
コロンビアビジネススクール 

日本同窓生の皆様、 

 

突然のご連絡、大変失礼いたします。 

コロンビアビジネススクール在校生の武（Class of 2019）と申します。 

 

日本同窓生の皆様の多大なるご支援のお蔭をもちまして、コロンビアビジネススクールの Japan 

Study Tourは今回で 29回目を迎えることとなりました。感謝申し上げます。 

 

今年度の Japan Study Tourは、当校在学中のMBA学生約 40名に対して、日本の伝統文化

を伝えるとともに、日本を代表する企業数社の紹介を中心に、2018年 5月 13日から 5月 19日

にかけて、首都圏、中部、関西を周り実施する予定となっております。 

 

本研修プログラムは、コロンビアビジネススクールによる公式な行事として、例年通り教授も帯同

予定です。 

 

また、本プログラムはコロンビアビジネススクールの学生の間で非常に高い関心を持たれており、

今年も定員の 40名を大幅に越える応募者が集まる予想をしております。 

 

  

 

例年、卒業生の皆様及び各企業様からの大変なご厚意により寄付金を頂戴しております。 

 

寄付金は渡航費・宿泊費の補助等として活用させて頂いており、結果的に多くの学生に日本に関

する見識を深める機会を提供する事が出来ております。皆様のご厚意によって少しでも学生の負

担を軽減出来ればと考えており、誠に勝手ではありますが、本プログラムの趣旨にご賛同頂き、

何卒ご寄付を頂けますと幸甚です。 

 

  

 

ご寄付は一口 300 ドル（または 3万円）からとなっております。 



 

ご寄付頂きました際には、本校内において本プログラムについてご寄付がありましたことを本プロ

グラムに関する全資料へ記載し、関係者に配布する予定です。 

 

お忙しい中大変恐縮でございますが、上記についてご検討頂き、2018年 4月 30日（月）までに

ご連絡頂けますと幸いです。 

 

ご寄付を頂ける場合には、下記詳細な手続き等をご参照頂ければ幸いです。 

 

１．   添付のフォームをご記入頂いた上、メールにてご返信頂ければ幸いです。Click here   

 

（メールご返信先：Liang, Amber <yal2107@gsb.columbia.edu>、 

 CC：Ron Wu ＜rwu19@gsb.columbia.edu＞、 

Takafumi Atsuta ＜TAtsuta19@gsb.columbia.edu＞ 

尚、フォーム自体は英語のみで申し訳有りません。 ） 

 

２．   送金方法につきましては、添付フォームに数種類が記載しております。例えば海外送金方

式ですと、 

 

フォームの中一番下のボックスにチェックしていただき、記載の送金先へご送金頂ければ幸いで

す。 

 

 なおご質問、ご不明な点等ございます場合には、いつでも下記連絡先までご連絡頂ければと思

います。 

 

どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

コロンビアビジネススクール MBA 

武 融 (E-mail: rwu19@gsb.columbia.edu, Tel: 1-917-855-2067) 

熱田 貴文(E-mail: TAtsuta19@gsb.columbia.edu, Tel: 1-929-291-8569) 
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Dear Columbia Business School Alumni, 

 

Thanks to the support from Columbia Business School Alumni, the 29th Columbia 

Business School’s (CBS) annual Chazen Japan Study Tour will take place in next 

May. 

 

40 CBS MBA students will participate and visit Japanese companies in various 

industries, deepening students’ understanding of Japanese culture and business. 

 

The program is scheduled for May 13-19, 2018 and currently, we are planning to visit 

areas around Tokyo, Nagoya and Kyoto. 

 

It is an official program hosted by CBS and is accompanied by a professor. Because 

of the popularity among students, it is also predicted to be oversubscribed this year. 

 

The program receives donations every year from corporate and individual sponsors. 

 

The donations are used to subsidize students’ traveling expense, including flight 

and accommodation, giving more opportunities to students to attend this insightful 

program. 

 

We greatly appreciate your past support, and we would like to ask for 

your supportonce more in sponsoring the 2018 Chazen Japan Study Tour Program. 

 

We kindly ask for a contribution from and in unit of $300 (or JPY30,000). 

 

All sponsors will be acknowledged in all the event materials, which will be 

distributed to participating CBS students. 

 

We would appreciate hearing from you by April 30 (Monday), 2018. 

 



If you would kindly like to make a donation, please refer to the details for donation 

procedure as below. 

 

1.       Please complete the following attached gift form and email it back to the 

following contacts: click here 

 

To: Liang, Amber <yal2107@gsb.columbia.edu>、 

CC: Ron Wu ＜rwu19@gsb.columbia.edu＞、Takafumi Atsuta ＜

TAtsuta19@gsb.columbia.edu＞ 

 

2.       There are several options to make a donation and please follow the 

instructions stated for each method in the attached gift form 

 

Thank you for your time to consider sponsorship for the 2018 Chazen Japan Study 

Tour Program. 

 

Please feel free to contact us with any additional questions. 

 

Sincerely yours, 

 

  

 

Columbia Business School MBA Class of 2019 

Ron Wu          (E-mail: rwu19@gsb.columbia.edu, Tel: 1-917-855-2067) 

Takafumi Atsuta (E-mail: TAtsuta19@gsb.columbia.edu, Tel: 1-929-291-8569) 
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