
チャリボンとは、株式会社バリューブックスが運営する古本のリユースを活用してNPO・NGOなどのファンドレイジング（寄付集め）をお手伝いするサイトです。
ご家庭や職場で読み終わった書籍、DVDなどをお送りいただくことにより、様々な分野で社会的な課題を解決しているNPO・NGOの活動の支援が可能です。

贈与承諾書

「チャリボン」のご報告をさせていただきますので、以下に、ご記入ください。

ご署名

ふりがな

ご住所

〒

個

Ｅ-MAIL

送付段ボール総数

男・女

性別

ご署名日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

電話 生年月日 西暦　　　　 年　　   月　　   日

が行います。取り扱い古本の内容などは、こちらにお問い合わせください。古本の集荷・仕分け・査定は

株式会社バリューブックス
〒386-0041長野県上田市秋和537　TEL：0120-826-295　E-mail：info@value-books.jp　http://www.valuebooks.jp/

古物商免許：長野県公安委員会第481100800018号

電話受付時間
月～土
日

10:00～21:00
10:00～17:00

５冊から送料無料 買い取り相当額の寄付

活動費用へ古本の集荷・仕分け・査定古本を寄贈

お申込み方法

本を寄付する流れ

贈与承諾書にご記入のうえ、書籍と一緒に梱包します。

0120-826-295に電話。株式会社バリューブックス 

「チャリボンに申し込みたいのですが…」と、お伝えください。

60冊でできる事
※買取価格が1冊50円の場合 ※買取価格が1冊50円の場合

360冊でできる事
※買取価格が1冊50円の場合

支援の入口となる医療相談、手当て
ホームレス状態にある方々を対象に、
池袋の公園でボランティアの医師や看
護師による医療相談会を月2回行って
います。健康の相談や、病気やケガの
一時的な手当てなど対応件数は年間
1,000件を超えます。医療をきっか
けに、路上生活脱出のための生活・福
祉などの包括的な支援への入口にもな
っています。

リハビリプログラムの開催1回分
路上を脱出し、住まいを得た後の生活
を支える様々なリハビリプログラムを
実施しています。料理教室や運動、手
芸といった活動の他、アウトリーチの
際に今も路上で暮らす方に配るための
パンを毎週作っています。自身が活躍
できる場であり、心配事があってもす
ぐに専門スタッフに相談できる、安心
して過ごせる居場所でもあります。

季節の交流行事開催費用1回分
リハビリプログラムに加え、季節ごと
にクリスマス会や餅つき、お花見など
様々な行事を行っています。皆で企画
からはじめ、手作りの飾りつけをした
り、行事にちなんだ食事を作ったりし
て楽しみます。このような行事を通じ
仲間や地域との絆を深め、障がいがあ
っても地域の一人として地域生活が送
れるよう応援します。

”
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ご 家庭 に 不 要 になった 本 は ありませ ん か ?

あなたの本が医療・福祉の支援が必要なホームレス状態の

人々の精神と生活向上に役立てられます。

世界の医療団　

3冊でできる事

E-MAIL：info@mdm.or.jp
URL：http://www.mdm.or.jp/
〒106-0044 東京都港区東麻布2-6-10　
麻布善波ビル2F

1.

2.

3.

私は、理由を問わず、本件物品の返還、買い取り相当額の支払いを株式会社バリ
ューブックスおよび世界の医療団に請求しません。

私は、世界の医療団と株式会社バリューブックスが、私の氏名等の個人情報を、
本プログラムの目的にのみ使用することを了承します。

私は、私が所有する本を、株式会社バリューブックスに売り渡し又は引き渡し、そ
の売却代金を世界の医療団に寄付することを了承します。なお、私は、世界の医療
団に本件物品を贈与することが目的ではなく、世界の医療団が本件物品の売却代金
相当を受領することをもって、寄付行為とするものであることを確認します。

世界の医療団は世界各地に医療・保健衛生分野の専門
スタッフを中心に派遣し、人道医療支援に取り組む国
際NGOです。国籍、人種、民族、思想、宗教等のあら
ゆる壁を越えて、世界で最も弱い立場にある人々に支
援の手をさしのべることが私たちの活動です。
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主に、東京・池袋周辺地域において、病気や障がい、様々な“生きづらさ”
を抱えながらホームレス状態にある方々の支援をしています。ハウジング
ファースト東京プロジェクトでは、「人は誰もが安全な住まいで暮らす権
利がある」という考えのもと、まずは住まいを確保することから支援を始
め、その後、健康状態の改善に取り組み、地域との繋がりを取り戻し、生
活の質を向上させることを目指しています。
このプロジェクトでは様々な専門性をもつパートナー団体と共に、住まい
や、生活のサポート、医療、福祉などの包括的な支援を行っています。世
界の医療団は、主に心身の健康をサポートする活動を担っており、アウト
リーチ活動（夜回り）への参加や医療相談会を実施するほか、リハビリプ
ログラムの運営やプロジェクト全体のコーディネートを行っています。

ハウジングファースト東京プロジェクト



02 電話、またはフォームで申し込む

電話で申し込む場合 WEBフォームで申し込む場合

03 買取相当額が
世界の医療団に寄付されます。

医療・福祉の支援が必要なホームレス状態の人々の精神と生活向上プロジェクト
約6割のホームレス状態の方に精神・知的障がい等の症状があり、その半数以上に自殺のリスクがあることが判明しています。
自力では必要な支援に辿り着けず、路上生活を余儀なくされている人々の支援をしています。

本を寄付する方法

よくある質問

01 書籍をダンボール・紙袋に詰めます。

※ダンボールが複数になる場合でも、申込用紙は1 枚で大丈夫です。
※古本は5 冊から、着払いで受け付けます。
※18歳未満の方は、保護者の方にお願いしてお申し込みください。

以下のISBNコードが入った書籍等をお送り下さい。 以下の本は取り扱えませんので、ご了承ください。

ISBNのない本、百科事典、コンビニコミック、個人出版の
本、マンガ雑誌、一般雑誌は取り扱いできません。

ISBN978-4-1234-5678-9
ISBN見本

宅配業者がご指定の時間に引き取りにうかがいます。※5冊から送料無料となります。

表面の贈与承諾書にご記入のうえ、書籍と一緒に梱包します。
株式会社バリューブックス 0120-826-295 に電話。「チャリボンに申し込みたいのですが…」
と、お伝えください。集荷希望日時をご指定頂いてお申し込み完了です。

チャリボンWEBサイト「https://www.charibon.jp/」にアクセスし、お申し込みフォームで世界
の医療団を選択して下さい。必要事項をすべてご入力後、確認するボタンを押してください。ご入
力いただいた項目に間違いがなければ、送信ボタンを押してください。無事、送信できたらお申込
み完了です。

何冊でも受け付けてくれますか？
 

どのようなものが対象となるのですか？

 

書籍→ISBNがついている書籍
DVD・ゲーム等→規格番号がついている商品

送付した本は返却してもらえますか？

本、DVD、CD、ゲームソフトは合計5点以上で送料無料にてお送り頂
けます。

古本は、中がきれいでなければいけませんか？
 

汚れや書き込み等がある場合、減額の対象にはなってしまいますがお
送りいただけました書籍はすべて査定させていただきます。

申し訳ございません。お送り頂いた書籍等はご返送することはできま
せん。あらかじめご了承いただけますようお願いします。

18歳未満ですが、利用できますか？

 

18歳未満の方は、保護者の方からお申し込みください。

値段がつかなかった書籍等はどうなるのですか？
お値段をおつけできなかった書籍等は国内の小中学校の図書館や海外
の研究機関などに寄贈します。

 

チャリボンとは、株式会社バリューブックスが運営する古本のリユースを活用してNPO・NGOなどのファンドレイジング（寄付集め）をお手伝いするサイトです。
ご家庭や職場で読み終わった書籍、DVDなどをお送りいただくことにより、様々な分野で社会的な課題を解決しているNPO・NGOの活動の支援が可能です。

贈与承諾書

「チャリボン」のご報告をさせていただきますので、以下に、ご記入ください。

ご署名

ふりがな

ご住所

〒

個

Ｅ-MAIL

送付段ボール総数

男・女

性別

ご署名日　　　　　　　年　　　　月　　　　日

電話 生年月日 西暦　　　　 年　　   月　　   日

が行います。取り扱い古本の内容などは、こちらにお問い合わせください。古本の集荷・仕分け・査定は

株式会社バリューブックス
〒386-0041長野県上田市秋和537　TEL：0120-826-295　E-mail：info@value-books.jp　http://www.valuebooks.jp/

古物商免許：長野県公安委員会第481100800018号

電話受付時間
月～土
日

10:00～19:00
10:00～17:00

５冊から送料無料 買い取り相当額の寄付

活動費用へ古本の集荷・仕分け・査定古本を寄贈

お申込み方法

本を寄付する流れ

贈与承諾書にご記入のうえ、書籍と一緒に梱包します。

0120-826-295に電話。株式会社バリューブックス 

「チャリボンに申し込みたいのですが…」と、お伝えください。

3冊でできる事 60冊でできる事
※買取価格が1冊50円の場合 ※買取価格が1冊50円の場合

　360冊でできる事
※買取価格が1冊50円の場合

ご家庭に不要になった本はありませんか?
あなたの本が医療・福祉の支援が必要なホームレス状態の
人々の精神と生活向上に役立てられます。

世界の医療団　東京プロジェクト

1.

2.

3.
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URL : http://www.mdm.or.jp/

ホームレス状態の人々の医療ニーズを発見
するための訪問活動
毎週1回池袋周辺のホームレス状態にある
方々を訪問し、食糧支援や医療・生活相談
を行いながら支援の入り口を作っています
。1回あたり約120人の方へ食糧支援や相
談援助を行っています。3冊で1人分の訪
問援助を実施することができます。

1日分の障がい者向けケア付きシェルター
運営費 　　　　　　　　　　　　　 ホー
ムレス状態の方の中には、保護が必要な場
合がありますが、障がい者向けの保護施設
がないため、すぐに路上に戻ってしまうと
いう問題があります。専門家によるシェル
ターを運営し、再び路上へ戻ることを防止
し自立生活のステップアップを図ります。

安定した生活へ送るためのリハビリプログ
ラム1回分
路上生活を脱出し、安定した生活を送るこ
とができるよう、様々なリハビリテーショ
ンプログラムを提供しています。パン作り
や運動等を通して、仲間や地域との絆を深
め、生き延びることで精一杯だった状態か
ら、主体的に生活を送ることができるよう
になります。

私は、私が所有する本を、株式会社バリューブックスに売り渡し又は引き渡し、その売却代金を世界の医療団 東京
プロジェクトに寄付することを了承します。なお、私は、世界の医療団 東京プロジェクトに本件物品を贈与するこ
とが目的ではなく、世界の医療団東京プロジェクトが本件物品の売却代金相当を受領することをもって、寄付行為と
するものであることを確認します。

私は、理由を問わず、本件物品の返還、買い取り相当額の支払いを株式会社バリューブックスおよび世界の医療団
東京プロジェクトに請求しません。

私は、世界の医療団 東京プロジェクトと株式会社バリューブックスが、本書に記載された私の氏名等の個人情報を
、本プログラムの目的にのみ使用することを了承します。

世界の医療団はパリに本部を置き、世界各地に医療・保健衛生分野の専門
スタッフを中心に派遣し、人道医療支援に取り組む国際NGOです。国籍、
人種、民族、思想、宗教等のあらゆる壁を越えて、世界で最も弱い立場に
ある人々に支援の手をさしのべることが私たちの活動です。世界の医療団
日本は、国内の活動の一つとして、池袋周辺のホームレス状態にある方々
が路上生活を脱出し、より自分らしく安定した生活が送れるよう、さまざ
まな支援プログラムを提供しています。
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株式会社バリューブックス（企業ID：VBA）

－ハウジングファースト東京プロジェクトー
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