あなたのご寄附が、
文化財保護に取り組む若い力を育てます。
趣旨
本学大学院文化財保存学保存修復彫刻研究室では、未来の文化財保護を担う有為な人材の育
成のために、みなさまからのご支援をお願いしています。また一年間の教育研究の成果をまと
めた「年報」刊行のための協賛（広告）もあわせて募集しています。
当研究室では、文化財保護にかかわる様々な教育と研究活動に取り組むとともに、一年間の
教育研究活動をまとめた年次業績報告書を、2005 年度から「年報」として情報公開しています。
この「年報」では、仏像修復事業や学生たちの地道な修了制作・博士研究のほか、最新機器
を用いた仏像調査などを豊富な図版を用いて、
一般の方にもわかりやすく紹介しています。また、
彫刻文化財の３Ｄデータ集積事業や、近年大いに注目を浴びているコンピュータグラフィック
スを用いた仮想復元なども報告しています。これらは教育資料としてだけでなく、仏像の正確
な立体形状を記録したデータベースとして文化財保護や、社会教育に大きく貢献することと確
信しています。
「年報」の発行は、こうした活動を学外のみなさまに広く知っていただく契機となるだけでな
く、若い研究者が社会における自らの立ち位置を自覚し将来への展望を開くきっかけになると
考えております。そして、毎年蓄積される業績記録を刊行物として残すことは、本学の教育研
究の推進のみならず、文化財保護を志す学生の指針となり、わが国の将来の文化財保護にとっ
ても大変有意義なことであると考えています。
つきましては、「年報」刊行と、教育研究活動へのご支援として寄附金および刊行事業への協
賛をお願い申し上げます。保存修復彫刻研究室の教育研究の発展のため、趣旨にご賛同ご賢察
をいただき、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。お預かりいたしました寄附金
および協賛金は、
「年報」の刊行と研究室運営の資金として、有意義に活用させていただきます。

平成 29 年 4 月 19 日
国立大学法人東京藝術大学

大学院美術研究科長
大学院美術研究科教授

日比野 克彦
籔内 佐斗司

寄附

寄附金の募集について

教育研究活動への寄附金のご案内
ご寄附のみご希望の方へ（広告掲載が不要の方へ）

1. ＜寄附金お申し込み方法＞
（１）ファクシミリご使用の場合は送信状に必要事項をご記入の上、03-5685-7600 へ送信してください。
（２）郵送の場合も送信状に必要事項をご記入の上、封筒型に折ってご返信ください。

2. ＜振込について＞
下記の本学口座に全国の銀行等（都市銀行・信託銀行・地方銀行）より納付していただきた
く存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

振込口座：三井住友銀行（0009）
東京公務部（096） 普通預金
１５１７６０
国立大学法人 東京芸術大学
（コクリツダイガクホウジン

トウキョウゲイジュツダイガクビジユツキフキン）

お振込の際、（窓口であっても、ＡＴＭであっても）貴殿のお名前の前に「HC」
と入力くださるようご協力お願い申し上げます。
→（例：HC カ）○○○）
注：
「三井住友銀行」本支店から振り込まれる場合は、振り込み手数料は無料となりますが、その他の金融機
関を利用される場合は、振り込み手数料が必要となります。
※お振込いただきましたら本学より「寄附金領収書」を発行いたしますので、ファクシミリ送信状の『領収
書宛名記載欄』に領収書に記載する宛名をご記入ください。同領収書は、税制上の優遇措置を受ける際に
ご利用いただけます。
※いったんお振り込みいただいた寄付金の返金はできかねます。
※協賛（広告）金とは口座番号が異なります。

3. ＜税制上の優遇措置について＞
本学（国立大学法人東京藝術大学）にご寄附いただいた場合、下記の通り税制上の優遇措置
が受けられます。
●個人の場合 所得税法により所得控除の優遇措置が講じられています。その当該年度に支出した寄附金（所
得税法第 78 条第 2 項第 2 号に規定された寄附金）の額の合計額が 2,000 円を超えるときは、其
の超える金額を当該年度総所得額の 40％を限度に所得控除することができます。
これに加え、本学を条例指定している自治体にお住まいの方は住民税が一部控除されます。
〈本学を指定している自治体〉 都道府県・・東京都、神奈川県
市町村 ・・足立区、横浜市
寄附金額から 2,000 円を差し引いた額について都道府県指定は 4%、市区町村指定は 6% が税額
控除されます。
都道府県と市区町村双方から指定されている場合（足立区・横浜市にお住まいの方）は 10% が
税額控除されます。

●法人の場合 法人税法上、寄附金の全額を損金算入することができます（法人税法第 37 条第 4 項第 2 号）。
ご寄附いただいた場合には後日「寄附金領収書」を送付いたしますので、確定申告の際、証明
書としてご活用ください。
※入金確認後、送付に 1 ヶ月程かかる場合がございますがどうかご了承下さい。

税制上の優遇措置についての問合せ先

〒110-8714
東京都台東区上野公園 12-8
東京藝術大学 美術学部会計・教材係
Tel 050-5525-2117 Fax 03-5685-7761

協賛

「年報」刊行事業協賛金のご案内

協賛（広告）をお願い致します
皆様の協賛金が文化財保護の礎となります。

１. ＜協賛内容＞
協 賛 金： 2 万円から 8 万円
協賛特典：
「年報」巻末に協賛者の皆様の協賛広告を掲載させて頂きます。

モノクロ全面広告

5 万円

カラー全面広告

8 万円

モノクロ半ページ広告

3 万円

カラー半ページ広告

5 万円

モノクロ四分の一ページ

2 万円

カラー四分の一ページ

3 万円

※例年 8 月に発行しております。

２. ＜協賛お申し込み方法＞
（１）ファクシミリご使用の場合は送信状に必要事項をご記入の上、03-5685-7600 へ送信してください。
（２）郵送の場合も送信状に必要事項をご記入の上、封筒型に折ってご返信ください。
（３）広告サイズや原稿送付方法に関する詳細は裏面、4. 広告のサイズと形式について をご覧ください。

３. ＜振込について＞
下記の本学口座に全国の銀行等（都市銀行・信託銀行・地方銀行）より納付していただきたく、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

振込口座：三井住友銀行（0009）
東京公務部（096） 普通預金
１５３０５１
国立大学法人 東京芸術大学
（コクリツダイガクホウジン トウキョウゲイジュツダイガクビジユツキョウサン）
お振込の際、（窓口であっても、ＡＴＭであっても）貴殿のお名前の前に「HC」
と入力くださるようご協力お願い申し上げます。
→（例：HC カ）○○○）
注：振り込み手数料が必要となります。
※ 「年報」刊行事業を目的とした広告掲載に関る協賛金は、税制上の優遇措置の対象となりません。
ご理解、ご了承を賜わりますようお願い申し上げます。
また、本学より領収書は発行しませんのでご了承ください。お振込の際に金融機関が発行する振
込証明書が領収書となります。
※

寄附金とは口座番号が異なります。

○ 広告サイズと形式については裏面をご覧下さい。
○ ご不明な点などございましたら、Tel.050-5525-2279 迄ご連絡下さい。

４．広告のサイズと形式について
広告サイズ

年報の用紙サイズにつきましては A4 モノクロ、カラー共に、掲載する広告の
サイズは下記の通りとさせていただきます。

原稿形式

全面

横 180mm× 縦 260mm

1/2 サイズ

横 180mm× 縦 127mm

1/4 サイズ

横 87mm× 縦 127mm

原稿をご送付頂く際、以下のとおりご用意願います。

●データ形式にてご提出をご希望の場合
データを納めた CD-R、DVD-R のほか、出力確認のため、用紙印刷した広告サンプルを同封
し、ご送付願います。
●紙でご提出をご希望の場合
定型の広告原稿あるいは会社のロゴマークの清刷りをご送付願います。（清刷りをお持ちで
はない場合は、ロゴマークのコピー等を印刷した原稿をご送付ください）
●メールでデータを送付の場合
文化財保存学専攻保存修復彫刻研究室のウェブサイト http://www.tokyogeidai-hozon.com/
から、Mail→webmaster@tokyogeidai-hozon.com へご送付ください。
＊ご送付頂く掲載広告の形式は、データ形式あるいは書面に印字した清刷等でも結構です。原
稿サイズにつきましては、ご希望いただいたサイズ（全面・半面・１/４面）に調整し、対応さ
せて頂きます。
なお、研究活動へのご意見・ご感想等がございましたら、広告中に加えて頂き、意見広告の
ような形式でご掲載いただけますと幸いです。

「年報」は 8 月発行予定となりますので、原稿は発行年の 5 月頃を目安にお送りください。
6 月中に校正を郵送し、最終の確認をして頂きます。
以上をご確認の上、広告原稿をお送りくださいますようお願い申し上げます。

○ ご不明な点がございましたら、下記迄ご連絡下さい。

東京藝術大学大学院 美術研究科
文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室
〒110-8714 台東区上野公園 12 ー 8
Tel. 050-5525-2279・Fax. 03-5685-7600

Email. webmaster@tokyogeidai-hozon.com
URL. http://www.tokyogeidai-hozon.com

のりしろ

国立大学法人東京藝術大学長

殿

ファクシミリ・郵送申込書

ご 寄 附 協賛広告

東京藝術大学大学院 文化財保存学専攻 保存修復彫刻研究室

平成

年

月

日

Tel.050-5525-2279 Fax.03-5685-7600

円）

●ご協力者一覧に掲載するお名前
ご寄附くださった方々のお名前を年報の「ご協力者一覧」に掲載させていただ
きますので、掲載される名称を下記にご記入ください。
（ただし、ご芳名の掲載
をご希望しない場合、希望しない旨、
□に

をご記入ください。
）

□年報「協力者一覧」へのご芳名掲載を希望しない。
●領収書宛名記載欄（領収書に記載する宛名をご記入下さい）

モノクロ全面広告

5 万円

カラー全面広告

8 万円

モノクロ半ページ広告

3 万円

カラー半ページ広告

5 万円

協賛広告希望の方

モノクロ四分の一ページ 2 万円

のりしろ

広告掲載を
希望します。

協賛

のりしろ

キリトリ線

ご寄附希望の方 ︵広告掲載不要の方︶

※広告掲載をご希望の場合は、
「協賛（広告）をお願いします」の頁をご覧ください。

のりしろ

寄附

のりしろ

寄附金を希望します。（金額

カラー四分の一ページ 3 万円

広告掲載ご希望の方は次の欄も必ずご記入ください。
※ご協力者一覧（ご芳名欄）に掲載するお名前
広告を掲載される方々のお名前を「ご協力者一覧」に掲載させていただきますので、
掲載される名称をご記入ください

ご連絡先

※寄附、協賛広告いずれの場合も下記にご記入をお願い致します。

ふりがな

ご芳名
（法人にあたっては、法人名及び職・氏名）
〒

tel

（

）

fax

（

）

e-mail

（本申込書に記載された個人情報は、本寄附金・協賛金にかかる事務にのみ利用させていただきます。
）

キリトリ

キリトリ

ご住所

料金受取人払郵便
上野局承認

5028
差出有効期間
平成 30 年 11 月
30 日まで

１１０-８７９０
１８０

東京都台東区上野公園
１２

キリトリ

保存修復彫刻研究室

キリトリ

山折り

行

東京藝術大学大学院美術研究科

の８

山折り

