
 ネットショッピング前の 
[ちょい寄り] ベルマーク

ウェブベルマーク

1 ネットショッピング前の「ちょい寄り」ベルマーク　
ウェブベルマーク

とっても簡単！

集めやすい！

お買い物前の「ちょい寄り」だけだから

ショップの商品、なんでも対象だから

手続きゼロで、ベルマーク預金口座に

自動加算！

2 ウェブベルマークの特徴は、この３つ。とっても簡
単、集めやすく、手続きゼロでベルマーク財団の管理
している学校別預金口座に自動加算できる、新しいベ
ルマーク運動です。

[ちょい寄り]

電源オン

1
楽天市場（例）

2

3 「ちょい寄り」とは 
みなさんが、ネットショッピング、例えば「楽天市
場」でお買い物をするときは、電源をオンにしたら、
そのまますぐにアプリなどを立ち上げて、直接ショッ
プに行くと思います。

[ちょい寄り]

電源オン

1 3
楽天市場（例）

2
ウェブベルマーク

ちょい

4 そんな時に「ちょい寄り」。つまり、ショップに行く
前にウェブベルマークサイトに立ち寄るだけで、その
お買い物にベルマークがつく。簡単ですよね。

2018年度 ベルマーク財団の東北支援
ウェブベルマーク　沿革

2013年9月

2015年12月

2018年9月

東北支援100%

東北支援 
＋学校指定

利用可能 
ショップ大幅増 
130以上

5 ウェブベルマークは、東日本大震災をきっかけに生ま
れたサービスです。そのため「ちょい寄り」して生み
出されたベルマークの一部は、東北の被災校に支援金
として活用させていただいています。２０１５年の１
２月から、学校を指定できるようになりました。２０
１８年９月から利用できるショップが大幅に増えまし
た。
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ベルマーク 
教育助成財団従来型ベルマーク

ウェブベルマーク

協賛会社 協力会社

自分の選んだ学校

学校別 
預金口座

東北の被災校

寄付

＋ 被災校への支援

一定割合を支援

指定学校 
に 

自動加算ショップ
例

ウェブベルマークは、既存のインフラを生かして
を実現

へき地校 
特別支援学校

6 ウェブベルマークは、従来型のベルマークが持つイン
フラ（寄付先と用途を限定できる仕組みと困っている
学校への支援の両立）を生かすことで、利用が一般化
してきたネットショッピングにおいて、自分の選んだ
学校と東北の被災校の支援を両立できる、新しいベル
マーク運動です。

ベルマーク運動を効率的に

ちょきちょき インク 
カートリッジ テトラパック

これまでのベルマーク運動

PTA番号で管理されている 
学校別のベルマーク預金口座

＋

[ちょい寄り]

自動 
加算

7 これまでのベルマーク運動と並行して、ウェブベル
マークに取り組んでいただくことで、できるだけ効率
的にベルマーク運動を続けて、寄付を集めてもらえれ
ばと願っています。

2018年度 ベルマーク財団の東北支援
ウェブベルマーク　支援実績
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千円 15,860

8 ウェブベルマークの支援実績は、毎年、伸びていま
す。

2018年度 ベルマーク財団の東北支援

132校 1,020万円
１　各学校が必要とする備品 
　　＞＞＞一輪車や教材提示装置など 
２　バス代の援助 
　　＞＞＞部活動や遠征試合、校外学習など

2018年度の東北被災校への支援実績 9 ウェブベルマークの東北被災校への支援実績です。２
０１８年度は１３２校１０２０万円の支援ができまし
た。みなさま、どうもありがとうございました。ウェ
ブベルマーク協会では、これからも東北被災校を支援
し続ける予定です。どうぞ、ご協力ください。

利用可能 
ショップ134
2019年4月時点
利用可能ショップは、予告なく変更する場合があります。

10 ウェブベルマークで利用できるショップ数は、１３
４。この数、どんどん増えています。利用できる
ショップで買える商品、サービスはすべて、ベルマー
クの対象になります。
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100円でレンタル

4点 自動加算 
＋ 

1円 被災校支援

電子コミック

漫画、電子書籍のレンタルサイト。毎週変わる無料漫画も充実。 
４８時間１００円から、手軽にお得に漫画を楽しめる。

[ちょい寄り]の例 ❶ 11 例えば、電子コミックレンタルのレンタ。４８時間１
００円レンタルでもコツコツ「ちょい寄り」すれば、
ベルマークがどんどん貯まっていきます。

マイルドクレンジングオイル 
お試し（初回限定）

666点 自動加算 
＋ 

239円 被災校支援
ファンケル通信販売だけの特別価格！お得なお試しセットはこ
ちら。お支払い手数料無料。代引き手数料無料。お得なポイン
ト制度。コンビニ支払いOK。最短2日でお届け。通販初めての
方送料無料。日付時間帯指定OK。返品・交換 無期限保証。

[ちょい寄り]の例 ❷ 12 化粧品のファンケル。マイルドクレンジングオイルを
お試しの申し込みで、６６６点が自動加算、２３９円
が東北へ届けられます。 

1万円で嵐のDVD

[ちょい寄り]の例 ❸

タワーレコード オンラインでは、CD、映像、書籍から、タワレコ限
定グッズまで多数お取扱い中。宅配は1,500円（税込）以上で送料無
料。セブン-イレブン受け取り！d払いご利用でdポイントもたまる・

つかえる！新規登録でクーポンプレゼント中！

146点 自動加算 
＋ 

52円 被災校支援

13 タワーレコードでも、ベルマークが貯まります。

４名で送別会

88点 自動加算 
＋ 

32円 被災校支援

ディナー予約

ネット予約は食べログ！ネット予約が可能な全国の飲食店情報を掲載
中。独自のランキングやユーザーの口コミ・写真をもとに、様々な
ジャンルの人気のレストラン、目的や予算にぴったりのお店が見つけ

られます!

[ちょい寄り]の例 ❹

Tポイントも ちゃんとつく

14 食べログの利用でも。

1万円の事務用品

87点 自動加算 
＋ 

31円 被災校支援
※アスクルの運営する一括購買ショップ「ソロエルアリーナ」は支援金対象ではありません。

法人専用

アスクルは法人様向け・個人事業主様向け通販サイトです。事務用品
をはじめ、製造現場で必要な作業服や切削工具、医療・介護用品まで、
充実の品揃え。【カード決済可能】【当日または翌日お届け】【1000

円以上で送料無料】

[ちょい寄り]の例 ❺ 15 アスクル。ご自分の買い物ではなくても、お勤めの会
社の備品購入でもベルマークが貯まります。
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1万円の教材購入

40点 自動加算 
＋ 

15円 被災校支援

教職員専用

学校、幼保園、学童施設などの教育現場で必要な用品を 
翌日お届けする、学校園向けデリバリーサービス。

[ちょい寄り]の例 ❻ 16 教職員専用のスマートスクール。学校の教材や文具を
先生が注文するときに「ちょい寄り」するだけで、そ
の学校のベルマークになるので、たいへん好評です。 

10万円の家族旅行

[ちょい寄り]の例 ❼

日本最大の宿泊予約サイト。ホテル、ツアー予約や 
レンタカー、高速バス予約、観光情報も満載！ 

ホテルの口コミ数は８００万件以上で日本最大級！ 
楽天スーパーポイントも、たまる・使える。

400点 自動加算 
＋ 

150円 被災校支援

楽天ポイントも ちゃんとつく

17 楽天トラベルで、１０万円の家族旅行を予約した場
合。あなたが選んだ学校のベルマーク預金に４００点
が自動加算。被災校に１５０円が届けられます。従来
型のベルマークで４００点を集めるのは結構大変で
す。それが「ちょい寄り」するだけで１回の旅行予約
で集まる上に「手続きゼロ」で自動加算できます。さ
らに東北の子ども達にも支援ができる！もちろん楽天
ポイントはあなたにつくので、ご安心ください。

安全教室の開催

[ちょい寄り]の例 ❽

1,500点 自動加算 
＋ 

500円 被災校支援

45分の安全教室を実施するための投影資料や講師用のシナリオと、子
ども向けの冊子を無償でご提供いたします。これらを使用して、先生
や保護者の皆様から、子どもたちに防犯や情報モラルについてお伝え
いただくと、ポイントが自動加算されます。また被災校にも支援金が

送られます。

18 最後は、ベネッセこども基金の安全教室開催支援。
ウェブベルマークサイトからお申し込み、送付される
テキスト等を使って安全教室をお子さんの学校で実施
すれば、１５００点が自動加算されます。こちらの教
室開催については、校長先生とご相談の上、お申し込
みください。

2月末8月末

利用 
期間

成果 
承認 1月～

ポイント自動加算タイミング 
[手続きゼロ]

6月末成果 
承認

ポイント自動加算 ポイント自動加算

12月末成果 
承認 7月～

19 このように、いつものネットショッピングの前に
「ちょい寄り」するだけで、どんどんベルマークが貯
まっていきます。貯まったベルマークは年に２回「手
続きゼロ」でベルマーク財団の管理する学校別のベル
マーク預金口座に自動加算されます。６月末までに承
認された点数は８月末に加算されるので、２学期には
お子さんの通う学校の備品を購入できます！ぜひ、
「ちょい寄ってからのネットショッピング」、習慣化
してみませんか！

のための準備[手続きゼロ]

ご利用の初回のみ、マイページ登録

180 秒で完了！
メアド・パスワード 
氏名・ニックネーム 
支援する学校の登録

住所や生年月日などの入力はありません

20 自動加算するには、最初に１回だけ準備が必要です。
たったの180秒。ちょい寄りしたお買い物成果と自動
加算する学校を紐づけるために、ユーザーのログイン
IDを登録しておく必要があります。メアド・パスワー
ド、氏名・ニックネーム、支援する学校の登録だけで
大丈夫。住所や生年月日などの入力はないので、ご安
心ください。
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55,070人
ウェブベルマーク登録会員数

2019.3月末時点

21 とってもカンタン、集めやすくて、自動加算できる
ウェブベルマーク。登録会員数は、拡大を続けていま
す。

LINEの事例 学校のホームページでの紹介事例
22 LINEやホームページなど、デジタルの連絡手段を活用

して、ご紹介する学校が増えています。

http://bit.ly/2Z2aR01

23 ベルマーク委員のみなさまが、学校に戻って、保護者
の方々へご紹介するツールをご用意しています。ワー
ド、パワポ、PDF、動画など。自由にダウンロードし
てご活用ください。

チラシ チラシ 
パワポ 説明会資料

登録・利用 
マニュアル ポスター 説明動画

ショップ 
リスト

校長先生 
PTA会長への 
お手紙

校長先生 
PTA会長への 
概要資料

24 スタートパックの中身は、こちらです。

https://peraichi.com/landing_pages/view/2019contest

25 今年も、ウェブベルマークPRコンテストを実施しま
す。こちらもぜひ奮ってご参加ください。
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のための準備[手続きゼロ]
ウェブベルマークで自動加算する

あとは「ホーム画面に追加」して 
ネットショッピング前に「ちょい寄り」するだけ 
参加人数が増えれば、お子さまの通う学校に、 
どんどんベルマークがたまります！

https://www.webbellmark.jp/regist

QRコードを読み取れない場合はこちら
マイページ登録　本人確認用メールアドレス入力ページ

メールの受信拒否設定をされている方は、 
info@webbellmark.jp を受信できるよう設定をお願いします。

メアド・パスワード 
氏名・ニックネーム 
支援する学校の登録

住所や生年月日などの入力ナシ
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