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"BCCJ Books for Smiles": How-to / 申込方法 

1 
To arrange a pickup of books, send an e-mail to info@charibon.jp (CC: info@bccjapan.com) with the following information (a-d). 

NB: Value Books cannot accept direct enquiries about this BCCJ project. Please only send the information below. 

a. Company name / Name of contact person / Phone number / E-Mail Address 

b. Address of pick-up location including postal code  

c. Number of boxes to be sent 

d. Preferred pick-up date and time (Choose from: AM / 09:00-12:00 / 14:00-16:00 / 16:00-18:00 / 18:00-21:00)                                                                                                          

※Please ensure that the name and address in this email matches the details included on your application form (which should be inserted into one of your boxes)                                                              

※Please submit a pickup request at least 2 business days prior to your preferred pick-up date                                                                                           

※All of the above should be sent by email. Please be sure to CC emails to info@bccjapan.com, so we can support 

2 Pack your books into cardboard boxes. Complete the Books for Smiles application form and put it into one of the boxes. 

 
 a. Please use your own cardboard boxes. 

 b. Only one application form is required per pick up, even when sending more than one box. 

 c. If you are sending five books or more, Value Books will cover the delivery cost. Shipping notices will be prepared by a 

delivery company. 

 d. Recommended books: new titles published within 1-3 years or specialised books (business, law, medicine, IT, 

dictionaries, art/design, etc.). 

  e. Only books with ISBN can be transacted (NOT encyclopedias, comic books sold at convenience stores, magazines, 

and books published by individuals). 
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3 
Your books / boxes will be picked up on your preferred date and time by delivery company Kuroneko Yamato. 

Later, the person named in (1a) above, will receive a receipt stating the total value of the donation. 

※You will be contacted by email ONLY IF your books cannot be picked up on your preferred date and time.   

※Usually, pick-up can be arranged if requests come in 2 business days prior.   

4 
Proceeds from each eligible book will be donated to the BCCJ Books for Smiles project, and allocated to NPO 

"Bridge for Smile", supporting young Japanese care-leavers into vocational training and jobs. 

"Bridge for Smile” is a Non-Profit Organisation (NPO) certified by the National Tax Agency. By donating books you may be eligible for tax breaks 

on corporate tax, inheritance tax and income tax. If you need a receipt for your donations, please contact b4s.kamata@gmail.com 
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申込方法 

1 
下記情報を バリューブックス寄付担当宛【info@charibon.jp (CC: info@bccjapan.com)】に、お送りください。          

集荷の手配をいたします。 

※バリューブックスは集荷手配のメール以外（BCCJプロジェクトに関するお問い合わせ等）は受け付けておりません。 

a. .企業名、担当者名、電話番号、E-MAILアドレス 

b. 集荷場所の住所（郵便番号もご記入ください。） 

c. 送付する本のダンボール数 

d. 希望集荷日、時間（午前中/09:00-12:00/14:00-16:00/16:00-18:00/18:00-21:00）                                                                                                                                                                                                                                                

※申込書に記入されたものと同じ名前と住所をご連絡ください。                                                     

※,集荷希望日は、遅くとも 2日以上前にご指定ください。                                                    

※電話でのご連絡はお控えください。E メールを送る際は必ず info@bccjapan.com を CCに入れて送ってください。 

2 
不要になった書籍をダンボールに詰めます。別途お送りする申込書にご記入の上、本と一緒にダンボールに入れます。 

二回目以降の寄付の場合は申込書をお送りしませんが、必要な場合は、バリューブックスの上記アドレスまで、ご連絡ください。 

 

 a. ダンボールは、皆様でご用意ください。    

b. ダンボールが複数になる場合でも、申込書は一枚で大丈夫です。   

c. 本を 5冊以上送ってくださる場合、送料はバリューブックスで負担します。送り状は配送会社がご用意します。 

d. 過去 1-3年以内に販売された書籍や専門書（ビジネス関連、マーケティング、法律、財務、医学、美術、デザイン等）の 

ご寄付をお願いいたします。 

e. ISBNのない本、百科事典、コンビニコミック、個人出版の本、漫画雑誌、一般雑誌は、お取扱いできません。 
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3 
株式会社バリューブックスが提携している配送業者（クロネコヤマト）により、集荷を行います。 

買取金額結果は、寄付領収書として、NPOブリッジフォースマイルより、申込書に記載いただいたご担当者 (1①) 宛に郵送にて 

ご連絡いたします。 

※集荷希望日に集荷できない場合のみ、こちらからご連絡させていただきます。（E メールにてご連絡させていただきます。） 

※集荷希望日は２日以上ご指定ください。 

4 
本を通じた寄付はすべて、バリューブックスより認定 NPO法人ブリッジフォースマイルに送金されます。 

児童養護施設の子どもたちの専門学校等の学費等にあてられます。 

「ブリッジフォースマイル」は、国税庁の認定を受けた認定 NPO法人です。郵送にてお送りする寄付証明書を用いて、寄付金控除等の税の優遇措置を受けることが出来ます。 

領収書が必要な場合、 b4s.kamata@gmail.com にお問い合わせください。 


