー

20,000円

カラー：アイボリー
サ イ ズ： 直 径104 mm × 高 さ55 mm

（ティーカップ）直径145mm×高さ
20mm（ソーサー）

3 ティーポット付き
カップ＆ソーサー

50,000円

カラー：アイボリー
サ イ ズ： 直 径104 mm × 高 さ55 mm

（ティーカップ）
直径145mm×高さ20mm（ソーサー）
ポット本体直径102mm×高さ118mm

（ティーポット）
※ソーサー・ティーカップ・ティ―
ポットの順に重ねることが出来ます。

4 銀盃（純銀製）

50,000円

青山学院の校章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。
サイズ：直径75mm×高さ25mm
重さ：45g

HALCYON DAYS（ハルシオンデイズ）の洋食器に青山学院の校章をいれました。

大
お お ば せ い ほ う

峽製鞄
（専務取締役　大峽 宏造　経済学部1969年卒）

堀
ほ り ぐ ち き り こ

口切子
（代表取締役　堀口 徹　経済学部1998年卒）

坂井幸三郎教授から教えを受けたマーケティング論が戦略的で社会に出ても役に立っていたのを覚えています。
学業の他にはAMSで音楽を演っていました。仲間と夜遅くまで練習しジャズ論を戦わせていたのを懐かしく思います。

昔も今も大好きな青学。当時、氣賀健生先生に教わった
「やるなら一流」という言葉を胸に今も頑張っています。　

5 ミディアムトレー 50,000円

ホックを留めれば旅行先やご自宅での小物入れになり、ホックを外せばフラッ
トになり鞄などに簡単に収まります。男性には忘れな盆としてポケットの中身
の整理に威力を発揮、女性には時計、ネックレス、指輪、貴金属などの整理に使え、
そのままお部屋のセイフティーボックスで保管もできます。サイドにはホテル
カードやクーポン券などが収まるポケットがついています。ドイツ製の最高級
子牛革を使用していますので風合い、使用感に優れています。
サイズ：23cm×18cm（平らにした状態）
重さ：106g

6 江戸切子
緑被菊花文ぐい吞 30,000円

「菊＝喜久」から、喜びが久しくあることを願う文様です。コロッと “ 丸い ” 印
象が可愛らしいぐい呑ですが、飲むときの目線でじっくり底を眺めてもらうと
“ 三角 ” の印象にも思えてくる仕掛けをお楽しみ頂けます。
サイズ：直径50mm×高さ40mm　素材：クリスタルガラス

※今回から登場したプレゼントには
　NEW と表記してあります。

プレゼント番号

HALCYON DAYS は英国王室の Royal Warrants の認定を受けている
高級宝飾品の専門店です。厳格な審査のうえに認定される、3つの Royal 
Warrants をすべて保有する世界で14社のうちの
1社です。1950年設立の HALCYON DAYS は、
英国王室が国賓に贈るギフトとして使用されるア
イテムです。

※画像はイメージです。
どの色が届くかは
お楽しみです。

プレゼントご紹介 ※写真はイメージとなります
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グーテ・ド・ママン
（代表取締役社長　三富 恵子　法学部1981年卒）

中国料理 古
こ

月
げ つ

（代表取締役　山中 一男　文学部1981年卒）

青山学院で学べたこと、そして生涯の友と出会えたことに心から感謝しています。 初等部から16年間学んだ青山学院。私の個性を見守り育んでくれました。

7 焼き菓子詰め合わせ

5,000円

”Gouter de maman” とはフランス
語で ” ママのおやつ ” そんな優しくて
ほっとする極上のおやつ作りを心がけ
ています。素材を吟味し保存料を使わ
ず１つ１つ丁寧に焼き上げました。
クール便にてお届けします。
賞味期限：出荷日より約1週間

8 季節のプレミアム
ロールケーキ

10,000円

季節に応じたちょっぴり贅沢な特製
ロールケーキをお届けします。（桜・
抹茶・栗のロールケーキ等を予定し
ています）
冷凍便にてお届けします。
賞味期限：出荷日より5日間　　

9 フカヒレ姿煮込み
ご利用券1枚 20,000円

「フカヒレ姿煮込み」は、地域によってさまざ
まな作り方がありますが、当店では広東料理
と上海料理の技法を融合させ、深い滋味と後
味の軽やかさを合せ持つ仕上がりとしており
ます。どうぞご賞味下さいませ。
利用期間：発行日より6ヶ月
利用方法： コース利用時に提示（要予約） 

「フカヒレ姿煮込み」1品をお付け
します。 
昼コース 4,000円前後〜 
夜コース10,000円前後〜

日比谷花壇
（代表取締役社長　宮嶋 浩彰　経済学部1990年卒）

日の出製麺
（代表取締役社長　宮川 照平　経営学部1977年卒）

初等部校庭の楠を見て、花と緑の世界に飛び込もうと決めました。
楠も私も伸び伸びと育てて頂いた学院に感謝で一杯です。

青山キャンパスでの、多くの友との出会いは私の一生の宝物です。
青学でのキラキラと輝いたあの時が、今でも懐かしい！

10 オープンフレーム
フラワー

30,000円

空間を明るくする、華やかな色合いの
プリザーブドフラワーアレンジです。
プリザーブドフラワーは、生花の美
しさを長く楽しんで頂くために生ま
れました。空間にあわせて縦横、お
好きな向きで飾って頂けます。
サイズ：横40cm×縦15.5cm×奥行
き5cm

11 フラワーフレームアート

50,000円

毎日の生活に華やぎと安らぎをくれ
るやさしい色味のプリザーブドフラ
ワーアレンジです。ガラスフレーム
に入っており、お客様をお迎えする
玄関やリビング、贈り物にも適して
います。
サイズ：横23cm×縦18.5cm×奥行
き8.5cm  

12 函館生ラーメンセット
北の香り（8袋（2食スープ付）メンマ4袋）

10,000円

13 函館生ラーメンセット
北の香り（4袋（2食スープ付）メンマ2袋）

5,000円

日
ひ

山
や ま

（取締役　村上 宏通　理工学部1969年卒）

青山学院での生活を今でも感謝し、励みにしています。

14 日山
国産黒毛和牛焼肉（約600g）

20,000円

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

15 日山
国産黒毛和牛すき焼き肉（約1kg）

50,000円

16 冨士ハム
特製ロースハム（700g）

5,000円

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）クール便にてお届けします。
賞味期限：製造日より50日

17 冨士ハム
ホワイトロースハム（約1.5kg）

20,000円

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。クール便にてお届けし
ます。賞味期限：製造日より約50日

今回、夜景と浪漫の街 ” はこだて ” から道産小麦（春よ恋、きたほなみ）を
30％使用した ” たおやかで癒し系 ” の優しいラーメンを校友の皆様にお届けし
ます。ぜひ皆様にご賞味いただきたいラーメンセットとなっております。弊社
の人気ラーメンとメンマの詰め合わせとなっております！
賞味期限：常温40日

根津駅から徒歩3分。上野駅から徒歩15分。
昭和初期から残る一軒家を利用した店舗は風
情溢れる佇まいです。ほぼ完全個室で、記念日
などの大切な方とのお食事に是非ご利用ください。
オーナーシェフ  山中一男 （2017年黄綬褒章受賞）

プレゼントご紹介 ※写真はイメージとなります
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芳
ほ う す い え ん

翠園
（代表取締役社長　杉本 由子　文学部1976年卒）

蛇
じ ゃ

の目
め

ミシン工業
（取締役専務執行役員　高安 俊也　経済学部1987年卒）

子供の頃から青学に憧れ、その昔家庭教師も青山学院卒。大学はもちろん青学に決めておりました。
現在もオーナー会や同窓祭を通じて、お仕事でもご一緒できることを大変光栄に思っております。

自身の人生観、価値観、友情を育んだ場所、青学。
青学のお陰で今の私が有ります。アーメン！

18 神宮司庁御用達銘茶
煎茶・豆菓子詰合せ

5,000円

「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

19 神宮司庁御用達銘茶
名人憲太郎詰合せ

20,000円

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

NEW 20 英国 daylight 社拡大鏡付き
自然光 LED ライト Halo 20,000円

読書、DIY、ハンドクラフト、ネイルアート、工作など細かい作業にピッタリ。
6,000ケルビンの色温度は太陽光に近く演色性が良く、目に優しい上、生地な
どの見た目の色が変化しません。また最高4,700ルクスの照度も3段階の調節
が出来ます。

ハヤシフルーツ
（取締役会長　林 武幸　青山学院大学卒）

寛
か ん え い ど う

永堂
（代表取締役　原田 泰始　経済学部1999年卒）

卒業してからも校友等生涯の友と共に青山学院を身近に感じております。 卒業してから何かと青山学院の温かさに触れることが多く、
その母校への一助となれましたら幸いです。

21 クラウンメロン1玉

20,000円

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。

22 クラウンメロン2玉

50,000円

23 黒豆茶・黒豆茶ぜりぃ
詰合せ

5,000円

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

24 青山学院オリジナル
詰合せ

20,000円

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）

梅
ば い

花
か

亭
て い

（代表取締役　中村 羊一　経済学部1989年卒）
夢
ゆ め ご こ ろ し ゅ ぞ う

心酒造
（代表取締役社長　東海林 伸夫　経営学部1993年卒）

学生時代からの友人や卒業後のご縁を活かして各会で活動しています。
青学との出会いに感謝です。

ラクロス部に所属し、全日本選手権で優勝し
日本一になったのがいい思い出です。

25 和菓子詰合せ
8個セット

5,000円

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。
賞味期限：出荷日より6日～10日（商品によって異なります）

26 和菓子詰合せ
24個セット

20,000円

27 日本酒2本セット

5,000円

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

28 日本酒3本セット

20,000円

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

レンズ径90mmの2.25倍・4.00倍
ルーペ（拡大鏡・虫眼鏡）
重さ：約700グラム
高さ：約34cm

プレゼントご紹介 ※写真はイメージとなります
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詰合せ

20,000円

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）

梅
ば い

花
か

亭
て い

（代表取締役　中村 羊一　経済学部1989年卒）
夢
ゆ め ご こ ろ し ゅ ぞ う

心酒造
（代表取締役社長　東海林 伸夫　経営学部1993年卒）

学生時代からの友人や卒業後のご縁を活かして各会で活動しています。
青学との出会いに感謝です。

ラクロス部に所属し、全日本選手権で優勝し
日本一になったのがいい思い出です。

25 和菓子詰合せ
8個セット

5,000円

26 和菓子詰合せ
24個セット

20,000円

27 日本酒2本セット

5,000円

28 日本酒3本セット

20,000円

銀座山形屋
（代表取締役会長　山形 政弘　経営学部1970年卒） アイビーホール（青学会館）
初・中・高・大と青学卒で経営学部の一期生、
体育会のゴルフ部で現在もみかづき会会員です。 30 テリーヌショコラ1本

5,000円

数種類のチョコレートを厳選しブレ
ンド。チョコレート本来の香りと味
を逃さぬよう低温でじっくりと焼き
上げた、濃厚なチョコレートテリー
ヌ。薄く切り常温に戻すとより一層
おいしく召し上がれます。クール便
にてお届けします。
サイズ：長さ23cm×高さ4cm×幅4cm
賞味期限：解凍して10日

31 ルミエール赤ワイン
"Aoyama Gakuin" ラベル

5,000円

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

（赤ワインが終了次第、
変更の可能性あり。）

29 メンズパターンオーダーシャツ
お仕立券1枚 50,000円

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。
URL 
https://www.ginyama.co.jp/

 × 青山学院  
（コラボレーション）

青山学院購買会　オリジナルグッズ

32 青学珈琲3箱セット

10,000円

『ニューズウィーク日本版／世界が尊
敬する日本人100』に選ばれたコー
ヒーハンター Jose. 川島良彰氏（株
式会社ミカフェート代表取締役社長）
の監修のもと青学珈琲が誕生。青学
の SDGs の取り組みのひとつです。

【内容】 ドリップ式コーヒー（10g）
　　　  5袋入り×3箱
生産国：コロンビア
賞味期限：製造日より1年

33 青学プレミアム
ポップコーン2個セット

5,000円

濃厚なキャラメルやフルーツなどの
甘みを贅沢に使った人気のフレー
バーポップコーンです。キャラメリ
ゼされたカリッとした食感をお楽し
みください。
箱サイズ（195mm×184mm×85mm）
賞味期限：約3か月

34 青学カレー5個セット

5,000円

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

35 青山学院校章入り
文具セット

5,000円

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、シャープペン、
B5リングノート、A4書類フォルダー

（キングジム№770）

36 文明堂カステラ1本

10,000円

青山学院校章入りカステラ（特3号）。
蜂蜜の上品な香りと甘み、卵黄のコ
クのあるハニーカステラ ® に青山学
院のマークを入れたオリジナル商品
です。
箱サイズ（278mm×146mm×81mm）
賞味期限：約10日

37 文明堂カステラ・
バームクーヘン詰合せ

20,000円

青山学院校章入りカステラ（特1B号）
とバームクーヘン6個セット。国産
小麦、徳島県産和三盆糖など素材を
十分に吟味し焼き上げたカステラと、
風味の良い発酵バターを贅沢に使っ
たしっとりやわらかな文明堂定番の
バームクーヘンです。
箱サイズ（298mm×220mm×70mm）
賞味期限：
約1週間 

38 青山学院校章入り
雑貨セット

20,000円

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29cm×
横38cm×マチ10cm）、バスタオル

（縦140cm×横70cm）、タンブラー
（300ml）

39 青山学院校章入り
プレミアムセット

50,000円

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）、牛革名刺入れ、キーリン
グ、多機能バッグ（縦37cm×横39
cm×マチ11cm）、コロンバンクッキー 

 （33枚入り）
賞味期限：　
製造日より

45日

プレゼントご紹介 ※写真はイメージとなります
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匠
し ょ う ず し っ こ う

頭漆工
（広報企画　久保出緋沙子　文学部2010年度卒）

壱
い ち

番
ば ん

屋
や

（4代目　飯田隆夫　1995年高等部卒、2002年経営学部中退）
青学で様々な背景を持つ友人と出会えたことで、視野が広がり、伝統工芸の家へ
飛び込む行動力を持てました。こうして関わることが出来てとても光栄です。

社会に出てからもずっと青山学院と繋がっています。
青山学院で様々な経験をさせていただいたことが、大切な財産です。

NEW 40 木製ペアワイングラス　
IPPONGI URAHA（2個） 20,000円

一本木から削り出された木製ワイングラスです。国産材を用い、木本来の色味
や木目が楽しめるよう仕上げております。匠頭漆工は木地師として、木の魅力
を伝えられる商品作りに取り組んでいます。そのため、木目・色味はそれぞれ
異なりますのでご了承ください。

（プレートの裏に青山学院の校章入り）
サイズ：49×97mm
材質：国産檜　重量：20g　容量：フル60ml、適量30~40ml.

NEW 41 青山学院オリジナル煎餅（2箱） 5,000円

浅草仲見世通りにある手焼き煎餅で有名な明治17年創業の老舗、壱番屋の青山
学院オリジナル煎餅が誕生しました。
青山学院の校章と、元中等部教頭千輝克忠先生の切り絵「間島記念館」、そして
大学公式キャラクター「銀ニャン」が煎餅のデザインとなっています。

（1箱8枚入り×2箱）
賞味期限：２～3か月

DAPHNE（ダフネ）
（代表取締役社長　高木那津子（旧姓：岩崎）　1976年　経営学部卒）

 × 青山学院  
（コラボレーション）

初等部から大学までとても楽しい学生時代でした。
3人の子供達も初等部からお世話になりました。 NEW 青山学院オリジナル Tシャツ 10,000円

43 レディースS （着丈：59、身巾：43、肩巾：36、袖丈：16）
44 レディースM （着丈：62、身巾：46、肩巾：39、袖丈：17）
45 レディースL （着丈：65、身巾：49、肩巾：42、袖丈：18）
46 メンズM （着丈：69、身巾：52、肩巾：46、袖丈：20）
47 メンズL （着丈：73、身巾：55、肩巾：50、袖丈：22）
48 メンズLL （着丈：77、身巾：58、肩巾：54、袖丈：24）　

単位：cm

「 UNTITLED 」や「 TAKEO 
KIKUCHI 」などのブランドを
展開するワールドプロダクショ
ンパートナーズ代表取締役社
長の大峯伊索氏（経営学部
1986年卒）のご協力により、
洗練されたお洒落なデザイン
のTシャツが誕生しました。
サイズ：6種類（上記表を参照）
※サイズ交換不可

NEW 42 南信州の職人が作るフランス産
高級カーフレザー紳士ベルト 20,000円

アノネイ社は1984年に創業したフランスの革メーカー。
カーフとは生後6ヶ月までの仔牛の事で、しっかりとした
硬さと素材感を持ち合わせ、高級ブランドの靴などに多用
されておりベルトにも最適な素材です。
サイズ：幅30mm、全長110cm（ウエスト100cmまで対応）
色：黒

（ベルトの裏側に
青学の校章入り） （モデル身長153cm　

レディースMサイズ着用）
（モデル身長170cm　
メンズ Lサイズ着用）

プレゼントご紹介 ※写真はイメージとなります

キャンペーン概要

キャンペーン期間 2019年7月1日（月）〜 ご寄付申込分
お 申 込 方 法 以下の2つの方法のみ受付けしております。

❶ インターネット募金  にてご寄付

もしくは青山学院　募金 検索

＊寄付の種類は「万代基金（ゴーアップキャンペーン）第2弾」をご選択ください。
❷ 郵便局・ゆうちょ銀行からのお振込み  にてご寄付
　 （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）
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（1箱8枚入り×2箱）
賞味期限：２～3か月

DAPHNE（ダフネ）
（代表取締役社長　高木那津子（旧姓：岩崎）　1976年　経営学部卒）

 ×  
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3人の子供達も初等部からお世話になりました。 NEW 青山学院オリジナル Tシャツ 10,000円
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「 UNTITLED 」や「 TAKEO 
KIKUCHI 」などのブランドを
展開するワールドプロダクショ
ンパートナーズ代表取締役社
長の大峯伊索氏（経営学部
1986年卒）のご協力により、
洗練されたお洒落なデザイン
のTシャツが誕生しました。
サイズ：6種類（上記表を参照）
※サイズ交換不可

NEW 42 南信州の職人が作るフランス産
高級カーフレザー紳士ベルト 20,000円

アノネイ社は1984年に創業したフランスの革メーカー。
カーフとは生後6ヶ月までの仔牛の事で、しっかりとした
硬さと素材感を持ち合わせ、高級ブランドの靴などに多用
されておりベルトにも最適な素材です。
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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。
　 受付可能時間：平日10時〜16時（土日祝日除く）

申込から発送

発送はご寄付申込の月の2ヶ月後の20日〜末日となります。例えば

9／20〜末日発送7月申込 � 10／20〜末日発送8月申込

よくあるご質問

 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。
 はい。個人からの寄付金についての税額控除制度が適用されます。
 詳しいご案内は払込取扱票の裏面をご覧ください。

 1回の寄付で複数のプレゼントを選べますか？
 選べます。ご寄付いただいた金額内でしたらいくつでもお選びください。
 例） 3万円ご寄付いただくと5千円コースより2点、2万円コースより1点のように複数のプレゼントをお

選びいただけます。

 プレゼントの送付先を異なる住所にできますか？
 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。

 発送日または配達時間帯指定はできますか。
 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。

 思ったプレゼントと違ったので返品できますか。
 申し訳ございませんが、返品対応はお受けできません。

上記以外でのご質問やご不明な点がございましたら、青山学院 学院連携本部まで 
お問合わせください。

〈ご寄付にあたってのご注意〉
この募集は、青山学院万代基金の給付型奨学金と教育研究（AOYAMA VISION）の充実に資することを目的として、校友、保護者、
教職員、お取引先などすべてのステークホルダーの方々に広く年間を通じて常時ご支援いただけるようにご案内するものです。
なお、寄付金の対価として、何らかの利益または便宜供与を条件とされる場合は、ご寄付の受領を辞退させていただきますので、
ご了承ください。

〈個人情報のお取り扱いについて〉
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、
イベントのご案内等）以外には利用する事は無く、適正に保管いたします。
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A
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A

Q
A
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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

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）




