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BCCJ Books for Smiles FAQ 

 

Q1： What books can we send? 

 

A: You can send any books, including English and foreign titles, but they must have an 

ISBN (International Standard Book Number) code. As only books with an ISBN code are 

accepted, please be sure to check this before you send any books. 

 

Please note CDs and / or DVDs cannot be accepted.) 

 

 

Q2： Some of my books do not have covers. Can I send these? 

 

A: Books without covers, or which are damaged, scribbled on, etc. will be assessed on a 

case-by-case basis. Depending on their condition and commercial value, sometimes 

damaged books can be sold.   

 

Q3： How many books can I send at once? 

 

A: There is no limit to how many books you can send. If you send more than five books 

at one time, “Value Books” will cover the delivery costs. Please inform a BCCJ 

representative the number of boxes you are going to send (See “Guidelines”). Should 

you need to change the number of boxes you are sending, please contact the BCCJ 

representative at least two days prior to the agreed pick-up date. 

 

Q4： What genre of books fetch the highest prices?                 

 

A: New titles published within the last 1-3 years and specialised books on business, 

finances, law, marketing, IT, medicine, art/design, etc, are particularly popular and tend 

to be most profitable.  
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Q5： How do you treat books without commercial value?             

 

A: Books without ISBN numbers or without commercial value will be donated to welfare 

facilities, schools and children’s homes, or paper recycling companies. No books will be 

returned to senders.  

 

Q6： How do you decide the value of donated books?                 

 

A: Value Books, a Japanese company, will sell the donated books on Amazon.com and 

other websites. Books will be rated based on market-linked assessment standards, 

level of demand on internet sales, and dates of publication. Therefore, new titles and 

specialised books (See Q4) tend to be appreciated. However it is possible books falling 

outside these categories might also fetch high prices. 

 

Q7： Can you inform us of how much our book donation was worth?           

 

A: After the Value Books assessment is over, you will be informed of how much you 

raised via email. 

 

Q8:  Can we get information on the value of each book we donated?         

 

A: You will receive notice of the total donation amount, but not a breakdown of individual 

book fees. The BCCJ is unable to provide such a breakdown. 

 

Q9： Do these donations qualify for a tax deduction? 

 

A: Yes. “Bridge for Smile”, the beneficiary of the BCCJ's Book for Smiles project, is an 

NPO certified by the National Tax Agency. Donations through books are eligible for tax 

breaks on corporate, inheritance and income tax. If you need a receipt of your donations, 

please contact b4s.hirata@gmail.com. 
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Q1：どのような物を送ることができますか？ 

 

ISBN コードがついている書籍（洋書も含む）が対象になります。ISBN とは「国際標準図書番

号」のことで、書籍を特定するための世界共通の番号です。ISBN がついている本でないと受

け付けられませんので、お送りいただく前に必ずご確認ください。 

（バリューブックスの一般窓口では CD や DVD の買取も受け付けていますが、BCCJ 会員対

象の寄付プロジェクトに関しては、書籍に限っておりますので、ご留意ください。） 

 

 

 

 

Q2：本のカバーがないのですが、大丈夫ですか？ 

 

カバーの有無、破損、書き込み等については、商品の価値や状態を判別した上で買取を判

断します。状態によって買取ができると判断できる場合があります。 

 

Q3：何冊でも受け付けてくれますか？ 

 

5冊以上の場合は送料無料となっております。 

本の回収終了後、箱詰めを完了しましたら、BCCJ 担当者に箱数をお知らせ下さい（ガイドラ

イン参照）。万が一、箱数に変更がある場合は、集荷の2日前までにご連絡ください。 

 

Q4：どういう本が高く売れますか？ 

 

新刊本や、ビジネス・財務・法律・マーケティングなどの専門書が高い査定額となる傾向があ

ります。 

 

Q5：値段がつかなかった商品はどうなるのですか？ 

 

お値段をおつけできなかった商品は、福祉施設・フリースクールへの寄付または古紙リサイク

ル業者へのお引渡しをさせていただきます。値段がつかない場合、その旨の報告や返品は

行いませんので、ご了承ください。 
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Q6：査定金額はどのようにして決まるのですか？ 

 

バリューブックスは、amazon.co.jp 等での販売をしています。査定金額はインターネットでのニ

ーズの高さや、出版日など市場と連動した独自の査定基準を用いて査定額を算出しています。

そのため出版後間もない新しい書籍や、ビジネス、財務・法律・マーケティング専門書は査定

額が高くなる傾向があります。反対に、ロングテール効果などにより上記に当てはまらない本

も価値があるとみとめられる場合もあります。 

 

Q7：寄付できた金額を教えてもらえますか？ 

 

査定が終了しましたら、郵送で担当者に受領書を送付します。 

 

Q8:どの本がいくらになったか教えてもらえますか？ 

 

本の買取詳細についてお伝えしておりません。また、お問い合わせを頂いても回答できませ

んので、ご了承ください。 

 

Q8：税制控除は受けられますか？ 

 

ブリッジフォースマイルは、国税庁の認定を受けた NPO 法人です。ブリッジフォースマイルに

対する本の提供を通じた寄付は、法人税・相続税・所得税の税制上の優遇措置が得られま

すので、寄付金額の領収書が必要な方は、b4s.hirata@gmail.com までご連絡ください。 
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