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一番お勧めのルート

1-1 OCS（航空便）

輸送日数：4-7日 FBA発送可能

重量
バッテリー内蔵商品、磁性を帯び

る商品
送料（普通商品のみ）

0.5 Kg～20Kg
150（最初の0.5Kg ）＋以後43元

/0.5Kg
95（最初の0.5Kg ）+以後21元

/0.5Kg

21Kg以上 45 23

101Kg以上 45 23

2-1 HY快速船便 （FBA/RSL直送可）

輸送日数：船出航後7日～9日（単独通関は9～16日）

重量 送料

50Kg以下 対応しません

51Kg（実重量） – 500Kg 9.5元/Kg

501Kg –1000Kg 9.5元/Kg

1000Kg以上 8.5元/Kg

FBA直送の場合 上記料金体制に適用

時刻表：毎週金曜に集荷、翌火曜に船が出発
毎週水曜に集荷、土曜に船が出発
商品種類は15品名以下、一箱に最大2品名に限定。
快速船便のみは保険が付きます。

FBA直送が一
番スムーズで
安いです！

最低8.5元/Kgか
ら！自宅もFBA
直送も可能！

詳しくはページ4に
ご確認くださいませ。

詳しくはページ9に
ご確認くださいませ。



日本行き 物流ルート FBA/RSL直送 配送時間 特徴 適用荷物

航
空
便

1-1 OCS 〇 4-7日 仕入れ価格で申告、手
続きが一番簡単

★FBA直送一番お進め

1-2 佐川 ・通常便
・格安便
・小包専用便

〇
×
×

4-6日
4-7日
3-5日

仕入れ価格で申告
格安
9Kgまで

★自宅発送一番お勧め

★少量サンプル発送お勧め

1-3 スコアジャパン（流通王） 〇 4-6日 仕入れ価格で申告

1-4 HY 航空便 〇 4-6日 マスク発送可能 防疫関係商品専用/格安！

1-5 EMS × 4-6日 30Kgまで 特殊商材発送専用

船
便

2-1 HY快速船便 〇 7日～9日 51Kgから、最低8.5元
/Kg

★大量発送に一番お勧め

2-2 HY通常船便 × 12～15日 150Kgから 電池発送可能（電池最大
200Kg限定）

2-3 環越快速船便 〇 15～20日 100Kgから 特殊商材商品お勧め（大量）

2-4 中国郵政船便 × 20～30日 30Kgまで 特殊商材商品お勧め（少量）

アメリカ

3-1 HK DHL / UPS / FedEx 〇 5～7日 高くて速い 在庫補充に急ぐ商品をお勧め

3-2 环越米国船便（FBAのみ） 〇 18～40日 12Kgから発送可能！ ★アメリカ発送にお勧め

3-3 HY米国船便（FBAのみ） 〇 30～40日 21Kgから発送可能

カナダ、オーストラリア、シンガポール、欧州も発送可能、詳細はお問い合わせください

◆ 荷物の重量については、実重量と容積重量の高い重量をもとに、料金算出をいたします。

【実重量】：実際の荷物の重量

【容積重量】：貨物の容積を、6000 cm³ /１kgとして換算した重量 算出方法⇒容積重量(kg) = 縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) ÷ 6000(cm³/kg)

◆ 物流ルートによって、容積重量は÷5000、 ÷ 6000のいずれかに適応します。

◆ 特別説明がなければ、価格表は関税と消費税は含んでおりません。関税が発生する場合、お支払って頂く必要があります。



• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000

• 追跡サイト： http://www.ocsyw.com/

• FBA直送の荷物は購入価格で申告になります。

バッテリー内蔵商品、磁性を帯びる商品の追加費用：

1、アダルト商品など特殊商品は、50Kg以下の場合、100元の付加費用が発生します。50Kg以上なら、+3

元/Kgの付加費用が発生します。

2、遠隔地費用：50Kg以下の場合、150元の遠隔費用が発生します。50Kg以上なら、+3元/Kgの付加費

用が発生します。

3. FBA/RSL直送の手続き：いりません

1-1 OCS 

日本行き

付加費用：

• FBA 直送：＋2 元/Kg 

FBA直送の荷物は購入価格で申告になります。

FBA/RSL直送の手続き：

下記の情報をご提出をお願い致します。

①店舗情報と輸入者が一致していること（キャプチャが必要）

②販売店情報及びASIN、入金、支払明細の提供

③Amazon商品掲載画面（価格付）（キャプチャが必要）

• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000
• 追跡サイト： https://tracking.sagawa-

sgx.com/sgx/trackeng.asp

1-2 佐川 通常便

輸送日数：4-7日 FBA発送可能

重量 バッテリー内蔵商品 普通商品

10Kg以下 105（0.5Kg 以下）＋以後26/0.5Kg 75（0.5Kg 以下）＋以後20/0.5Kg

11-20Kg 41 32

21-50 Kg 37 30

51-100Kg 36 29

101-300Kg 35 28

300Kg以上 36 29

輸送日数：4-7日 FBA発送可能

重量
バッテリー内蔵商品、磁性を帯び

る商品
送料（普通商品のみ）

0.5 Kg～20Kg
150（最初の0.5Kg ）＋以後43元

/0.5Kg
95（最初の0.5Kg ）+以後21元

/0.5Kg

21Kg以上 45 25

101Kg以上 45 25

http://www.ocsyw.com/


運送時間5-7営業日 FBA直送不可

適用商品：普通商品のみ受取、例えばアパレル、カバン、日用品

重量
（51Kgから発送）

普通商品 備考

11-20Kg 28

21-50 Kg 24.5

51-100Kg 22.5 ご注文する時に、

101-300Kg 21.5 「格安便」を備考くださいませ。

ご注意：1 伝票ごとに品名は 5 個までです。

1-2 格安便

ご注意：

・通関、配送は佐川以外の通関業者です。

• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000
• 追跡サイト：http://www.yiwuyisu.com/

運送時間３-５営業日 FBA直送不可

適用商品：普通商品のみ受取、例えばアパレル、カバン、日用品

重量 普通商品 備考

0.5Kg 80元

1～9Kg 15元/0.5Kg

ご注意：３Kg以上は関税が発生する可能性があります。

1-2 佐川 小包専用便 ・ 縦、横、高さの合計が 150㎝以内、縦×横×高さ÷6000（容積重量）と実重量を比較し、大きい数字で送料を

計算します。

付加費用：

1．住所変更：1,650円; 佐川へ返送された場合：1,100円;

佐川へ返送され、住所変更して再発送した場合：2,200円

2．北海道、沖縄への発送は、遠隔地送料が別途発生します。

1-2Kg：100元/回; 2-5Kg：160元/回; 5Kg以上：210元/回

注意事項

1.受取人の氏名（漢字）が必要です。会社名/カタカナでは通関できません。

2.発送先住所は、個人の住所が必要です。倉庫/物流センターなど営業所住所では通関できません。

3.同じ受取人への発送は、1日最大2件まで対応可能です。

4. 3Kg以上は関税が発生する可能性があります。課税された場合は、弊社が立て替え、後でお客様にご請求します。

5.バッテリー/磁性のある商品の発送は、個別でお問い合わせください。

http://www.yiwuyisu.com/


• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000

• 追跡サイト：http://www.score.jp.com/

• バッテリー内蔵商品、磁性を帯びる商品は発送不可

• 遠隔地費用：北海道、沖縄、鹿児島県は遠隔地に属します、価格は+3元/Kgになります、最小150元/回です。

• 特別ご注意：どうしてもバッテリー内蔵、磁石商品、ほかの特殊商品はアマゾンFBA直送の場合、下記の資料が必要です：

Amazon商品掲載画面（価格付）、ASIN番号が入っている画面、シュミレーター商品代金がAmazon商品掲載画面

と同じ価格。事前に担当にご連絡ください。

• 通関手数料：

• 税金が1万円以内の場合：660円

• 税金が1万円を超えるばあい、5.5％の通関手数料を申し受けます。

• 発送人（弊社）が税金を支払う場合：弊社が立替してからお客様に請求になります。（日本円→人民元レート：

13.33）★発送人支払はお勧めしません。

FBA直送の荷物は購入価格で申告になります。

FBA/RSL直送の手続き：

下記の情報をご提出をお願い致します。

①店舗情報と輸入者が一致していること

②販売店情報及びASIN、入金、支払明細の提供

③Amazon商品掲載画面（価格付）（キャプチャが必要）

輸送日数：3～4営業日

重量 防疫関係商品専用、FBA直送：+2元/Kg

1-10Kg 85（最初の0.5Kg ）＋（以後0.5Kgごとに）20

11-20Kg 36

21-50Kg 34

51-101Kg 30

101Kg以上 29

1-4 HY航空便 防疫関係商品専用航空便（FBA直送可）
• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000

• 追跡サイト：https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/list/

• バッテリー内蔵商品、磁性を帯びる商品は発送不可

• 付加費用：

• 通関手数料：150元/伝票

• FBA直送+2元/Kg

• 遠隔地費用：北海道、沖縄、鹿児島県は遠隔地に属します、付加費用は毎回見積もりになります。

• FBA/RSL直送の手続き：上記ルートと同じです。

1-3 スコアジャパン（流通王）

輸送日数：4～6営業日 FBA発送可

重量 普通商品

1 Kg～20Kg 85（0.5Kg 以下）+以後20元/0.5Kg

21~50Kg 28

51-100Kg 27

101Kg以上 26

http://www.score.jp.com/
https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/list/


輸送日数：5～7営業日

重量 普通商品専用、FBA直送：+2元/Kg

1-10Kg 95（最初の0.5Kg ）＋（以後0.5Kgごとに）21

11-50Kg 23

51-100Kg 22

101-300Kg 20

301Kg以上 20

1-4 HY航空便（FBA直送可） • 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000

• 三辺合計は150cm、重量は30KGまで

• 追跡サイト：https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/list/

• バッテリー内蔵商品、磁性を帯びる商品は発送不可

• 付加費用：

• 通関手数料：150元/伝票

• 遠隔地費用：沖縄までは取り扱いしません。北海道地域は30Kg以下なら毎回80元加算、30Kg
以上は+3元/Kgになります。

ご注意：FBA直送の荷物はアマゾン販売価格の約35％で申告になります、高くなる恐れが

あります。

（日本法人で登録したアマゾンショップは中国の購入価格で申告できます。）

FBA/RSL直送の手続き：

下記の情報をご提出をお願い致します。

①店舗情報と輸入者が一致していること

②販売店情報及びASIN、入金、支払明細の提供

③ Amazon商品掲載画面（価格付）（キャプチャが必要）

• FBA/RSL直送の手続き：

https://www.sagawa-exp.co.jp/send/fare/list/


1-5 EMS（FBA直送不可）

輸送日数：3～5営業日 FBA/RSL発送不可

重量（Kg） 価格（元） 重量（Kg） 価格（元）

1 110 16 457

2 131 17 480

3 149 18 505

4 175 19 529

5 198 20 552

6 223 21 576

7 248 22 600

8 273 23 605

9 298 24 627

10 322 25 651

11 346 26 674

12 362 27 697

13 388 28 721

14 410 29 744

15 433 30 767

• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /6000

• 追跡サイト：https://www.post.japanpost.jp/int/ems/delivery/

• 伝票利用手数料：４元/伝票

• 1伝票ごとに1箱しか発送できません。複数の箱は複数の伝票になります。

• 特殊商材はご発送する前にご連絡ください。

https://www.post.japanpost.jp/int/ems/delivery/


• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /5000
• 追跡サイト：http://www.kaigenlogistics.com/
付加費用：

• 一つの段ボールの三辺合計は150cm、重量は20KGまで。オーバーサイズ箱の料金は次のペー

ジの表にご参照くださいませ。

• 北海道・沖縄・離島は、別途3000円/伝票の加算となります。配送時間は通常より1～2日遅く

なります。

• 通関手数料：100元/伝票

2-1 HY快速船便 （FBA/RSL直送可）

輸送日数：船出航後7日～9日（単独通関は9～16日）

重量 送料

50Kg以下 対応しません

51Kg（実重量） – 500Kg 9.5元/Kg

501Kg –1000Kg 9.5元/Kg

1000Kg以上 8.5元/Kg

FBA直送の場合 上記料金体制に適用

時刻表：毎週金曜に集荷、翌火曜に船が出発
毎週水曜に集荷、土曜に船が出発
商品種類は15品名以下、一箱に最大2品名に限定。
快速船便のみは保険が付きます。

申告について：

• 自宅行き：実際の購入価格で申告

• FBA直送：共通通関になります。輸入許可通知書は発行されません。単独通関が必要な場合、事

前にご連絡ください。

• 関税、消費税：海源独自レートで算出し、請求されます。

通関について：

1．ディフォルト：共同通関（アマゾンFBA以外はHYモード）

2．共同通関（FBA専用はYTモード）

お荷物の行き先によって共同通関YTとHYのいずれかを手配させていただきます。

3．単独通関（DQ）運動靴は単独通関のみ発送できます。

単独通関のご利用条件：

・法人の場合：

①法人番号、輸入者番号、又はNACCSコード/口座のいずれかをお持ちの方のみ

②店舗情報と輸入者が一致していること（キャプチャが必要）

③販売店情報及びASIN、入金、支払明細の提供（FBA,RSLの場合）

・個人の場合

①店舗情報と輸入者が一致していること（キャプチャが必要）

②販売店情報及びASIN、入金、支払明細の提供（FBA,RSLの場合）

共同通関は一時停止、単独通関だけを
ご利用頂けます。最低発送重量：50Kg。

輸入規制対象品：

①食料品や食器類、料理器具や口に触れるもの

②ライターやオイル、香水、マニキュアなど

③医療品、化粧品、メガネ（度数あり）、マッサージ機器、姿勢・骨盤等の矯正器具、脱毛器、シャンプー、

ボディークリーム、インソールなど

④ラジコン、携帯電話、Bluetooth機器、ドローン、バイクなど電波を発するもの。体積エネルギー密度が高

いリチウムイオン蓄電池を使用しているパソコンやデジタルカメラなど。

⑤刃物や銃、警棒、ヌンチャク、コスプレ用、おもちゃ武器など

⑥キャラクター、アニメ、芸人のコスチュームや関連グッズ

⑦偽ブランド品や模倣品など

⑧知育玩具、対象年齢6歳以下の玩具

⑨テレビゲーム、ソニー、任天堂、マイクロソフトのゲーム機など

※料理器具類は「食品検測証明書」が必要です。お客様ご自身でご提出いただきます。織物、紡績品に

は、商品自体に「Made in China」の文字と洗濯タグ（素材を記録する）がついてあることが要求されます。

http://www.kaigenlogistics.com/


輸送日数：船出航後12日～15日

重量 送料

150Kg以下 対応致しません

150-500Kg 9元/Kg

500-1000Kg 8.5元/Kg

1000-2,000Kg 8元/Kg

2,001Kg- 7.5元/Kg

時刻表：毎週金曜に集荷、翌火曜に船が出発
毎週火曜に集荷、金曜に船が出発
毎週木曜に集荷、日曜に船が出発

商品種類は15品名以下、一箱に最大2品名に限定。

2-2 HY通常船便 （FBA直送不可）

HYの船便をご利用の際に、オーバーサイズ、オーバー重量の商

品をある場合、日本国内で追加運送料が発生します。

価格が地域によって配送料が違います、

左の表をご参考くださいませ。

• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /5000
• 追跡サイト：http://www.kaigenlogistics.com/
付加費用：

• 段ボールのサイズは150cm（3辺合計で150cm）以内。オーバーサイズ箱の料金は次のペー

ジの表にご参照くださいませ。

• 北海道・沖縄・離島は、別途3000円/伝票の加算となります。配送時間は通常より1～2日遅く

なります。

• 通関手数料：100元/伝票

申告について：

• 自宅行き：実際の購入価格で申告

• 通関：共通通関になります。輸入許可通知書は発行されません。単独通関が必要な場合、事前に

ご連絡ください。

• 関税、消費税：海源独自レートで算出し、請求されます。

http://www.kaigenlogistics.com/


2-3 環越快速船便 （FBA直送可） • 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /5000

• 追跡サイト：http://www.kaigenlogistics.com/

• 通関手数料：100元/伝票

• 注意事項：「HY快速船便」の注意事項と同じです。

輸送日数：船出航後12日～15日

重量 送料

100Kg以下 対応致しません

101Kg-500Kg 17.5元/Kg

2-4 中国郵政船便 （FBA直送不可）

輸送日数：20~30日

重量 送料

0-30Kg 158元（最初の1Kg）＋14元（その後の1Kgごとに）

• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /5000

• 追跡サイト：https://www.post.japanpost.jp/int/ems/delivery/

• 注意事項：バッテリー内蔵商品、磁性を帯びる商品は発送可能

• 特殊商材はご発送する前にご連絡ください。

• 1伝票ごとに1箱しか発送できません。複数の箱は複数の伝票になります。

http://www.kaigenlogistics.com/
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/delivery/


• 22kg未満の送料につきましては、海外情勢により変更になる場合がございます。

• 燃油サーチャージ当月クーリエ会社が公表する燃油サーチャージを準にします。

• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /5000

• 中国⇒アメリカの場合、配送料とは別に通関代行手数料が 200元/1送り先 かかります（税抜）

• 出荷ポリシー変更により、同一倉庫であっても実重量が 150Kg 以上、または容積重量が 300Kg 以上

に達した場合は、インボイスを分け、その分通関代行手数料がかかります。

• DHLは70Kg以上の価格がより高いので、伝票を分けて1回の荷物を70Kg以下に抑える必要があります。

配送日数：3-7日
バッテリー内蔵商品、磁性商品発送可能

22Kg以下 都度見積もりになります

22Kg＋
約60元/Kgから、変動が頻繁なので事前

にお問い合わせください

P4 HK DHL / UPS / FedEx

アメリカ行き

ご注意：DHL、UPS、FedExの発送不可の荷物がありまして、リチウム電池付きの
商品・バッテリー・食器・美容品・マッサージ用品・磁性のある商品などがあり
ましたら、発送可否についてお問い合わせください。



• 容積重量：縦(cm) x 横(cm) x 高さ(cm) /5000

• 1配送で5種類の商品を送ることができます。

• アメリカ行きの船便送料には、燃油サーチャージとして10％が加算されます。

• 圧縮サービスを使用する場合、+1元になります。

• 中国⇒アメリカの場合、配送料とは別に通関代行手数料が 200元/1送り先 かかります（税抜）

• サイズオーバーと単個段ボールの重量オーバーの場合、見積もりをご相談ください。

• １箱荷物は12 KGで計算しています、12Kg未満の場合は、12Kgとして計算されます。

• 関税：込み

取り扱い不可商品、賠償について

＊詳しくはP8（最後の2ページ）をご参考くださいませ。

• もし税関がコンテナを検査する場合、5-15日間かかります。ぜひ、落ち着いてお待ちください。

• 通関に証明書などが必要な場合は、ご提出ください。

• 毎週土曜に集荷、翌週水曜に船が上海から出発し、約13営業日で米国西海岸につきます。

• 米国での通関した後に、UPSがトラックで各FBA倉庫まで配送します。

P7 3-3 HY米国船便 FBAのみ（通常船便）

3-2 环越米国船便 FBAのみ（美森快船）

輸送日数：船出航後15～26日港に着く、配送2-3日

送料（21Kg以上が対象）

重量 21Kg+ 100Kg+

米国西部
郵便番号8.9

25 22

米国中央
郵便番号4.5.6.7

26 23

米国東部
郵便番号0.1.2.3

27 24

輸送日数：15～26日

※一部商品は付加費用がかかります、具体的には商品によっ
てお問い合わせくださいませ。

輸送日数：船出航後25～40日港に着く、配送2-3日

送料（21Kg以上が対象）

重量 12Kg+ 100Kg+

米国西部
郵便番号8.9

20.5 17.5

米国中央
郵便番号4.5.6.7

21.5 18.5

米国東部
郵便番号0.1.2.3

22.5 19.5

輸送日数：25～40日

※一部商品は付加費用がかかります、具体的には商品によってお問い合わせくださ
いませ。

3-1から3-3までの船便は、12Kgからも発送可能です～

運送日数とコストをご参考にして、ご注文する時にご自身に一

番適切な船便ルートをご指示くださいませ。

価格の変動が頻繁なので、出荷する前に最新の価格をお問い

合わせくださいませ。



3-4 环越米国船便 FBAのみ（美森限時達）

輸送日数：船出航後18日港に着く、配送2-3日

送料（21Kg以上が対象）

重量 12Kg+ 100Kg+

米国西部
郵便番号8.9

26.5 22

米国中央
郵便番号4.5.6.7

27.5 23

米国東部
郵便番号0.1.2.3

28.5 24

輸送日数：18日

※一部商品は付加費用がかかります、具体的には商品によってお問い合わせくださ
いませ。

「限時達」はなるべく限定時間以内に到達する意味です。価格

は通常船便より高いが、スピードがより速いです。

3-3の注意事項、付加費用などは3-1、3-2と同じです。

価格の変動が頻繁なので、出荷する前に最新の価格をお問い

合わせくださいませ。



4-1 米国行き航空便 FBAのみ（中国→米国は提携航空便＋米国内UPS配送）

輸送日数：6営業日に米国空港に着き、配送2-3日（全部で約10～12日）

送料（21Kg以上が対象）

重量 70Kg+ 100Kg+ 500Kg+

米国西部
郵便番号8.9

39 38 37

米国中央
郵便番号4.5.6.7

40 39 38

米国東部
郵便番号0.1.2.3

42 40 39

輸送日数：15～26日

※一部商品は付加費用がかかります、具体的には商品によってお問い合わせくださいませ。

• 容積重量：縦(cm) x横(cm) x高さ(cm) /5000

• １段ボールの最小重量が12Kg、10Kg未満の場合は12Kgとして計算します。

• 梱包要求：最長辺＜120㎝、次長辺＜76㎝、総辺長＜330㎝。

付加費用：

・ガラス商品、革製品、スーツケース、バッグ製品、靴、アラーム、クロック、木製品、商

業検査と認証が必要な商品は+2元/Kg,上記の種類は累計加算になります。

• 中国⇒アメリカの場合、配送料とは別に通関代行手数料が 200元/1送り先 かか

ります（税抜）

• 1配送で5種類の商品を送ることができます、それを超える場合、30元/個の品名費

用が発生します。

• 発送後の住所変更費用：900元/伝票

関税：込み

税関が検査する場合、通関時間が長くなります。

取り扱い不可商品：

電池のみ、コピー品、液体、粉末、商標権侵害、食品類、医療関連類、子供用品類、

化粧品類 （タトゥー関連含む）、タバコ及び電子タバコ関連商品類、動物毛皮製品

類、レーザー製品類、 成人用品類、刀や警棒類、植物種類強磁石類（磁石や冷蔵

庫に貼るマグネット等）、蚊取り類、 ネズミ捕り類、殺虫剤類、雑誌書籍等出版物、木

箱、木製棚及びトレー系製品等アメリカが追 加課税した分類の貨物

※アメリカ向けは急にルールが変更になる可能性があります。発送する際は担当に必

ず確認を依頼してください。

賠償について

最後のページにご参考くださいませ。

米国行き航空便は通常商品だけを取り扱いします。バッテ

リー内蔵商品、磁性のある商品、モーターがある商品、鉛筆

は取り扱いしません。

コスプレ―服、軽度磁性のある商品、筆（鉛筆以外）、ア

ラーム、クロック、木製品、商業検査と認証が必要な商品は

個別に発送できるかどうかをご連絡くださいませ。

価格の変動が頻繁なので、出荷する前に最新の価格をお問

い合わせくださいませ。



米国船便サービスのご案内

※所要日数： 米国税関まで約12～13営業日 、米国通関約1～2週間

（商品により、お時間がかかる場合があります。ぜひ、落ち着いてお待ちください。 通関に証明書などが必要な

場合は、ご提出ください）

※1配送で5種類の商品を送ることができます (6種類以上は、30元/種類の通関手数料が発生します。)

◆運送条件（5種類の商品とは）

例えばアパレルであれば、「ドレス」「Tシャツ」「スカート」など、5種類までは無料ですが、

6種類以上になる場合、別途費用（30元/種類）がかかります。

※6種類以上になる場合の判断は、発送後となりますので、請求書が修正される場合があります。

※種類が少なく、発送量の多いご注文に最適です。

※サイズ違いなどのバリエーションは、「1種類」でカウントいたします。

（TシャツのSサイズ、Mサイズ、Lサイズなど 合わせて「1種類」）

◆運送できないもの（米国アンチダンピング商品）

1）安価な金属及びその製品、 9）鉱石と鉱物燃料、

2）化学製品、 10）家電、

3）他の製品、 11）車船設備と部品、

4）機械、電気設備と部品、 12）建築材とガラス製品、

5）一部の紙、紙製品、 13）野菜製品、

6）一部の織物、 14）消耗品、

7）プレハブ食品、 15）一部の筆、ペン、

8）プラスチックとラバー製品、 16）ハンガ

P8 アメリカ格安便と船便の注意事項



◆運送できないもの（禁制品）

つるはし
自動車脱出用ハン
マー
ノーブック
腕時計
折り畳み型金属椅
子や机
偽のブランド品
商標権侵害の商品
モバイルバッテ
リー
乾電池
危険品

ライター（USBライ
ター含め）
スマホ
携帯用無線電話機
電子タバコ
カラープリンター
トナー
インクカ—トリッジ
血圧計
釘
綱パイプ斧

液体
粉末
木製の箱や鉄製
の箱で梱包され、
開封しにくい商
品
形が不規則な荷
物
カートン包装以
外で梱包された
荷物

◆運送には専門の認証書類が必要な商品

①FDA 認証が必要な商品：皮膚と接触商品、植物、歯ブラシ、コップ、温度計、眼鏡、アイブロウペン、（電気）かみそり、化 粧品、

ベビー用品、児童用品、おもちゃ、ぬいぐるみなど

②商標権侵害の恐れがある商品：Bluetoothのロゴ及び文字が印字された商品、USBデータケーブル、「CE / HDMI / FCC / LACEY / 

ACT / DOT」などの標識がある商品は正当な証明書が必要

③一部のアメリカアンチ-ダンピング商品： スマートブレスレット、蝋燭ライト（蝋があるタイプ）、折り畳み式プレセットボックス、紙、ピン、エ

ナメルキッチン用品、自動車部品 と設備、化学製品、木製ベッドルーム家具、木質複合板、電気毛布、家電、自転車、建築用品、ガ

ラス製品、鉄製の柵、豚 毛漆ブラシ、キャンバスなど

※動物の皮、毛類の織物は、追加の通関手数料が発生する可能性があります。 船便で発送希望の場合は、買付の前にお問い合わせ

ください。

賠償について：

１．運送途中で荷物が紛失した場合、40元/Kgの標準で賠償します。送料は返金できません。

２．UPS/Fedexに引き継いだ後に紛失になった場合、申告価値で賠償します （しかし、１Invoiceにつき、最大金額は100ドル）。

３．もし商標権侵害が原因で、商品が紛失したり、通関で差し止められた場合、弊社は責任を負いません。 その場合、お客様に弊社

の信用損失を賠償を求める権利を有します。

４．お客様が実際の金額で申告せず、知識財産権侵害、商品が輸入禁止品の原因で税関差し止められた場合、 賠償範囲外になり

ます。

５．戦争、自然災害など不可抗力による損害、紛失は、賠償しません。

６．フライト便が遅延、通関遅延などによる配送遅れは、賠償しません。

７．商品の一部紛失/損害に対して賠償しません。

本サービスをご利用いただく際、お客様が上記の規則に同意したものとみなします。


