
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規約を読み「同意する」

をチェック 

メールアドレスで

「マイページ登録」

を選択 

メールアドレスを入力し

「本人確認メールを送信

する」ボタンをクリック 

（メール受信に関する注

意事項確認） 

マイページ登録をします。 

 

パスワード、氏名・ニック

ネームを入力。 

メルマガの購読の選択 

登録したアドレスに届いた

「ウェブベルマーク登録開

始のご案内」にある URL に

アクセス 

2．規約への同意 3．メールアドレスを入力 1．登録準備 4．メールを確認。会員登録へ 

まずは… 

マイページ登録

をクリック 

5．会員情報の登録 

学校名を 

クリック！ 

入力しなくて OK 

つづいて 

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

て活用されます。 

２０１５年の１２月から、学校を指定できるようになり自分たちの学校へもベル

マークポイントが貯められるようになりました。 

ネットでのお買い物の際にウェブベルマークのサイトに立ち寄りログインしてか

らお買い物をすると、個人の負担なく協賛企業からベルマークポイントが自動で

加算されます。（加算されるまでには時間がかかることがあります） 

利用できるショップも増えています。協賛企業一覧をみて普段お買い物している

ショップがあればこの機会に是非！ご家族でウェブベルマークご協力をお願いし

ます。離れて暮らしているおじいちゃん、おばあちゃん、ご親戚、どなたでも参加

出来ます！ 

 

都道府県  

市区町村  

学校種別を 

選んで検索！ 

入力が終わったら「登録内容

を確認」をクリック。 

間違いがなければ「登録」を

クリック。 

登録したメールアドレスに 

会員 ID が届いたら会員登録

完了です。 

鴨志田中学校 PTA 

ウェブベルマーク始めました 

※支援する学校は 1 校しか選べませんが、ログイン後にいつでも変更できます。 

鴨中、鴨一、鴨緑…中学校と小学校交互に支援することもできます。 

最初にマイページ登録をします。 

「ウェブベルマーク」で検索しホーム画面の

「マイページ登録」をしてください。 



ログインしていない場合はここで、ログイン。 

赤線の注意事項も確認してください。 

いつものネットショッピングで、ベルマークが貯まる！ウェブベルマークサイトからお好きなショップにアクセス！ 

 

                            

                                              

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援金が一律のショップ  
１回の予約や申し込みで、一律の支援金が発生するショップ 

 

 

ウェブベルマーク 利用可能ショップ一覧表 2020 年 6 月時点 ((ショップはどんどん増えています。でも…減ることもあります。買い物の前に確認してください)) 

購入金額に応じて支援金が変わるショップ  
購入金額あたりのパーセントで支援金が設定されているショップ      （ご注意事項をお読みの上、ご利用ください） 

クリックするだけで 

被災地への募金ができます 

カテゴリーから探す時は 

ココをクリック 

全てのショップを見るときは

ココをクリック 

 

旅行予約もたくさんあります。 

例えば…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が「ちょい寄

り」するだけで委員会での集計作業もなく自動加算されます。 

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。 

お買い物例 

お勤めの会社（会社の負担は一切ありま

せん!!）で備品購入の際、ウェブベルマー

クへ立ち寄ってからアスクルで買い物す

るとベルマークが貯まります。 

楽天市場はイロイロお買い物できますが、

ウェブベルマーク対象となっていないショ

ップ 例えば、ユニクロでも、楽天市場を経

由してお買い物をすればベルマークポイン

トがつきます!(^^)! 

イロイロ試してみてください 

サロンの予約でも 

ベルマークポイントがつきます。 

DVD 購入

でも 

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り

ます。貯まったベルマークは「手続きゼロ」で、年に２回、承認され その後おおよそ 2 ヶ月で

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 承認分→8 月末ベルマーク 口座へ加算 

12 月末 承認分 → 2 月末ベルマーク 口座へ加算 

ログインして「ようこそ、○○○さん」 

ニックネームがでているか確認してく 

ださい。 

（ログインしていないと支援する学校に 

ポイントがつきません。その場合は全額 

被災地へ支援となります。） 

ショップのロゴをクリッ

クするとリンク先が表示

されます。ここからショ

ップへとんでお買い物 

家電量販店も 

イロイロあります。 

ネットショッピングの前に 

ウェブベルマークにちょい寄り 

カテゴリー ショップ名
自動加算点

数
支援金

  旅行 クラブツーリズム　★海外・国内・バス旅行★ 1,383 点 496 円

  旅行 JTB 海外旅行・海外ツアー予約 1,272 点 456 円

  旅行 スカイチケット でチケット予約 424 点 152 円

  旅行 日本旅行 で旅行予約 509 点 183 円

  旅行 ニッポンレンタカー でレンタカー予約 128 点 46 円

  旅行 Yahoo!トラベル で旅行予約 170 点 61 円

  本・CD・DVD honto で新規購入 223 点 80 円

  本・CD・DVD CANADEL(カナデル)プレミアリフト 初回購入 338 点 121 円

  本・CD・DVD DUO ザ クレンジングバーム　初回購入 1,320 点 474 円

  本・CD・DVD ファンケルオンライン で化粧品 678 点 243 円

  本・CD・DVD ホットペッパービューティ で予約＋来店 134 点 48 円

  本・CD・DVD ヨヤクスリ で処方箋予約 81 点 29 円

  本・CD・DVD 楽天ビューティ で予約＋来店 40 点 15 円

 通信教育 進研ゼミ・こどもちゃれんじ の資料請求 283 点 102 円

 通信教育 Z会 通信教育 の資料請求 251 点 90 円

 教材申し込み ベネッセこども基金　安全教室開催支援 1,500 点 500 円

 趣味・スポーツ ALBA.Net でゴルフ場予約 134 点 48 円

 趣味・スポーツ じゃらんゴルフ でゴルフ場予約 1,781 点 639 円

 会員登録・資料請求 U-NEXT日本最大級の動画配信サービスで登録 312 点 112 円

 会員登録・資料請求 楽天インサイト のモニター登録 20 点 7 円

 会員登録・資料請求 楽天カード の入会 607 点 218 円

 会員登録・資料請求 楽天レシピ の会員登録 20 点 7 円

 会員登録・資料請求 楽天マガジン の会員登録 154 点 55 円

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ GMOとくとくBB で回線契約 636 点 228 円

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ So-net(ソネット)/NURO光 の回線契約 5,772 点 2,070 円

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ ワイモバイル で回線契約 2,004 点 719 円

 ライフサポート 朝日新聞デジタル 購読お申し込み 526 点 189 円

 ライフサポート 朝日小学生新聞 購読お申し込み 328 点 118 円

 ライフサポート 朝日中高生新聞 購読お申し込み 224 点 80 円

 ライフサポート ふるさと納税サイト「さとふる」 142 点 51 円

 ライフサポート スカパー! の加入申込 1,612 点 578 円

 ライフサポート 楽天ブロードバンド でネット接続申込 405 点 145 円

 ライフサポート リクナビ派遣 で仕事エントリー 636 点 228 円

 グルメ OZmall(オズモール) でレストラン予約 148 点 53 円

 グルメ ぐるなび で宴会予約 43 点 15 円

カテゴリー ショップ名 自動加算点数 支援金

  旅行 楽天トラベル で旅行予約 0.40% 0.15%

  旅行 じゃらん で旅行予約 0.45% 0.16%

  旅行 じゃらんパック で旅行予約 0.45% 0.16%

  旅行 じゃらんレンタカー でレンタカー予約 0.45% 0.16%

  旅行 IHG・ANAホテルズ でホテル予約 1.28% 0.46%

  旅行 アゴダ でホテル予約 2.02% 0.73%

  旅行 エアトリ で旅行予約 0.89% 0.32%

  旅行 エクスペディア で旅行予約 2.12% 0.76%

  旅行 近畿日本ツーリスト で旅行予約 0.89% 0.32%

  旅行 Surprice (サプライス) でチケット予約 0.89% 0.32%

  旅行 JTB 海外航空券・海外現地ツアー 0.45% 0.16%

  旅行 JTB 国内旅行・ツアー予約 0.85% 0.30%

  旅行 ジャルパック海外ツアー予約国内ツアー 予約 0.89% 0.32%

  旅行 Hotels.com でホテル予約 1.34% 0.48%

  旅行 マイナビトラベル で旅行予約 0.85% 0.30%

  旅行 Relux（リラックス） で旅行予約 0.89% 0.32%

  旅行 るるぶトラベル で旅行予約 0.85% 0.30%

  本・CD・DVD Renta! で電子コミックレンタル 4.24% 1.52%

  本・CD・DVD eBookJapan でまんが本 1.78% 0.64%

  本・CD・DVD 紀伊國屋書店 で本 1.25% 0.45%

  本・CD・DVD タワーレコードオンライン でCD・DVD 1.48% 0.53%

  本・CD・DVD TSUTAYA オンライン で本・CD・DVD 0.85% 0.30%

  本・CD・DVD BOOK☆WALKER で本 1.28% 0.46%

  本・CD・DVD BookLive! で本 1.34 0.48

  本・CD・DVD 楽天ブックスで本・CD・DVD 0.81% 0.29%

  本・CD・DVD honto で本 0.83% 0.30%

  本・CD・DVD セブンネットショッピング 0.89% 0.32%

美容･健康･ｺｽﾒ コスメ味の素ダイレクトオンラインショッピング 3.39% 1.22%

美容･健康･ｺｽﾒ イヴ・サンローラン で化粧品 4.24% 1.52%

美容･健康･ｺｽﾒ コスメデネット で化粧品 1.21% 0.44%

美容･健康･ｺｽﾒ ザ・ボディショップ で化粧品 2.23% 0.80%

美容･健康･ｺｽﾒ シュウ ウエムラ で化粧品 4.24% 1.52%

美容･健康･ｺｽﾒ 爽快ドラッグ 1.34% 0.48%

美容･健康･ｺｽﾒ DHCオンラインショップ で化粧品 0.45% 0.16%

美容･健康･ｺｽﾒ フラコラドットコム で化粧品 2.23% 0.80%

美容･健康･ｺｽﾒ マツモトキヨシ 1.69% 0.61%

美容･健康･ｺｽﾒ ワタシプラス で化粧品 0.85% 0.30%

カテゴリー ショップ名 自動加算点数 支援金

 総合通販・百貨店 アスクル 0.89% 0.32%

 総合通販・百貨店 イトーヨーカドーネット通販 1.78% 0.64%

 総合通販・百貨店 アイリスオーヤマ公式通販 1.28% 0.46%

 総合通販・百貨店 オフィスデポ 0.89% 0.32%

 総合通販・百貨店 ベルメゾンネット 0.81% 0.29%

 総合通販・百貨店 イオンショップ 0.81% 0.29%

 総合通販・百貨店 セシール 0.81% 0.29%

 総合通販・百貨店 大丸松坂屋オンラインショッピング 1.28% 0.46%

 総合通販・百貨店 高島屋オンラインストア 1.28% 0.46%

 総合通販・百貨店 ニッセン でショッピング 1.34% 0.48%

 総合通販・百貨店 日本直販 2.02% 0.73%

 総合通販・百貨店 au PAY マーケット（Wowma） 0.43% 0.15%

 総合通販・百貨店 楽天市場 0.40% 0.15%

 総合通販・百貨店 Yahoo!ショッピング 0.41% 0.15%

 総合通販・百貨店 エールマーケット でショッピング 0.41% 0.15%

 総合通販・百貨店 ディノス 0.40% 0.15%

趣味・スポーツ eSPORTS で各種スポーツ用品 2.12% 0.76%

趣味・スポーツ イオンバイク で自転車 1.21% 0.44%

趣味・スポーツ ヴィクトリアゴルフ でゴルフ用品 2.54% 0.91%

趣味・スポーツ AIGLE（エーグル） で靴 1.21% 0.44%

趣味・スポーツ エディー・バウアージャパンでショッピング 1.21% 0.44%

趣味・スポーツ L.L.Bean 0.85% 0.30%

趣味・スポーツ エルブレス でアウトドア用品 2.54% 0.91%

趣味・スポーツ クロックス でショッピング 1.21% 0.44%

趣味・スポーツ ゴルフダイジェストオンライン 0.89% 0.32%

趣味・スポーツ ゴルフパートナー でゴルフ用品 1.34% 0.48%

趣味・スポーツ じゃらん　遊び・体験予約 1.34% 0.48%

趣味・スポーツ G-FOOT シューズマルシェ で靴 1.21% 0.44%

趣味・スポーツ スーパースポーツゼビオで各種スポーツ用品 1.70% 0.61%

趣味・スポーツ SPORTS AUTHORITY でスポーツ用品 1.21% 0.44%

趣味・スポーツ テーラーメイド でゴルフ用品 2.02% 0.73%

趣味・スポーツ 二木ゴルフ でゴルフ用品 2.23% 0.80%

趣味・スポーツ パタゴニア アウトドアウェア 2.02% 0.73%

趣味・スポーツ プーマオンラインストア で靴 2.02% 0.73%

趣味・スポーツ 楽天GORA でゴルフ場予約 2.02% 0.73%

趣味・スポーツ ランズエンド でショッピング 2.02% 0.73%

カテゴリー ショップ名 自動加算点数 支援金
学校関係者限定 スマートスクール で教育用品デリバリー 0.40% 0.15%

学校関係者限定 ウチダス で教育用品デリバリー 0.40% 0.15%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ カメラのキタムラ でカメラ購入 0.43% 0.15%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ サンワダイレクト でショッピング 1.34% 0.48%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ デル でパソコン購入 0.81% 0.29%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ ノジマオンライン で家電購入 0.43% 0.15%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ パナソニックストア でショッピング 1.28% 0.46%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ PC専門店【TSUKUMO】 0.85% 0.30%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ ヤマダ電機 で家電購入 0.43% 0.15%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ 楽天ビック で家電購入 0.40% 0.15%

 家電･ﾊﾟｿｺﾝ･ｶﾒﾗ レノボ でパソコン購入 1.28% 0.46%

ライフサポート ふるなび でふるさと納税 0.45% 0.16%

ライフサポート ラクスル で印刷通販 2.23% 0.80%

ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞ･おもちゃ アカチャンホンポ 0.89% 0.32%
ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞ･おもちゃ タカラトミーモール 0.81% 0.29%

ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞ･おもちゃ たまひよSHOP 0.81% 0.29%
ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞ･おもちゃ トイザらス・ベビーザらス 0.81% 0.29%

ﾍﾞﾋﾞｰ･ｷｯｽﾞ･おもちゃ ナルミヤオンライン で子供服 2.54% 0.91%

フラワー・ギフト シャディ ギフトモール 2.23% 0.80%

ファッション アイルミネ でファッション通販 0.85% 0.30%

ファッション GLADD でブランド通販 0.89% 0.32%

ファッション ザ・スーツカンパニー でファッション通販 2.23% 0.80%

ファッション 集英社 ハッピープラスでファッション通販 1.34% 0.48%

ファッション NYオンライン でファッション通販 1.34% 0.48%

ファッション WORLD ONLINE STORE でファッション通販 0.85% 0.30%

グルメ ベルーナグルメ でお取り寄せ 0.85% 0.30%

グルメ 楽天デリバリー で宅配予約 0.40% 0.15%

オークション ブランディア でブランド品購入 0.40% 0.15%

インテリア・生活用品 ロフトネットストア で生活用品 2.43% 0.87%

インテリア・生活用品 テレビ朝日通販 1.21% 0.44%


