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■おもな事業

運営者 株式会社ブギ 「本棚お助け隊」とは？

全国のお客様から本やDVDを買い取り、
オンライン販売を行っています。

「中古絵本ならではのおもしろさ」を絵本
の販売や各種ワークショップを通じてお
伝えしています。



古本買取専門店 「本棚お助け隊」 が提供する、

社会活動団体さま向けファンドレイジング支援プログラム
です

「古本チャリティ募金」とは？

ご支援者様から、寄贈頂いた本を「古本チャリティ募金」が「現金化」し、買取金をNPO法人等へ寄付する、
というスキームです。

各種寄付金や会費、助成金や協賛金に並ぶ、新たなファンドレイジングの方法として、

家庭や職場、学校などで不要になった本やDVD、ホビーグッズなどをNPO・NGO団体など

の活動資金にできるサービスです。

カンタンなPRだけで、全国各地から回収します。

費用負担は0円でスタートできます



本・DVD・ゲームやホビーグッズを集めて、
NPOやNGOを応援しよう！

リサイクルで
資金づくりができます

家庭や職場で眠る本やDVD、ゲームやデジタル家電を回収し、査定し現金化します
「古本チャリティ募金」が協力お礼金として、査定価格の１０％を上乗せします



支援者さまから寄贈された古本を

株式会社ブギが換金し、

団体さまへ送金します

どんな仕組み？

送料

0円

手数料

0円



どれくらいの寄付額になるの？

10～20冊※

※一般的な古本の買取価格の業界総平均は、１冊あたり約２０円前後と言われています。

■ニーズの高い書籍は、より高い金額がつきます
最新の市場価格に基づいた適正査定で算出します
・ビジネス書や経営・投資に関する本
・学術書、研究書、医学書などの専門書
・IT、システム、技術系。
・歴史、ノンフィクション、科学関係。
・大学受験参考書・赤本・青本、資格・語学参考書。
・思想、哲学、宗教書。
・建築、アート、工業デザイン。



適正な査定価格

「価値ある本を適正に査定します」

・最新の市場データに基づき、本の個別品番ごと
に、全て自動で査定価格を算出しています。

✕ 上限価格なし

✕ 店の「勘」や事情による査定なし

※グラフはイメージです。コミック、文庫
など

ビジネス書、専門書、学術書、思想書、
IT、科学技術、自然科学など



専門書、ビジネス書などが高評価



どれくらいの寄付額になるの？

■1回あたりの平均箱数：1.5箱
■1回あたり平均の本の数：70冊
■1人あたりの平均年間利用数：1.5回

※当社調べ。書籍中心の場合。
DVDやグッズの数量が多い場合は、さらに金額が大きくなること
が通常の傾向です。

一回当たり平均2,500円の寄付額



寄付金・会費など 古本チャリティ募金

いくら？ 会費制度で安定的に運用できる。
寄付金は社会状況・経済状況に左右されがち。

1冊20～50円～専門書や良書はもっと高額に。
良い本、人気があり新しい本、専門書などを集め
れば更に高額に。

取り組みやすさ 継続的な会員獲得とPRが必要。 ネットPR（ウェブサイト・SNS、メルマガなど）
やチラシ配布（郵送、イベント、設置など）でカ
ンタンPR！

親しみやすさ やや心理的なハードルがある？ 心理的なハードルが低く気軽に参加できる
「ついでに処分」「本が活用されるなら嬉しい」
「本をよく読む」「たくさん読む」人が多い会員
組織にベストマッチ！

認知度 すでに全国の団体や組織で行われている。 本やDVD、ホビーグッズ、デジタル家電などの有
価値商品が団体の活動資金となることは、ほとん
ど知られていない。

その他 小銭で寄付、クレジットカードで寄付、携帯電
話キャリアの寄付、クラウドファンディングな
どで身近になってきている。

買取値がつかない大量の本も、古紙業者へ売却さ
れ、リサイクルされている。

「古本チャリティ募金」と
寄付金などのファンドレイジングとの比較



ファンドレイジングにお悩みですか？

寄付金のほかに
なにをすれば？

その悩み
解決します！

支援者が
気軽にできるのは
なんだろう？

身近な「本」で
支援者さまが
気軽に
参加できる

導入の
手間やコストが
かからない



カンタン導入・迅速スタート

ファンドレイジング担当者さまに朗報です！
本やDVDの回収をPRするだけで資金になります

いいかも！

問い合わせ

最短1週間で



こんなことできる？

ど
ん
な
参
加
方
式
で
も
◎

＜団体事務所やイベントで回収＞

＜お客様から直接回収＞

着払いで
無料集荷

ていねい査定・
適正価格で買取

毎月ご入金

お客様からのお問い合わせ、本の回収など、事務局運営はすべて「古本チャリティ募金」でお引き受けします



こんなことできる？

全
国
ど
こ
か
ら
で
も

無
料
で
回
収
し
ま
す

＜お客様ご自宅から回収＞

＜提携先団体・企業から回収＞

＜団体事務所から直接回収＞

ゆうぱっくで全国
無料集荷

郵便局やローソンからいつでも出せます

ゆうパックドライバーが集荷します



回収用の無料ダンボールもご提供しています

無料で何枚でもお届けします
ダンボールのご用意が無くても、発送に困りません。

ウェブor電話でカンタン申込！



①AV家電

iPod、ミュージックプレイヤー、ヘッドフォン、イヤフォン、DVDプ
レーヤー、CDプレーヤー、スピーカー、AVアンプetc.

②コンピュータ

ノートパソコン、タブレット、電子辞書etc.

③ハイエンド家電（ぜいたく家電、デジタル家電）

液晶TV、ロボット掃除機etc.

④スマートフォン

⑤ホビーグッズ

プラモデル、フィギュア、鉄道模型、プラレール、ミニカー、LEGO
セット、ラジコン、etc.

⑥カメラ、レンズ、カメラ用品

ミラーレスカメラ、デジタルカメラ、アナログカメラ、三脚、一脚、レ
ンズ、バッグ、フィルター

⑦楽器・DJ機材、アクセサリー、エフェクター

エレキギター、キーボード、エフェクター、パーツ、アクセサリー

どんどん広がる、「古本チャリティ募金」の
回収アイテム

資金に換わるアイテムがますます充実！本やDVD、ゲームなどに加え、回収可能なものが増えました



主な参加団体さま

メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

NPO法人 動物愛護団体「わんずぺ～す」

児童虐待防止全国ネットワークオレンジリボン運動

特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター

特定非営利活動法人 チャイルドラインあいち

公益社団法人 Civic Force

日本赤十字社 東京都支部

公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン

公益社団法人 アニマル・ドネーション

認定特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会

特定非営利活動法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA)

特定非営利活動法人アーユス仏教国際協力ネットワーク

特定非営利活動法人 green bird

「みんなのとしょかん」プロジェクト

特定非営利活動法人 国際子ども権利センター（シーライツ）

公益財団法人 日本盲導犬協会

認定NPO団体 ARUN SEED

その他

※2018年2月現在



各分野・地域で活躍するNPO・NGOを応援します

●相対的弱者の未来

●子どもの未来

●日本の未来

●チキュウの未来

●平和な未来

様々な分野・地域で活躍する団体を応援します



■ご活用例：サイバーエージェントさま

企業のCSRでのご活用も

各フロア、各部署ごとに回収ボックスを設置。
約1ヶ月の実施期間で76箱分の回収ができました。

団体さま、企業さまの担当者は「PR・告知」だけ！
プロジェクトローンチのミーティング運営から、開始後の事務局運営まで

全て「古本チャリティ募金」でお引き受けします



プログラムの導入はかんたんです

＜チラシの作成＞ ＜ウェブ・SNS・メルマガなどでのPR＞

■活用は・・・
・会報や領収書に同封
・イベント配布・
企業・施設・商店へ設置

◎ロゴ、写真素材や説明テ
キストだけのご提供で作成で
きます。

■「古本チャリティ募金」サイトでPR
（「本棚お助け隊」ウェブサイト内）

■団体HPでPR

■各種SNSでPR

無料で専用チラシ
を作ります

作成費用は0円！



合意書の相互締結ですぐにスタートできます

ご導入のフロー



毎月末で1か月分を精算し、翌月初旬にご送金

寄付者リストもあわせてご報告 （※寄付者の個人情報提供は、寄付品の「贈与承諾書」にて本人了承済）

運用開始、ご入金



プログラムご導入のご相談、ご質問、ご不明な点などございましたら、

下記までご連絡ください。

株式会社ブギ 古本チャリティ募金 担当 菅原・伊藤

Email:info@hondana.biz

Tel:03-6388-9301

お申込みはこちら



本棚お助け隊のCSR活動：本のプレゼント

■本のプレゼントプログラム
人々が集まる場所へ、本のプレゼントをしています。

絵本や児童書、小説、まんがなど

■本をプレゼントさせて頂いた施設・団体様
・新座市小学校の学童保育ルーム
・相模原市上九沢団地 放課後ルーム「くすのき広場」
・文京区音羽地域センター
・文京区障害者支援施設「リアン文京」
・新宿区 もりのぶ小児科医院
・こころのとしょかん（東北地方）
etc…



本棚お助け隊のCSR活動：義援金プロジェクト

弊社独自で、CSRプロジェクトを実施。

お客様から多くのご賛同を得られたことに加え、スタッフ皆が同じ目的意識を持つことで、社内の結束力がより確
かなものとなりました。

◆2017年7月 九州北部豪雨支援プロジェクト

281,420円の義援金を寄付

◆201６年4月 熊本地震支援プロジェクト

261,260円の義援金を拠出

※査定額に加え、１冊あたり10円を弊社より拠出。全額シビックフォースへ寄付


