小口輸入向け

最適な輸送手段の選び方
2020

海外から商品を仕入れるとき、
より早く、より安く、より安全に運ぶこと。
これは輸入ビジネスを行う上で大切なポイントの一つです。
しかし「誰にでも最適な輸送手段」はありません。
また「いつでも最適な輸送手段」もありません。
では、どうすれば納得できる輸送手段を選べるのか、
具体的に考えてみましょう。
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海外から小ロットの商品を輸送する手段には手荷物のほかに国際郵便、国際宅配便、海上・航空貨物があり、
その物流コストは輸入経費のうちの大きな割合を占めると言われています。しかし輸送に求める要件は毎回同
じとは限りません。「安く運びたい」ことよりも「急いで仕入れたい」
「確実に入手したい」といった要件を優先し
なければならない場合もありますし、商品の大きさや性質によって、輸送手段が限定されてしまう場合もあり
ます。そのため輸送手段を選ぶときには、以下のような事項を商品の特性や自分の要望と照らし合わせ、総合
的に判断することとなります。

1）価格
国際運賃だけでなく、出荷地から配達地までにかかる総コストを計算しましょう。国際郵便と国際宅配便は、
輸送モード
（サービス）ごとに料金表があり、荷物の重さ・大きさと出荷地・配達地により、Door to Door の
料金を調べることができます。
一方海上・航空貨物は、国際運賃のほかに出荷地から輸出地の港までの輸送費、輸出通関手続き料、日本到
着後の輸入通関手続き料、配達先への輸送費等について、その都度輸送業者から見積もりを取る必要がありま
す。国際運賃は物流の受給バランスにより変化するため、輸送距離が短くても運賃が安いとは限りません。ま
た輸送業者により価格も明細もさまざまです。

2）所用日数
季節性
（夏物・冬物、正月・クリスマス用品など）、緊急度（クレーム対応などの突発的な需要）等を考えると
きに必要な要素です。小包程度の大きさの場合、EMS（国際スピード郵便）や国際宅配便を利用すれば主要都
市間なら 2 〜 4 日で届きますが、通常の航空便は 1 週間前後、船便は数か月かかります。繁忙期、港湾ストラ
イキなどの影響を受けることもあります。

3）安全性、追跡調査
どのような輸送手段でも、事故により積荷に被害が及ぶ可能性があります。そのため輸送に際しては外航貨
物海上保険
（有料）を付保するのが一般的です。
また荷物の追跡調査は、国際宅配便であれば依頼した業者のウェブサイトでトラッキングナンバーをもとに
容易に行うことができますが、国際郵便の場合は日本郵便のウェブサイトで追跡可能となるのは荷物が日本に
到着した後からになります。また貨物はトラッキングナンバーがなく、フォワーダー（P.20 参照）や船会社等
にその都度状況を問合せることとなります。

4）重量・大きさ
国際郵便小包は国により基準が異なりますが、1 梱包あたり重量 20 〜 30kg、長さ 1 〜 1.5m 以内までの荷
物を送ることができます。また国際宅配便も業者やサービス内容によって異なりますが、1 梱包の重さがおお
むね 70kg、長さ 2 〜 3m 以内の荷物を送ることができます。どちらの場合も荷物の容積にも制限があります。
それ以上の重さ・大きさの場合は、貨物輸送となります。
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5）温度管理
商品の品質保持のため温度管理が必要となる場合は、そのようなサービスを行っている輸送業者に依頼しな
ければなりません。海上貨物をヨーロッパや南半球から運ぶ場合は、赤道を通過する際に船上に置かれたコン
テナ内の温度が 70 度におよぶと言われており、輸出港・経由地・輸入港のコンテナヤードも、地域や季節に
より高温となるおそれがあります。そこで貨物の場合は、庫内の温度を一定に保つことができるリーファーコ
ンテナを使用することとなります。
しかし貨物に満たない少量の荷物の国際輸送においては温度管理下で運ぶ業者が少なく、サービスを行う地
域も限られているようです。

6）品目による制約
日本では関税法、植物防疫法、家畜伝染病予防法等の法律により輸入が禁止されている品目があり、日本に
到着した荷物の中にこれらに該当する商品が含まれていた場合は税関で差し止められ、輸入することができま
せん。
（P.4 参照）
これとは別に、輸入が可能なものでも万国郵便条約等の規制によって国際郵便で取扱うことができない品目、
国際宅配便では取扱わない品目など、業者が指定している非取扱品目があります。また取扱う場合でも、
IATA
（国際航空運送協会）の規則等により航空危険物とみなされ専用の容器・梱包が必要（梱包費用が発生）と
なる品目、商品の詳しい説明や成分等に関する書類を求められる品目などがあります。対象品目や対応は輸送
業者により異なるので、各社のウェブサイト等で確認しましょう。
輸入に際し他法令＊にかかる品目は、税関で通関手続きを行う前に所管官庁への届出、審査・検査等が必要
となるため、それぞれの法令に基づいた準備が必要です。自分が輸入しようとする商品にかかる法規制はない
か、手続きはどこで行うのか等を事前に調べておく必要があります。
税関以外の官庁が所管する、輸入時に係る法令のこと。
（P.5 参照。
）

＊

7）貿易実務経験
国際郵便小包で課税価格が 20 万円以下の場合及び国際宅配便の場合は、輸送・通関にかかる手続きを業者
が行い国内の配達先まで荷物を届けますので、輸入者に輸入実務の経験がなくても比較的容易に荷物を受取る
ことができます。（輸入の際に法規制がかかる場合は、この限りではありません。）
一方貨物を利用する場合は、まず取引先との間で輸送業者の手配や保険の付保、その費用をどちらが負担す
るか等について交渉しなければなりません。輸送・通関に関する書類も理解しておく必要があります。また通
関手続きを輸入者自身が行う場合は、関税や輸入申告手続きに関する知識も必要です。そのため、英語などの
コミュニケーション能力と貿易実務の知識が不可欠となります。慣れない手続きに時間がかかり商品の販売が
遅れるおそれがある場合は、有料で専門業者に手続きを依頼することも検討する必要があるでしょう。
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1）輸入通関の流れ
日本に到着した荷物は船舶・航空機から保税地域に搬入され、通関手続き終了まで保管されます。通関手続
きは下図のように行われますが、国際郵便物で課税価格が 20 万円以下の場合や国際宅配便の場合は、基本的
に②③⑤を輸入者自身が税関に出向いて行う必要はなく、④の税金も荷物が配達された時に配達員に支払うこ
ととなります。
（詳細は P.14 〜 17、P.19 参照。）

輸入通関の流れ
搬入

搬出
保税地域

船舶・航空機
外国貨物
輸入書類
準備

②輸入（納税）
申告

①他法令承認等取得（対象品）

国内配送

内国貨物
③審査・検査・
貨物確認

⑤輸入許可

貨物引取り

④納税（有税品）

①他法令
（次頁参照）がかかる品目は、税関窓口に行く前に、輸入者（または代行業者）が所管官庁に届出書
類を提出します。審査（＋必要に応じた検査等）により適法と判断されれば届出済証等が交付されます。
②輸入者
（または代行業者）が税関に輸入
（納税）申告書を提出します。
③税関が他法令の手続きが済んでいるか、輸入禁止品は含まれていないか等の審査を行い、必要に応じて
検査・貨物確認を行った後、関税・消費税等の税金の計算を行います。
④税金がかかった場合は納付します。
⑤輸入許可書が交付され、保税地域に保管されていた荷物を搬出できるようになります。

2）輸入が規制されている品目
①輸入禁止品目
関税法では、日本への輸入を禁止している物品があります。輸入する商品が以下の 1 から 8 および 11 また
は 12 に該当する場合は、税関から没収や廃棄、積戻し等を命ぜられます。9 または 10 に掲げる物品に該当す
ると認められるものについては、税関がその旨を輸入者に通知することになっています。11 または 12 に掲げ
る物品に該当すると認められるものについては、権利を侵害するか否かを認定する手続をとることとなります。
関税法で輸入が禁止されている物品
1
2
3
4
5
6
7

麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤
（覚せい剤原料を含む。
）
並びにあへん吸煙具
指定薬物
（医療等の用途に供するために輸入するものを除く。
）
拳銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びに拳銃部品
爆発物
火薬類
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第 2 条第 3 項に規定する特定物質
感
 染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条第 20 項に規定する一種病原体等及び同
条第 21 項に規定する二種病原体等
8 貨
 幣、紙幣若しくは銀行券、印紙若しくは郵便切手
（郵便切手以外の郵便料金を表す証票を含む。
）
又は有価

4

証券の偽造品、変造品及び模造品並びに偽造カード
（生カードを含む。
）
公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
児童ポルノ
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
不
 正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで、第 10 号、第 17 号又は第 18 号に掲げる行為
（これら
の号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第 19 条第 1 項第 1 号から第 5 号まで、第 7 号又は第 9 号に定め
る行為を除く。
）
を組成する物品
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9
10
11
12

このほか植物防疫法、家畜伝染病予防法においても輸入を禁止している品目があります。これらの法律では
輸出国や動植物の種類・部位により禁止品目が異なり、品目は状況により随時更新されます。詳細はウェブサ
イトで確認することができます。
◆植物防疫所：https://www.maff.go.jp/pps/

◆動物検疫所：https://www.maff.go.jp/aqs/

②他法令にかかる品目
関税関係以外の法令（他法令）により、輸入に際し許可、承認等が必要となる品目があります。輸入者自身が
使用する目的で輸入する個人輸入では対象とならない品目でも、販売を目的とする業務輸入では規制の対象と
なる場合があり、かかる法規制は商品特性により複数に及ぶこともあります。
これらの品目は、税関での輸入申告の前に各法令の所管官庁において当該許可、承認等を受け、その旨を税
関に証明しなければ輸入許可が下りません。通関手続きが滞ると保税倉庫の保管料の発生、商品の変質、商機
の逸失などにつながるおそれもあるため、かかる法規制の事前調査は不可欠と言えるでしょう。
許可、承認等の取得にあたり輸出国の政府機関、メーカー、輸出者などが作成する書類を必要とする場合は、
荷物到着前に入手しておきましょう。また審査、検査等にかかるコストの計算も欠かせません。
輸入時に他法令の規制を受ける品目の例
法令名

品目例

外国為替及び外国貿易法（外為法）

ワシントン条約附属書に定める動植物（それらを材料とした製品を含
む）
等

医薬品医療機器等法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、動物用医薬品

食品衛生法

食品、添加物、食器、調理器具、乳幼児用おもちゃ

植物防疫法

植物（部分、種子、果実等を含む）、昆虫

家畜伝染病予防法

偶蹄類の動物及び馬、家きん、犬、兎、みつばち及びこれらの動物の
加工品、乳、受精卵 等

銃砲刀剣類所持等取締法

銃、刃渡り 15cm 以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り 5.5cm 以上
の剣、あいくち並びに飛び出しナイフ 等

等

等

等

③原産地を偽った表示等がされているもの
原産地を偽った表示または誤認を生じさせる表示がされているものは、税関が輸入を許可せず、輸入申告者
に直ちに通知し、期間を指定してその表示を抹消させ、もしくは訂正させ、またはその貨物を積戻しさせるこ
ととなっています。
税関のウェブサイト等により、どのような表示が対象となるか情報を収集しておきましょう。
◆原産地を偽った表示等（税関）：https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/origin/index.htm
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販売時にかかる法規制
商品にかかる法規制は、輸入時だけでなく販売時にかかる場合もあります。販売業の許可や登録、
製品の検査、定められた項目の表示など、こちらも商品特性によりさまざまで、複数の法規制がかか
る場合もあります。
販売時に法規制がかかる品目の例
法令名

品目例

医薬品医療機器等法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、動物用医薬品

酒税法

ワイン、ウイスキー

食品表示法

食品、添加物

電気用品安全法

家電製品、リチウムイオン蓄電池

消費生活用製品安全法

ベビーベッド、ライター、乗車用ヘルメット

家庭用品品質表示法

繊維製品、調理器具、家電製品、家具、洗浄剤

電波法

WiFi、Bluetooth を利用した機器

等

等
等

等

等
等

等

3）関税
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税関では審査・検査等が行われた後、関税・消費税等の税金を支払うこととなります。関税は商品代金と送
料、保険料の合計価格（CIF 価格）に関税率をかけて計算します。
関税・消費税の計算方法（概略）
・関税＝課税価格（CIF 価格）×関税率
・消費税＝（課税価格＋関税）× 7.8％
・地方消費税＝消費税× 22/78
関税の計算に必要となる関税率を調べるには、まず輸入品の税表番号（税番）を特定する必要があります。税
関では、輸入品をインボイスや荷物検査に基づき関税率表によって分類し、税番を決定しています。（この作
業を関税分類と呼びます。）日本の関税率表は HS 品目表＊1 に適合していますが、その HS 分類は 5,000 以上に
細分化されており、日本では HS にさらに 3 桁の国内細分を付した 9 桁の税番が使われています。
関税率は、それぞれの輸入品の税番と原産国の組み合わせにより決定されるため、同じ税番の商品でも原産
国が異なると関税率が変わります。たとえば開発途上国からの輸入品や日本と経済連携協定（EPA）を締結し
＊2
ている国からの輸入品には、一般の税率よりも低い税率が設定されています。

輸入する商品の関税率を調べるには専門的な知識と判断が必要となるため、輸入者自身が輸入申告書を作成
し通関手続きを行う場合は、正確な税番と関税率を税関に確認する必要があります。
税関には電話、メール、面談による相談窓口があり、商品の詳細や原産国を伝えることにより、税番・関税
率の照会を行うことができます。ただし口頭やメールでの問合せは輸入品の情報を正確に把握できないおそれ
があるため、回答は参考情報として扱われ、実際の輸入申告の際に尊重されるものではありません。
税番や関税率を正確に確認したい場合は、事前教示制度を利用します。これは輸入品の関税分類、原産地、
「事前教示に関する照会書」を提出し文書で回答を受ける制度です。回答
関税評価＊3 等について、税関に対し
内容は当該製品の輸入通関の際に 3 年間尊重されるため、関税額が事前に確定でき、通関手続きもスムーズに
なる等のメリットがあります。
：
「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約
（HS 条約）
」の附属書。国際貿易の対象となるすべての商品
を網羅するように構成されている分類表で、最小単位は 6 桁の数字で示される。

＊1

：対象国からの輸入品であってもすべての品目に適用されるわけではなく、適用を受ける場合は原産地証明書の提出等、定め
られた条件を満たす必要がある。

＊2

：課税価格を決定すること。課税価格は主に CIF 価格（商品代金＋送料＋保険料）とされているが、取引に関して買手が負担し
た手数料や容器・包装費用、無償・値引きで提供した材料・工具・物品・役務等の費用、特許権・意匠権・商標権等の権利
使用料、売手に帰属する収益等がある場合は、「加算要素」
として算入される。

＊3

◆関税分類
（税番）や関税率などについての照会（税関）
https://www.customs.go.jp/question2.htm
◆関税分類の事前教示制度について（税関）
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1202_jr.htm
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豆知識 1 少額の輸入品に適用される免税、簡易税率について
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関税率は基本的に輸入品の税番と原産国により決定されますが、課税価格が少額の場合は迅速な課税処理を
目的として免税されたり、簡易税率が用いられる場合があります。
販売を目的とする輸入品には、海外旅行の土産物など個人的に使用する携帯品・別送品に認められている免
税枠は適用されません。そのため商用品を輸入する場合は個人用のものと分けて申告する必要があります。ま
た商用品を別送した場合は、一般の貨物や郵便物と同じ扱いになります。

1．課税価格の合計額が 1 万円以下の物品の免税
課税価格の合計額が 1 万円以下の物品の輸入は、個人用、商用とも、関税及び消費税が免税されます。ただ
し我が国の産業に対する影響その他の事情を勘案し、特に定められた物品については免税されません。また消
費税以外の内国消費税＊が課せられる場合、それらの税も免税の適用はありません。
内国消費税
輸入される物品に課税される内国消費税には、消費税、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油
ガス税並びに石油石炭税があります。

＊

「関税を免税しない物品」として定められている主なもの
革製のカバン、ハンドバッグ、手袋等、編物製衣類（T シャツ、セーター等）、スキー靴、革靴及び本底が革
製の履物類等

2．課税価格の合計が 20 万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物に適用される簡易税率
課税価格の合計額が 20 万円以下の一般輸入貨物（国際宅配便を含む）及び国際郵便物には、一般の関税率と
は別に定められた簡易税率が適用されます。この簡易税率は、関税率表にある数千もの品目分類を大別した 6
区分
（関税率 20％、15％、10％、3％、無税、および 5％の 6 区分）とアルコール飲料の区分（1ℓにつき 70 円、
30 円、20 円の 3 区分）から成っていますが、以下のように適用を除外されているものがあります。また内国消
費税及び地方消費税は含まれていないため、別途課税されることに留意しましょう。
なお品目によってはこの簡易税率よりも一般の関税率の方が低い場合があり、輸入者が輸入貨物の全部につ
いて簡易税率によらないことを希望した場合には、一般の関税率の適用を受けることができます。（部分的な
適用はありません。）
◆総額 20 万円以下の貨物の簡易税率（一般輸入貨物、国際郵便物）
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1001_jr.htm
簡易税率によらず一般の関税率が適用されるもの
1．携帯品及び別送品
2．関税が無税または免税になるもの
3．我が国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品
主な品目：
（1）ミルク、クリーム等、（2）雑豆、（3）穀物、（4）穀粉等、（5）落花生及びこんにゃく芋、（6）豚肉
及び牛肉の調整品、
（7）ココア調整品、
（8）穀粉・穀物の調整品、
（9）調整食料品、
（10）たばこ、
（11）
精製油、（12）石油、（13）メントール、（14）原皮、革、（15）革製品、（16）繭、生糸、（17）ニット製
衣類、（18）履物、（19）身辺用細貨類（非金属製以外）、（20）革製の携帯用時計バンド、（21）革製の
腰掛けの部分品
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豆知識 2 販売・使用ができない製品の再輸出もしくは廃棄に適用される減税、戻し税について
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到着した商品に故障や破損があり、売主に修理を依頼するために輸出しなければならない場合や、契約内容
との相違
（違約品）、法令等により販売や使用ができない等の理由により商品を返送または廃棄する場合には、
輸入時に支払った関税・消費税等を減免できる制度があります。

1．仕入れた商品を修理のため日本から輸出し、修理後日本に再輸入する場合
輸出の日から 1 年以内に再輸入されるものについては、修理後の再輸入時に、①輸出の際の性質及び形状に
より輸入されるものとした場合の関税・消費税額の範囲で関税・消費税等の軽減を受けることができる制度や、
②経済連携協定の規定に基づきその関税・消費税の免除を受けることができる制度があります。
減免税を受けるためには、輸出の際、通常の輸出手続きのほか以下の書類を税関に提出します。
・輸出申告書（修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期、輸入の予定地を付記）
・
「加工・修繕輸出貨物確認申告書」2 通
（1 通は税関が確認後、申請者に交付）
①減税の場合：税関様式 T 第 1050 号
②免税の場合：税関様式 P 第 7720 号
・
「修繕に関する契約書」
（契約書がない場合には外国の輸出者または製造者との修理に関する通信文書等）
1通
（税関が確認後、申請者に返却）
修理後、再輸入する際は、輸出の許可書またはこれらに代わる税関の証明書と「加工・修繕・組立製品減免
税明細書」
（税関様式 T 第 1060 号）1 通、輸出の際確認を受けた「加工・修繕輸出貨物確認申告書」、「修繕に関
する契約書」
を提出して減免税の手続きを行います。
なお国際郵便を利用し価格が 20 万円以下の場合については、通常の輸出手続きは不要ですが、日本郵便に
差し出す前に荷物と「加工・修繕輸出貨物確認申告書」
「修繕に関する契約書」を税関へ持参し、事前検査を受け、
荷物を発送した後、その受領書を再度税関に提示します。外国から再輸入する際にはインボイス等に「修理品、
Repaired」
と明記するよう差出人に依頼します。これにより到着した際の税関検査で「修理品」として扱われ、
名宛人
（輸入者）に「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」が発送されます。名宛人（輸入者）
は指定
された書類を送付することにより、関税等の軽減を受けることができます。（P.14 〜 17 参照）

2．仕入れた商品を再輸出
（返送）
または廃棄する場合
以下のいずれかに該当する製品で、輸入時の性質及び形状に変更を加えないものは、輸入許可の日から原則
6 か月以内に保税地域に搬入されたものに限り、その関税等を払い戻すことができます。
・品質または数量等が契約内容と相違するため、返送または廃棄することがやむを得ないと認められる貨物
・輸入後において法令（これに基づく処分を含む）により、その販売もしくは使用またはそれを用いた製品
の販売もしくは使用が禁止されるに至ったため、輸出または輸出に代えて廃棄することがやむを得ない
と認められる貨物
1）
違約品等の再輸出（返送）により払戻しを受けようとする場合
①一般貨物の場合
貨物を保税地域に搬入し、
「違約品等保税地域搬入届」
（税関様式 T 第 1630 号）を税関に提出します。搬入
が確認されると
「違約品等保税地域搬入届受領書」が交付されます。輸出の際に通常の輸出申告のほか、「違
約品等の輸出に係る関税払戻し（減額・控除）申請書」
（税関様式 T 第 1640 号）2 通に以下のイ〜ハの書類を
添付し、税関に提出します。
イ．次に掲げるいずれかの書類
・違約品であることを証する書類
・輸入後において法令等により、その販売もしくは使用またはこれを用いた製品の販売もしくは使用
が禁止されたものであることの証明資料（当該法令を掲載した官報または広報の写し）
9

ロ．
「輸入許可書」またはこれに代わる税関の証明書
ハ．
「違約品等保税地域搬入届受領書」
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②国際郵便の場合
郵便物を日本郵便に差し出す前に、郵便物に以下の書類を添え、税関で事前検査を受けます。
イ．違約品等の輸出に係る関税払戻し
（減額・控除）申請書（税関様式 T 第 1640 号）2 通
ロ．国際郵便物課税通知書または輸入許可書 1 通
ハ．輸入インボイス（上記ロにより同一性が確認できない場合等）1 通
次に郵便物を発送し、郵便局から受取った郵便物受領書とイ〜ハの関係書類を再度税関に提出します。税
関の審査後、払い戻される関税等が指定された銀行口座等に振り込まれます。
なお郵便物の価格が 20 万円を超える場合は、税関で事前検査を受ける際に輸出申告も必要となります。
郵便物発送後、税関に郵便物受領書を提示し、輸出許可書を受取った後、イ〜ハの関係書類を提出すること
となります。
③国際宅配便の場合
国際宅配便の業者に輸出申告手続きと併せて違約品等の払い戻し手続きも依頼する必要があります。しか
し国際宅配業者では一般的に、運送約款等により「違約品等の戻し税に係る通関手続」の代理申告は行わない
場合が多いようです。
2）
違約品等の廃棄により払戻しを受けようとする場合
再輸出の場合と同様に貨物を保税地域に搬入し、「違約品等保税地域搬入届」
（税関様式 T 第 1630 号）を税関
に提出します。搬入が確認されると税関から「違約品等保税地域搬入届受領書」が交付されます。「減却
（廃棄）
承認申請書」
（税関様式 C 第 3170 号）2 通に以下のイ〜ハの書類のほか、廃棄がやむを得ないものであること
を証する書類を添付して税関で承認を受け、廃棄した確認を受けます。
イ．次に掲げるいずれかの書類
・違約品であることを証する書類
・輸入後において法令等により、その販売もしくは使用またはこれを用いた製品の販売もしくは使用が
禁止されたものであることの証明資料（当該法令を掲載した官報または広報の写し）
ロ．
「輸入許可書」またはこれに代わる税関の証明書
ハ．
「違約品等保税地域搬入届受領書」
次に
「違約品等の廃棄に係る関税払戻し（減額・控除）申請書」
（税関様式 T 第 1660 号）1 通に前記廃棄の確認
を受けた
「減却
（廃棄）承認書」を添付して税関に申請します。
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1）国際郵便物の種類と特徴
国際郵便で物品を輸入する際に利用できるサービスには、EMS
（国際スピード郵便）のほか、国際小包、通
常郵便物
（小形包装物及び印刷物）があります。EMS は航空便のみですが、その他は航空便、エコノミー航空
（SAL）
便、船便を選ぶことができます。料金受取人払い（着払い）はできません。
速達、保険付きなど付加できるサービスについては、取扱わない国もあるため、日本郵便ウェブサイトの「国・
地域別情報
（国際郵便条件表）」で確認が必要です。
◆国・地域別情報（国際郵便条件表）
（日本郵便）：https://www.post.japanpost.jp/cgi-kokusai/
郵便物の種類（物品を輸入する場合）
種類

特徴

付加できる
サービス

速達、書留、保険付き扱いで、優先的に運送される郵便物。航空便のみ。
EMS
（国際スピード郵便） 120 以上の国・地域で取扱い可能。

損害賠償
可

・速達
・保険付

国際小包

物品を送付する郵便物。

通常郵便物

通常郵便物のうち、物品を運べるのは以下の 2 種類。
・速達
・小形包装物
（Small Packet）
：小物の物品を送付する郵便物。
・書留
・印刷物：本・雑誌などの印刷物を送付する郵便物。

可
書留のみ
可。

付加できるサービス
（取扱わない国もあります。）
速達
配達郵便局に到着した後、優先的に配達されます。
保険付
荷物の損害リスクに備えるために利用するサービスです。
引受及び配達を記録し、亡失、盗取又は損傷した場合に、差出しの際に申し出た損害要償額の範囲内で実
損額を賠償します。ただし国により最高限度額は異なります。
保険を付けられる国際郵便物は、航空便の通常郵便物（手紙のみ）と、国際小包に限られるため、物品を運
ぶ際に利用できるのは国際小包のみとなります。
書留
確実に荷物を届けたいときに利用するサービスです。
引受及び配達を記録し、亡失、盗取又は損傷した場合に、一定の損害要償額の範囲内で実損額を賠償しま
す。ただし船便では扱えず、SAL 便も一部の国・地域に限られます。
郵便物の運送状況を知りたい場合、EMS と国際小包は荷物に郵便物番号が付されているので、日本に到着
後であれば日本郵便のウェブサイトで調べることができます。通常郵便物は郵便物番号が付されないため、追
跡したい場合は書留で発送する必要があります。追跡を行える期間は、荷物の引受けから約 13 か月間です。
万一郵便物が届かない場合、郵便物番号が付されている郵便物であれば郵便局に調査を依頼することができ
ます。この場合は、まず差出人に調査請求用紙の作成を依頼します。調査請求用紙に郵便物番号、差出人の住
所氏名、受取人の住所氏名、郵便の種類、重量、内容品を記載し、郵便を発送した際に郵便局から受取った受
領証の写しを添えて、差出地の郵便局に提出します。調査請求は外国から日本の通関交換局にも通知され、調
査が始まることとなります。請求できる期間は、郵便物の差出しの翌日から起算して 6 か月以内です。
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2）重量と大きさの制限
郵便物の重量と大きさの制限は、国・地域により異なりますが、重量はおおむね小形包装物が 2kg まで、印
刷物が 5kg まで、EMS と国際小包は 20kg もしくは 30kg までで、大きさはおよそ下表のようになっています。
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国際郵便物の大きさ
EMS
長さ

横周＝
（高さ×2）
＋（幅×2）

高さ
幅

多くの国・地域では、長さ（＊1）1.5m 以内、
長さ＋横周（＊2）3m 以内。
◆ EMS 大きさ・重量制限一覧表（日本郵便）
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/size/

国際小包

〈A〉

〈B〉

長さ

1.5m 以内

1.05m 以内

長さ＋横周

3m 以内

2m 以内

適用される国・地域（例） 中国、台湾、香港、英国

米国、オーストラリア、韓国、ブラジル、メキシコ

小形包装物・印刷物
長さ

最大：長さ＋幅＋厚さ＝ 90cm
ただし長さは 60cm まで。

厚さ

長さ

最小：長さ 14cm ×幅 9cm
幅

幅

（巻物の場合）

直径

＊1

長さ：郵便物の最大長辺

最大：長さ＋直径× 2 ＝ 104cm
ただし長さは 90cm まで。

長さ

＊2

長さ
直径

最小：長さ＋直径× 2 ＝ 17cm
ただし長さ 10cm 以上。

横周：
（高さ× 2）
＋
（幅× 2）


（日本郵便ウェブサイトより）

3）輸送方法と所要日数
国際郵便の輸送では、EMS が他の郵便物に優先して空輸されます。SAL 便はおよそ 90 の国・地域で扱わ
れており、航空機の空きスペースを活用して運送するため通常の航空便より割安ですが、差出国内と到着国内
では船便扱いとなり、EMS や航空便の方が通関・配送手続きが優先されます。郵送にかかる日数（目安）は、
下表の通りです。
国際郵便の所要日数の目安（運送便・通関・現地での取扱などの状況による変動あり。）
種類
EMS
国際小包 および 通常郵便物
（小型包装物・印刷物）
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航空便

エコノミー航空（SAL）便

船便

2〜4日

─

─

3〜6日

6 〜 13 日

1 〜 3 か月

（日本郵便ウェブサイトの情報をもとに作成）

4）送れないもの
国際郵便では万国郵便条約、郵便法等により禁制品が定められています。また IATA で定められている航空
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危険物については、船便でも送ることができません。国・地域によって送れるものが制限される場合もありま
す。
EMS では貴重品を送ることができない点にも、注意しましょう。
万国郵便条約およびその他の規制に基づく禁制品等
1．麻薬等
2．わいせつな物品
3．偽造または海賊版の物品
4．名あて国の禁制品
5．取扱上危害を及ぼすおそれのあるもの
6．信書類（＊1）
7．危険性のある物質
8．生きた動物
9．貴重品等（＊2）
10．通信文等
（印刷物、盲人用郵便物および小形包装物）
11．IATA 航空危険物
12．法令により輸出入が禁止されている物品
：書類の内容、同梱物品、差出国および名あて国の法規制等により取扱いの可否が異なるため、個別の確認が必要。

＊1

：硬貨、銀行券、紙幣、各種の持参人払有価証券、旅行小切手、加工したまたは加工していない白金、金または銀、珠玉、
宝石その他の貴重品は、次の郵便物に入れてはならない。
・保険付通常郵便物以外の通常郵便物。ただし差出国および名あて国の法令上認められる場合には、これらの物品を封筒
に納め封かんの上、書留郵便として発送することができる。
・保険付小包以外の小包
・EMS（国際スピード郵便）

＊2

航空危険物
分類

郵送できないものの例

火薬類

花火、クラッカー、弾薬

引火性液体

ライター用燃料、ペイント類、マニキュア

高圧ガス

消火器、アクアラング、除塵スプレー、携帯用濃縮酸素、ヘリウムガス、キャンプ
用ガスコンロ、カセットコンロ用ガス、ライター用補充ガス

可燃性物質

マッチ、ライター、炭

酸化性物質

漂白剤、過酸化剤、個人用小型酸素発生器

毒物類

クロロフォルム、加熱蒸散殺虫剤、農薬

腐食性物質

水銀、バッテリー

放射性物質

プルトニウム、ラジウム、ウラン、セシウム

その他の有害物質

エンジン、ドライアイス、電子タバコ、モバイルバッテリー



（日本郵便ウェブサイトの情報をもとに作成）

リチウム電池
リチウム電池は送ることができますが、一定の条件を満たすものに限られています。取引先の国・地域の法
規制にも係らないか確認しておきましょう。
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5）損害賠償
郵便物の亡失、盗取、損傷等に対しては、各国の定める範囲内で差出人に対し実損額の賠償が行われます。

３ 333333

受取人には損害賠償を受ける権利がありません。また以下の場合のほか、間接の損害、実現されなかった利益
及び精神的損害については賠償できません。
損害賠償が行われない場合
・不完全な包装または内容品の性質から生じたもの。
・麻薬や爆発性物質等の禁制品が包有されていた場合。
・郵便物が差し押さえられた場合。
・内容品の実価を超える金額の詐欺表記がされている場合。
・郵便物の差出しの翌日から起算して 6 か月以内に調査請求または追跡請求が行われなかった場合。
・賠償金を受取る目的で不正の意図をもって行動した疑いがある場合。
到着した郵便物に損傷があった場合は、郵便物の外装、内容品をそのままの状態で保管し、配達した郵便局
に連絡して郵便局員とともに損傷を確認し、立会検査調書（ダメージレポート）を作成してもらいます。その後
立会検査調書を含む必要書類が配達郵便局から通関交換局を経由して差出国の郵便局へ送られ、差出国の郵便
局から差出人に損傷状況が通知された後、損害賠償の決定が行われ、差出人に損害賠償金が支払われます。（外
国の判断により、損害賠償されない場合もあります。）
なお差出人が外国の郵便局を通じて受取人のために自己の権利を書面により放棄した場合は、受取人に譲渡
することができますが、この手続きには一定の時間を要します。

6）日本到着後の流れ
海外から到着した郵便物は、信書（手紙、書簡）を除くすべてのものが税関の審査・検査の対象となります。
日本郵便の通関交換局に到着した荷物は、局内に設置されている税関外郵出張所に提示され、税関の職員が税
関告知書やインボイス等に記載された価格をもとに課税価格を算出し、課税価格が 20 万円以下のものと 20 万
円を超えるものに分けます。
課税価格の算出にあたり、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分割して郵送されたもの等は、分割さ
れたすべての郵便物の課税価格を合計した額を課税価格とします。このため 1 梱包あたりの重量制限等により
荷物が複数口に分かれる場合は、インボイスに総口数を表記しておくとよいでしょう。
また他法令の手続きを必要とするものについては、郵便物の外側やインボイスにその旨を分かりやすく書い
ておく必要があります。

①課税価格が 20 万円以下の郵便物
課税価格が 20 万円以下の郵便物は、税関外郵出張所で税関職員が通関手続きを行い、日本郵便の通関交換
局に戻した後、各地の配達局に送られ、輸入者（受取人、名宛人）に配達されます。手続きは以下の A（税金が
かからないもの）または B
（課税されるもの）となり、輸入者自身が税関で輸入申告手続きを行う必要はありま
せん。
ただし課税価格を決める資料が不足しているもの、税率が決められないもの、法令により輸入の許可・承認
等が必要となるもの、別送品、再輸入免税品等で減免税の対象となる郵便物については、荷物を通関交換局に
戻して保管し、税関から輸入者へ「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
（到着通知）が送られ、以下
のC
（輸入者へ到着通知を送るもの）の流れとなります。
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A 税金がかからないもの
税関の審査により税金がかからないと判断された郵便物は、そのまま配達局から輸入者に配達されます。
EMS、国際小包と書留郵便物は受取り時に受領印が必要です。

３ 333333

B 課税されるもの
税関の審査により税金がかかると判断された郵便物は、税関が課税通知書と納付書を添付した状態で通
関交換局に戻し、配達局に送られます。この場合は税金のほかに日本郵便の通関料（200 円）もかかります。
税金が 1 万円以下の場合または 1 万円超 30 万円以下で配達局からの問合わせに対し輸入者が配達を希
望する場合は、郵便物と課税通知書、納付書が配達され、輸入者が配達員に税金と通関料を支払えば荷物
を受取ることができます。その他の場合は、先に課税通知書が配達され、輸入者が配達局で税金と通関料
の納付を終えた後、荷物を受取ることとなります。
課税通知書の内容に疑問がある場合は、税金を支払わず（荷物を受取らず）、課税通知書のみを受取り、
通知書を作成した税関外郵出張所に問合せを行います。
C 輸入者へ到着通知を送るもの
税関から輸入者に「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」
（到着通知）が送られた場合は、通知
に書かれた内容に従い、通関手続きに必要な明細書や商品情報、他法令に基づく届出済証等（輸入者が手
続きを行い入手する）を、輸入者が税関外郵出張所に郵送または直接提出しなければなりません。
税関に必要書類が届いた後、上記の A（税金がかからないもの）、B（課税されるもの）または以下の②（課
税価格が 20 万円を超える郵便物）の手続きに進みます。
到着通知の日付の翌日から 1 ヶ月の間に必要書類を提出しない場合は、郵便物は原則として差出人に返
送されます。輸入に必要な税関以外の手続き等のため 1 ヶ月を超えて保管を希望する場合は、その旨を申
し出れば 2 ヶ月までを限度に税関で保管されます。

②課税価格が 20 万円を超える郵便物
課税価格が 20 万円を超える郵便物は、税関外遊出張所からそのまま日本郵便の通関交換局に戻され、通関
交換局から輸入者へ
「輸入
（納税）申告を必要とする可能性がある国際郵便物のお知らせ」
（到着通知）と「通関委
任状
（輸入）
」
、
「輸入しようとする郵便物に関する通関業務規約」、「返信用封筒（委任状返信用）」が送られます。
通関手続きは原則として輸入者が行うこととされていますが、同封されている「通関委任状（輸入）」を提出して
日本郵便に依頼することもできます。また別途、日本郵便以外の通関業者を探して依頼することもできます。
到着通知の日付の翌日から 1 ヶ月の間に必要な通関手続きが行われない場合、郵便物は配達不能のものとし
て差出人に返送されます。
A 日本郵便に手続きを委任する場合
日本郵便に通関手続きを委任する場合は、到着通知に同封されている通関委任状に必要事項を記入し、
返信用封筒で通関交換局へ送ります。ただし他法令にかかる必要書類の準備等は輸入者が行い、所管官庁
から取得した許可証等を日本郵便に提出してから通関手続きが行われることとなります。手数料は下表の
通りです。
税関の審査・検査の終了後、関税・消費税等と日本郵便の輸入申告代行手数料が通知され、支払いが確
認されると輸入許可書を添付した郵便物が配達されます。
外国来郵便物に係る輸入申告を日本郵便に委任する場合の手数料
品目数
（内容品に付される税番（HS コード）の数）

手数料（消費税は免税）

2 つまで

6,600 円／件

6 つまで

9,300 円／件

7 つ以上

12,000 円／件
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B 輸入者が手続きを行う場合
輸入者が手続きを行う場合は、輸入申告のために必要となるもの（下記 2 〜 7）を準備し、はじめに通関
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交換局で搬入確認書
（下記 1）を取得します。続いて通関交換局内にある税関外郵出張所に出向きます。通
関手続きは輸入申告、納税、荷物の引き取りの順で進めます。
輸入申告は NACCS
（輸出入・港湾関連情報処理システム）の電子申告端末を使用するため、「窓口電子
申告端末利用規約」に同意の上、
「窓口電子申告端末利用申込書」に必要事項を記入し、税関の窓口に提出
します。このとき、身分証明書の提示を求められます。
端末での申告には申告する荷物を特定できる情報が必要です。国際郵便の場合は輸出入申告の画面で郵
便物番号を入力することとなります。必要な入力を終えた後、税関窓口に申告関係書類（インボイス、保
険料・運賃等がわかる明細書、他法令関係の許可・承認証等）を提出し、審査を受けます。審査の結果、
税関が検査を実施する場合は、「検査指定票」、検査が不要で納税に進む場合は「納税書」を渡されます。
検査、納税が終了すると「輸入許可書」が交付され、通関交換局にそれを提示すると郵便物を受け取るこ
とができます。（配達も可能。）
輸入申告のために用意するもの
1．搬入確認書（通関交換局で取得する）
2．申告する郵便物の郵便物番号がわかる資料（通関交換局から送られる「輸入（納税）申告を必要とす
る可能性がある国際郵便物のお知らせ」
（到着通知）等。）
3．インボイス（郵便物の価格、品名等がわかる資料）
4．他法令に基づく許可証等（他法令にかかる品目の場合）
5．身分証明書
（個人の場合は運転免許証、パスポート、個人番号カード等、法人の場合は登記事項証
明書、社員証、法人番号指定通知書等）
6．会社の委任状（会社宛の郵便物の場合）
7．製品の組成、用途など、製品情報が記載されている書類（税番が確定していない場合）

◆国際郵便
（日本郵便ウェブサイト）：https://www.post.japanpost.jp/int/index.html

16

国際郵便の日本到着後の流れ
海外から荷物が到着

課税価格が

①

審 査

万円以下の郵便物

20

税金がかか
らないもの

B

そのまま税関
から通関交換
局へ返却

課税される
もの
課税通知書、納
付書兼領収書を
添付して通関交
換局へ返却

配達局

郵便物

税金が1万円以下

税金が1万円超
30万円以下

郵便物＋
課税通知書＋
納付書

配達希望

税金＋通関料支払い

輸入者へ到
着通知を送
るもの
一旦保留

郵便物（受取り
又は配達）
「外国から到着した郵便物の税関手続
きのお知らせ」
（到着通知）
資料の提出

課税価格が

②

税金＋通関料
支払い

課税通知書

税金が30万円超

C

資料をもとに
再審査
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税関外郵出張所

輸入者

日本郵便 通関交換局
A
税関に提示

他法令に基づく審査・検査

「輸入（納税）申告を必要とする可能性が
ある国際郵便物のお知らせ」
（到着通知）
＋通関委任状 等

審
査

万円を超える郵便物

20

輸入者又は日本郵便
その他の通関業者に
よる輸入申告

他法令に基づ
く審査・検査

輸入（納税）申告書＋税金納付書
輸入申告代行手数料請求書（日本郵便の場合）

一旦保留

輸入申告代行手数料の支払い（日本郵便の場合）

輸入許可書
交付

納税
郵便物＋輸入許可書

配達

17

1）国際宅配便のサービスの特徴
国際宅配便は、国際輸送会社（DHL、Fedex、UPS など）が自社の保有する航空機、トラック等のインフラ

４ 4444444

を使用し、発送地から配達地までの輸送・通関手続きを一貫して行う Door to Door の輸送サービスです。
大手は 200 ヵ国を超えるネットワークを持ち、国・地域によっては「朝 9 時までに配達」などの配達時間期限付
きサービスも提供しています。また所要日数
（通常 3 日程度）を 5 〜 6 日程度に延長するかわり料金を割安に設
定したメニューや、料金受取人払い、営業所での荷物受取りなど、顧客ニーズに合わせたさまざまなサービス
を提供しています。
（＊1）
、重量（＊2）等をプライスリストでたどることにより、概算
料金はサービス内容と発送地・配達地（仕向地）

することができます。基本料金には航空運賃のほか集荷・配送のトラック料、輸出・輸入申告書類作成料、貨
物取扱作業料、通関手続き料等が含まれています。航空燃料割増料（Fuel Surcharge）、遠隔地での集配料、
危険物の取扱い料、関税・消費税の立替え手数料などは、別途加算されます。
荷物にはトラッキングナンバーが付いているので、業者のウェブサイトなどでナンバーを入力することによ
り集荷の時点から荷物の状況を容易に確認することができます。
＊1

：同じ区間でも A 国⇒ B 国の料金と B 国⇒ A 国の料金は違うことに注意。

＊2

：軽くても容積が大きい荷物の場合は、
5,000cm3 を 1kg に換算した
「容積重量」
が料金の計算に用いられている。
（詳しくは P.22
参照。）

2）重量と大きさの制限
国際宅配便では業者によって重量や大きさの制限が異なりますが、1 梱包の重量はおおむね 70kg まで、最
大長辺は 270 〜 300cm 程度、最大長辺＋胴回りの長さが 330 〜 420cm 程度などとされています。しかし近
年ではこれを超える荷物でも取り扱う業者が増え、航空貨物を引き受けるフォワーダー（P.20 参照）との差が
なくなりつつあります。
重量や大きさの制限を超える荷物の場合は、規定外貨物として手数料を加算するケースや、航空貨物として
個別に見積もりを提示するケースなどがあります。

3）輸送方法と所要日数
国際宅配便の最大の特徴は、航空機を使用した発送地から配達地までの一貫輸送です。発送地で業者が荷物
を集荷して空港へ運び、輸出通関、航空機への積み込みを行い、日本に到着してからも積み下ろし、輸入通関、
配達地までの輸送を、基本的にすべて同じ業者が行います。（遠隔地等の集配は提携会社に委託する場合があ
ります。
）
AWB
（Air Waybill：航空貨物運送状）とインボイスは個々の荷物に添付されており、貨物のように空港で荷
物と書類を照合する作業がないため、通関するまでの時間が短いことが大きな特徴です。輸送の所要日数は、
一般的に 2 〜 4 日程度です。

4）送れないもの
国際宅配便では、配達先の国・地域で輸入が禁止されている品目のほか、輸入に法規制がかかる品目も「非
取扱品目」として集荷段階から受付けない場合が多いようです。日本への輸入も同様で、以下のような品目は
取り扱わない可能性があります。食品衛生法がかかる荷物についてはオプション料金を加算して取り扱う業者
がありますが、輸入届出を行うために必要となる商品の詳細情報、検査の成績書等の資料は輸入者が準備し業
者に渡すこととなります。事前にオプション契約が必要となる場合もありますので、海外から荷物を発送する
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前に輸入手続きについて相談しておきましょう。
また IATA の航空危険物規則書等により、航空輸送ができない品目、輸送数量の制限や梱包方法が定められ
ている品目があります。
危険物の輸送にあたっては申告書の提出、
危険品取扱料の加算等を求められるでしょう。
国際宅配便の非取扱品目（例）
• 動植物（部分品を含む）、生鮮品

• 腐食しやすいもの

• ワシントン条約により規制されている物品

• 現金、証券、高価な品物（貴金属、貴石、骨董品、

• わいせつな物品

美術品

など）

４ 4444444

• 爆発物、危険物、武器

• 知的財産権侵害物品

リチウムイオン電池の輸送
リチウムイオン電池については、近年規制が強化され、電池の種類、包装状態、個数等により航空危険物と
しての扱いが細かく定められており、航空輸送ができないケースもあります。規制の遵守は荷送人の責務とさ
れ、輸送を依頼する際は事前の申告と承認審査、リチウム電池マーク等の表示が必要となりますので、必ず輸
送業者に確認しましょう。

5）損害賠償
荷物に滅失、破損等が生じた場合、業者に損害賠償の請求を行うこととなりますが、請求権は送料を支払っ
た方にあります。従って受取人払いの場合を除き、受取人は自国のカスタマーサービスへ連絡するよりも先に、
海外の発送者に写真などで損害の状況を連絡しなければなりません。賠償についての交渉は、発送人と現地の
業者との間で行われます。
賠償額には貨物の重量や申告価格等によって限度が設定されており、業者への連絡期限も発送から○日以内
と決められている場合があるため、荷物を依頼する際には業者のサービス約款をあらかじめ確認しましょう。
内容に不安を感じる場合は別途、外航貨物海上保険（P.24 参照）を付けるとよいでしょう。

6）日本到着後の流れ
国際宅配便は集荷した荷物にそれぞれ AWB とインボイスが添付されており、業者はその情報をデータ化し、
荷物の明細や輸送状況がオンラインでわかるようになっています。そのため仕向地（到着国）の物流ターミナル
では、荷物が空輸されている間に税関へ輸入の予備申告を行い、予備申告に基づいて関税・消費税等の税金も
業者が輸入者に代わって立替払いを済ますことができます。到着した荷物は保税倉庫に搬入されると同時に輸
入許可が取得できる体制となり、即座に仕分けされて国内各地の配送センターへ送られます。
輸入者は配達された荷物を受取る際に、
税金が立替えられている場合は税金と立替手数料を業者に支払います。
食品など輸入時に届け出が必要となる荷物の場合は、予備申告の段階で業者が輸入者に連絡し、必要書類を
そろえてから輸入申告を行うこととなります。

国際宅配便の日本到着後の流れ
国際宅配業者

①輸入予備申告＊・納税
（立替え払い）

税関

③輸入許可
②搬入

（国際宅配業者の）保税倉庫

④配達・税金精算

輸入者

輸入時に法規制がかかる荷物は、予備申告の段階で輸入者に連絡し、必要書類の提出等を求める。

＊

19

1）貨物の特徴と利用方法
①フレイトフォワーダー
（Freight Forwarder）
貨物を利用する場合には、船会社や航空会社（キャリアー）に直接依頼するのではなく、キャリアーの代理店
やフレイトフォワーダー（以下、フォワーダー）と呼ばれる業者に依頼するのが一般的です。フォワーダーは船

５ 555555555

舶や航空機の貨物スペースの利用契約をキャリアーと結び、そこに自社が集めた荷主（シッパー：輸出者など）
の荷物を積んで輸送する国際物流業者のことで、貨物利用運送通関業者、混載業者、NVOCC などとも呼ば
れます。
海上輸送の場合、通常 20 フィートコンテナ（長さ約 6.1m、幅・高さ約 2.5m）あるいは 40 フィートコンテナ
（長さ約 12.2m、幅・高さ約 2.5m）に荷物を入れて輸送しますが、送る貨物の量がコンテナ 1 本分に満たない
小口貨物の場合は、フォワーダーが借りたコンテナに複数の荷主の荷物を混載して輸送します。物流用語では
コンテナ 1 本を 1 社のみで使用して運ぶ海上貨物を FCL
（Full Container Load）、複数の荷主の荷物を 1 本
のコンテナに混載して運ぶ海上貨物を LCL（Less than Container Load）といいます。
混載貨物
（LCL）では、発送する荷物をコンテナに積み込んだり、海外から到着したコンテナの荷物を開梱・
仕分けるための施設が必要となります。埠頭に設けられているこのような施設のことを CFS（Container
Freight Station：コンテナ・フレイトステーション）といいます。
航空輸送の場合は、小口の荷物は空港のターミナルでフォワーダーにより他の荷主の荷物とともに ULD
（Unit Load Devices）と呼ばれる搭載機材を使用した大口貨物に仕立てられ、航空機に積み込まれます。
仕向地に到着した荷物は船舶や航空機から積み下ろされた後、フォワーダーがブレーク・仕分け作業、輸入
通関手続きを行い、荷受人に届けます。
このようにフォワーダーは、荷主から預かった荷物の倉庫保管、輸出用梱包の仕立て作業、ターミナル内の
移動、輸出入通関手続き、船舶・航空機への搬出入、到着貨物のブレーク・仕分け作業、荷受人への国内配送
など、港や空港周辺のさまざまな業務を行います。海外支店を構えていたり、海外のフォワーダーと提携して
いる業者であれば、出荷地から配達地までの輸送・通関を一括して依頼することができます。
フォワーダーを選ぶ際は、品目、輸送手段、輸送ルート、取引条件（P.26 参照）などに合わせ、適切なフォワー
ダーを選びましょう。たとえば加工食品や医薬品など他法令（P.5 参照）に係る製品は、税関で輸入申告手続き
を行う前にそれぞれの法規制を所管する省庁の窓口で輸入時に定められている手続きを行う必要があるため、
特定の品目を専門に扱うフォワーダーもあります。動植物検疫などの手続きは取り扱う港・空港が限定されて
いるため、その港での通関に精通したフォワーダーの方が手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
その他、海上輸送と航空輸送のどちらを利用するのか、どの国・地域からの輸送なのか等の条件により、各フォ
ワーダーの対応は異なります。
フォワーダーを探すには、（一社）日本通関業連合会などの会員リストを参考にするとよいでしょう。
◆
（一社）
日本通関業連合会：http://www.tsukangyo.or.jp/
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②B/L（Bill of Lading：船荷証券）
、AWB（Air Waybill：航空貨物運送状）
船会社や航空会社（キャリアー）は輸出地で荷物を引き受ける際、荷主（シッパー：輸出者など）に対して海上
輸送では B/L
（Bill of Lading：船荷証券）、航空輸送では AWB
（Air Waybill：航空貨物運送状）を発行します。
B/L は有価証券で、オリジナルが荷主から荷受人（コンサイニー：輸入者など）に送られ、荷物の引取り時に
必要となる書類です。AWB も貨物受取書ですがこちらは有価証券ではなく送り状としての意味合いが強い書
類で、荷受人にメール、FAX などでコピーが送られ、オリジナルは荷物とともに航空機で送られます。
混載貨物の場合、フォワーダーは貨物の代表荷主となるため、キャリアーはフォワーダーに対して B/L や
AWB を発行します。これを Master B/L、MAWB
（Master Air Waybill）と呼びます。一方、Master B/L、

５ 555555555

MAWB に基づきフォワーダーから各荷主に発行される B/L や AWB は、House B/L、HAWB
（House Air
Waybill）
と呼ばれます。

フレイトフォワーダーを通した貨物の流れ

荷主
（シッパー）
1

荷主
（シッパー）
2

荷主
（シッパー）
3

A
国

フレイトフォワーダー
〈AA社〉

C国向け B国向け D国向け

荷主（シッパー）の荷物を集荷、倉庫保
管後、仕向け地別に荷物をまとめ、輸
出通関手続きを行い、船・航空会社に
荷物を依頼する。

（船・航空会社（キャリアー）
と契約）

︵提携関係︶

国際輸送

B

提 携 先 A A社
から依頼され
た貨物

国
荷受人
（コンサイニー）①

フレイトフォワーダー
〈BB社〉
ブレーク・仕分けした荷物を保税地域
（倉庫）に保管後、輸入通関手続きを行
い荷受人（コンサイニー）へ配送する。

荷受人
（コンサイニー）
②

荷受人
（コンサイニー）
③
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③所要日数
所要日数は輸送方法、輸送経路により異なりますが、一般的に、海上輸送で数日〜数か月、航空輸送は 4 日
〜 7 日程度です。貨物は、輸出通関後何日目の便で発送されるか（当日、翌日、一週間後等）、輸送する船舶や
航空機が直行便か、経由便か、経由地で輸送機の積替えがあるか、などの違いにより所要日数が変わります。
また輸送関係書類
（INVOICE、AWB 等）
が荷物と一緒に動く国際郵便や国際宅配便と異なり、海上輸送でも
航空輸送でも、輸送関係書類は貨物と別々に動くため、CFS や空港ターミナルでの照合作業が必要となります。
輸送中の荷物の状況を知りたい場合、国際宅配便で行われているようなトラッキングサービスには対応して
いないため、フォワーダーへ個別に問合せを行うこととなります。

５ 555555555

2）重量・容積と運賃
①実重量と容積重量
貨物の運賃は梱包材も含めた荷物の総重量をもとに計算します。重量は実際の重さである実重量と容積をも
とに計算した容積重量を比較して、いずれか大きい方が使われます。たとえば下図のような 2kg の荷物を運
ぶ場合は、形の特徴から容積が 72,000cm3 となるため容積重量が 12kg となり、12kg 分の運賃がかかります。
従ってさまざまな大きさや重さの異なる荷物を送る場合は、実重量と容積重量ができるだけ同等となるよう
に梱包すると、運賃を効率よく使うことができます。反対に単独スペースの確保が必要となる商品
（臭い移りし
やすい商品、温度管理を要するもの、検疫が必要なもの等）
は、少量輸送の場合コストがかさむおそれがあります。
容積重量の換算率は輸送方法、国、業者によって差がありますが、航空輸送の場合、5,000 〜 6,000cm3 ＝
1kg とされています。

実重量と容積重量の比較
例）
長さ 60cm、幅 40cm、高さ 30cm、重さ 2kg の荷物

隙間に10kgの荷物を加え
ても、運賃は変わらない。

容積＝60cm×40cm×30cm＝72,000cm3

2kg
最大高
30cm

最大
60c 長
m

6,000cm3＝1kg とする場合
容積重量＝72,000cm3 ／ 6,000cm3＝12kg
実重量
（2kg）＜容積重量（12kg）
⇒容積重量（12kg）で運賃を計算する。
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幅
大
最 cm
40

②基本運賃と最低運賃
海上輸送でも航空輸送でも、荷物の重量が少ない場合、最低運賃（ミニマムチャージ：M/M）が適用される
ことに注意しましょう。航空貨物の場合は国対国、国対 IATA 地域間で定められた最低運賃があります。
たとえば 10kg の荷物を送る場合、下図の例では基本運賃が 45kg まで＄4.5/kg なので、運賃は＄4.5 ×
10kg ＝＄45.0 と考えがちですが、最低運賃が＄90.0（20kg まで）と設定されているので、この場合の運賃は
＄45.0 ではなく＄90.0 になります。（A）
また一般的に、重い（大きい）荷物になるほど 1kg あたりの運賃は安く設定されているため、軽い（小さい）
荷物を数多く送るよりも、ひとつの重い（大きい）荷物にまとめた方が、総運賃が安くなる傾向があります。
（C、

５ 555555555

D）
ただし運賃設定は需給バランスで決められており、業者や輸送時期、輸送ルートによりさまざまで、同じ区
間でも A 国⇒ B 国と B 国⇒ A 国の運賃は異なります。そのため貨物を利用する際には、その都度運賃を確認
する必要があります。

荷物の重量・個数と運賃の関係（例）
ある運送会社の基本運賃
○○国⇒日本への航空貨物
M/M ＄90.00
（最低運賃が＄90.00）
（運賃）
−45kg
＄4.5
（45kgまで、1kgあたり＄4.5）
$
＋45kg ＄3.5
（45kg以上は、1kgあたり＄3.5）
450
＋100kg ＄3.0（100kg以上は、1kgあたり＄3.0）
350ドル

350

1kgあたり
＄3.0

250

150

450ドル

20kgまでは
すべて
＄90.00

90

202.5ドル
1kgあたり
＄3.5

1kgあたり
＄4.5

50

20kg
10kg
（＄90.00）

重い荷物の方が1kgあたりの運賃が安くなる。

45kg

100kg

150kg（重量）

50kg（＄175.00）

25kg（＄112.5）
25kg×2個（＄225.0）
：10kgの荷物の運賃
＄4.5×10kg＝＄45.00

運賃は重量帯ごとに設定されているため、この例では
45kgの運賃よりも50kgの運賃の方が安い。

最低運賃より低い

運賃は＄90.00
（1kgあたり＄9.0）

：25kgの荷物の運賃
＄4.5×25kg＝＄112.5

運賃は＄112.5（1kgあたり＄4.5）

：25kgの荷物2個の運賃
＄4.5×25kg×2個＝＄225.0

運賃は＄225.0（1kgあたり＄4.5）

：50kgの荷物の運賃
＄3.5×50kg＝＄175.0

運賃は＄175.0（1kgあたり＄3.5）

50kg×1個にまとめれ
ば の運賃になるので、
運賃を節約できる。
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3）運賃以外にかかる費用
貨物は出荷地から配達地までの輸送行程にかかる費用が一律ではありません。運賃はもとより、フォワーダー
が行う作業の手数料も業者によって項目・価格が大きく違います。そのため依頼する都度、業者に以下のよう
な情報を提示し、複数の業者から見積りを取って比較することとなります。
見積りを依頼する際に必要な情報

５ 555555555

・梱包明細
（商品内容、梱包の数量、重量、寸法など。）
・貨物の出荷地、配達地（ZIP コードも確認しておくとよい。）
・貨物の積出港と到着港
・到着希望日
・取引条件
（P.26 参照）

貨物にかかる費用は、輸出国でかかる経費、国際輸送にかかる経費、日本到着後にかかる経費に分けられま
す。支払いを外貨建てで行う場合には、為替変動によるリスクも含めて試算しておきましょう。（費用に使わ
れる用語については P.31 〜 32 参照。）
貨物の国際輸送にかかる費用の例
①輸出国で取引先が荷物を輸出するまで
荷物ピックアップ料、輸出国内輸送費、輸出梱包費、ターミナル利用料、輸出通関取扱手数料 など
②国際輸送中
基本運賃、保険料、燃料割増、重量割増、為替調整割増、セキュリティ割増、繁忙期割増 など
③日本に到着してから荷物を受取るまで
ターミナル利用料、梱包荷さばき料、各種検査費用、輸入通関取扱手数料、関税、消費税、国内輸送費 など

4）国際商取引に関する保険
輸入品にかける保険には大きく分けて外航貨物海上保険、貿易保険、PL 保険の 3 種類があり、このうち貨
物の輸送に際して利用するのが外航貨物海上保険です。
国際輸送には船舶・航空機、トラック等の事故、ターミナルにおける貨物の搬出入中の破損、地震・風水害
等の自然災害による損壊や水濡れ等、さまざまな危険が伴います。船会社や航空会社には、貨物を目的地まで
安全に輸送し引渡す義務はありますが、すべての損害の責任を負うわけではありません。運送期間中の損害に
対しては運送約款で免責が決められており、キャリアー、フォワーダーからの補償はほとんどないため、すべ
ての損害を補償するには輸出国の出荷地から輸入国の配達地までをカバーする外航貨物海上保険を契約してお
く必要があります。取引先との売買交渉の中でインコタームズ（P.26 参照）などを用いながら、どちらがどの
地点までの保険を付保するかを明確にしておきましょう。
外航貨物海上保険は、国際郵便小包の場合には、発送時に窓口でその旨依頼することで付保できますが（有
料）
、その他の貨物の場合には輸送を依頼する国際宅配業者やフォワーダーに相談して付保してもらうか、損
害保険会社と別途契約を行うこととなります。なお、梱包不完全、品質劣化、重量ロス、運送スケジュール遅
れ等は外航貨物海上保険の補償対象ではありません。
保険金額
（保険会社から支払われる保険金の限度額）
は、CIF 価格
（商品代金＋送料＋保険料）
の 110％とする
のが一般的です。また保険料は、保険金額にあらかじ
め取り決めた保険料率をかけて算出します。保険料率
は、以下のような内容を勘案し、保険会社が決定します。
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貿易保険

会社

倒産

外航貨物海上保険

事故

商品

PL保険

外航貨物海上保険の保険料率算定に関係する要素
①海上危険料率
・保険条件
（希望する補償範囲）
・貨物の種類、性質、荷姿、数量、価格
・輸送経路
（出荷地、経由地、配達地）
・輸送方法
（海上輸送＊、航空輸送、陸上輸送）
海上輸送の場合、使用される船舶が一定の要件
（船種、船齢、トン数、船級等）
を満たしていない場合は割増保険料がかかる場合がある。

＊
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・治安状況
・輸送の季節
②戦争・ストライキ危険の料率
国際間の政治情勢等の変化により変更される。英国における海上保険市場の料率等を参考にする場合が
多い。
保険期間は、保険契約で指定された出荷地の倉庫や工場から輸送用具（トラック等）への積み込みのために動
かされた時から、通常の輸送過程を経て保険契約で指定された配達地の倉庫や保管場所において荷下ろしが完
了した時までとなります。ただし戦争危険については海上・航空輸送中（船舶・航空機等の輸送機の中に置か
れている間）
のみが保険期間となります。
保険は貨物の輸送が開始される前に申し込み手続きを行っておく必要がありますが、貨物の数量、保険金額、
積載船名等が確定していない場合には事前に予定保険を締結しておき、後日詳細が確定した段階で確定通知を
行うことにより、無保険状態を防ぐことができます。
このほか海外からの輸入には、戦争や輸出者の倒産などで商品が輸送業者に引渡されないリスクもあります。
これに対応するのが貿易保険、また、輸入した商品が原因となる事故の発生に対して、輸入者が責任を持たな
ければいけないことに対応する PL 保険があります。それぞれ検討し、必要にあわせて契約しましょう。
◆
（一社）
日本損害保険協会：https://www.sonpo.or.jp/
◆株式会社

日本貿易保険：https://www.nexi.go.jp/

◆日本商工会議所

中小企業 PL 保険制度：https://hoken.jcci.or.jp/pl

5）危険物
危険物の国際輸送については、各国及び国際規則に統一性をもたせ輸送の安全を確保するため、国連が「危
険物輸送に関する勧告」を策定し、
「危険物運送の際に使用すべき品名・国連番号（UN 番号）」、「危険物クラス
（Hazard Class）」
「輸送用容器・包装の要件」などを定めています。
危険物クラスは右表のように 9 種に分類され、クラスごとに輸送方法や
梱包方法が定められています。また輸送用の容器の種類、材質も定められ

国連分類による危険物クラス
クラス

内容

1

火薬類

2

高圧ガス

3

引火性液体類

4

可燃性物質類

ら SDS
（Safety Data Sheet：安全データシート）を入手し、フォワー

5

酸化性物質類

ダーに確認しましょう。

6

毒物類

7

放射性物質類

8

腐食性物質

9

その他有害性物質

ており、輸送時には容器に「UN マーク」を表示しなければなりません。
この規制に従い、品目によっては航空輸送が認められなかったり、輸送
量等が制限される場合があります。また輸送する際は、定められた容器・
梱包や届出書類が必要となります。
輸送する商品が危険物に該当するか否かが不明な場合は、メーカー等か

なお日本においては 2019 年 4 月 1 日に「商法及び国際海上物品運送法の
一部を改正する法律」が施行され、送り主は運送品が引火性、爆発性、そ
の他の危険性を有する物品であるときは、引渡す前に輸送業者に対し、危
険物の安全な運送に必要な情報を通知しなければならないこととされまし
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た。通知を行わなかったことにより事故が発生し損害が生じた場合には、運送業者に対する損害賠償を請求さ
れる可能性がありますので、依頼する荷物が危険物に該当するか否かを荷主として積極的に調べ、輸送業者へ
の通知は書面やメールなどにより記録を残すようにしましょう。

6）取引条件（インコタームズ）
貨物には運賃以外にさまざまな経費がかかるため、取引先との価格交渉は、提示された価格にどのような経費が
含まれているかを確認しながら進めることとなります。その際、国際商業会議所によって定められた国際貿易取引規

５ 555555555

がよく使われます。これは国による商習
則、通称インコタームズ
（Incoterms®：International Commercial Terms）
慣の違いから取引条件の解釈に差が生じてトラブルになることを防ぐため 1936 年に制定された国際規則で、商習慣
の変化に合わせて数回の改訂が行われており、現在は 2020 年 1 月 1 日発効のインコタームズ 2020 が使われています。
インコタームズ 2020 では 11 の規則を定め、それぞれを 3 文字のアルファベットで表し、規則ごとに売主・
買主の役割
（運送、保険、通関手続きの手配）と費用負担、及び物品の引渡しに関するリスク移転の分岐点＊に
ついて基本的な解釈を示しています。ただしインコタームズには上記以外の重要事項（たとえば、支払い代金
とその決済方法、物品の所有権の移転条件、契約違反が生じた場合の対処など）について何も定められていな
いため、取引先との交渉においてはこれらの事項も含めた売買契約書を作成することをお勧めします。
リスク移転の分岐点：インコタームズでは、
「売主の貨物引渡し義務が完了し、これ以後は貨物の危険
（被害）に関する負担は買
主が追わなければならなくなる時点」を意味する。貨物の所有権が移転することとは区別して考える必要

＊

がある。

インコタームズ 2020 規則の分類
いかなる単一または複数の輸送手段にも適した条件
EXW：EX WORKS 工場渡し
DAP：DELIVERED AT PLACE 仕向地持込渡し
DPU：DELIVERED AT PLACE UNLOADED 荷卸込持込渡し
FCA：FREE CARRIER 運送人渡し
DDP：DELIVERED DUTY PAID 関税込持込渡し
CPT：CARRIAGE PAID TO 輸送費込み
CIP：CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO 運送費保険料込み
海上および内陸水路輸送のための規則
FAS：FREE ALONGSIDE SHIP 船側渡し
FOB：FREE ON BOARD 本船渡し

CFR：COST AND FREIGHT 運賃込み
CIF：COST INSURANCE AND FREIGHT 運賃保険料込み
（出所：
「インコタームズ®2020」
国際商業会議所

日本委員会

発行）

小口輸入の交渉で使用されることが多い取引条件
輸出地

出荷地
トラック・
（工場など）
電車

国際輸送

ターミナル
（指定地）

飛行機
（船）

輸入地

ターミナル
（指定地）

トラック・
電車

〈商品・梱包代〉〈輸出地内輸送費〉〈輸出通関経費〉〈搬出〉〈国際運賃〉〈保険料〉 〈搬入〉〈輸入通関経費〉〈輸入地内輸送費〉
EXW
FCA
CPT
CIP
DPU
：売主の危険負担範囲

：売主の手配・費用負担範囲
（＝売主が提示した価格に含まれている費用）
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配達地

EXW：売主が提示する価格は商品代と梱包費のみで、輸送に関する費用は含まれていない。買主は出荷地か
ら配達地までのすべての輸送、通関、保険を手配し、費用を負担する。
危険負担は、工場、倉庫等からの出荷時に貨物が運送人に引渡された時点で買主に移転する。
使用例「EXW Paris（＝輸出地内の指定場所地名）Incoterms® 2020」
↓
「提示された価格は商品代金と梱包費のみで、売主がパリ市内（の工場など）で商品を運送人に引渡
した時点で、リスクが売主から買主に移転する。輸送、通関、保険に関しては買主が全て手配し、

５ 555555555

費用も負担する。」
FCA：売主が提示する価格には商品代、梱包費のほか、輸出地内の指定地（＊1）までの輸送、輸出通関の費用が含
まれている。買主は指定地から輸入地内の配達地までの輸送、輸入通関、保険を手配し、費用を負担する。
危険負担は、輸出地内の指定地で貨物が運送人に引渡された時点で買主に移転する。
使用例「FCA Paris（＝輸出地内の指定場所地名）Incoterms® 2020」
↓
「提示された価格は商品代金と梱包費のほか、パリ市内（の運送業者のターミナルなど）までの輸送
費が含まれており、売主が商品を運送人に引渡した時点で、リスクが売主から買主に移転する。
買主は指定場所からの搬出〜配達地までの輸送、保険を手配し、費用も負担する。」
CPT：売主が提示する価格には商品代、梱包費のほか、輸出地内の指定地（＊1）までの輸送、輸出通関の費用と、
輸入地までの国際輸送の費用が含まれている。（国際輸送中の保険料は含まれていない。）買主は輸出地
内の指定地で引渡された時点からの保険と輸入地での通関、輸送を手配し、費用を負担する。
危険負担は、輸出地内の指定地で商品が運送人に引渡された時点で買主に移転する。
使用例「CPT Narita（＝輸入地の指定港）Incoterms® 2020」
↓
「提示された価格は商品代金と梱包費のほか、
輸出通関と成田空港までの国際輸送費が含まれている。
ただし売主が輸出地内の指定地で商品を運送人に引渡した時点で、リスクが売主から買主へ移転する。
買主は国際輸送中の保険及び成田到着〜配達地までの輸送、通関、保険を手配し、費用も負担する。
」
CIP：売主が提示する価格には商品代、梱包費のほか、輸出通関と輸入地までの国際輸送、保険の費用が含ま
れている。買主は輸入地での通関、輸送、保険を手配する。
危険負担は、輸出地内の指定地（＊1）で商品が運送人に引渡された時点で買主に移転する。
使用例「CIP Narita（＝輸入地の指定港）Incoterms® 2020」
↓
「提示された価格は商品代金と梱包費のほか、輸出通関と成田空港までの国際輸送費及び保険料が
含まれている。ただし売主が輸出地内の指定地で商品を運送人に引渡した時点で、リスクが売主
から買主へ移転する。買主は成田到着〜配達地までの輸送、通関、保険を手配し、費用も負担する。」
＊1

：輸出地内の指定地：具体的には、CFS や航空会社代理店、運送会社等の貨物引渡し拠点等。

27

DPU：売主が提示する価格には商品代、梱包費のほか、輸出通関と輸入地内の指定地（＊2）までの輸送、保険の
費用が含まれている。買主は輸入通関及び輸入地内の指定地への搬入（荷卸）後の輸送、保険を手配し、
費用を負担する。
危険負担は、輸入地内の指定地に商品が搬入（荷卸）された時点で買主に移転する。
使用例「DPU Haneda（＝輸入地の指定地名）Incoterms® 2020」
↓
「提示された価格は商品代金と梱包費のほか、輸出通関と羽田空港内ターミナルへ搬入（荷卸）まで

５ 555555555

の国際輸送及び保険料が含まれている。商品が羽田空港内ターミナルに搬入（荷卸）された時点で、
リスクが売主から買主へ移転する。買主は輸入通関とターミナルからの搬出〜配達地までの輸送、
保険を手配し、費用も負担する。」
＊2

：輸入地内の指定地：埠頭、倉庫、CFS、航空貨物ターミナル、道路上の拠点、鉄道の駅等。

7）日本到着後の流れ
海上輸送の場合、貨物が日本に到着し、保税倉庫に搬入されると、船会社（キャリアー）から荷受人（コンサ
イニー：輸入者など）に到着案内
（Arrival Notice）が送られます。また航空輸送の場合は、電話やメールによ
る到着案内が行われます。
荷受人はキャリアーに到着案内や B/L を提示し、運賃等の精算が必要である場合は支払いを行い、運送関
係書類を受取ります。運送関係書類には運賃明細書、インボイス、D/O
（Delivery Order：荷渡指図書）等が
含まれています。D/O は税関で輸入許可が下りた後、荷物を保税倉庫から搬出する際に必要な書類です。
荷受人は運送関係書類のほか輸入通関手続きに必要となる書類を持参し、他法令の輸入手続きが必要な場合
はまずその手続きを行います。その後税関で輸入申告を行い、関税・消費税等の税金の支払いを済ませて輸入
許可書の交付を受け、保税倉庫で D/O と輸入許可書を提示して貨物を引取ります。
フォワーダーに手続きを依頼する場合は、キャリアーから到着案内が届いた後、荷受人はフォワーダーへ到
着案内と B/L その他の必要書類を渡します。フォワーダーは輸入通関手続きを終えると手数料と諸経費を荷
受人に請求し、荷受人がフォワーダーに支払いを済ませた後、荷物が配達されます。
輸入通関手続きを行うための必要書類には、輸出者から取り寄せておくべきものと、輸入者が日本で準備す
るものがあります。他法令にかかる品目
（P.5 参照）については、書類の準備に時間がかかる場合もあるため、
発注前に確認しておきましょう。

輸入通関手続きに必要となる書類
①輸出者から取り寄せる主な書類
商業送り状
（Commercial Invoice）
梱包明細書
（Packing List）
運送書類
（Transport Document）…船荷証券（BL）、航空貨物運送状（AWB）など
保険証券
（Insurance Policy）
運賃明細、原産地証明（Certificate of Origin）、その他関税額決定に必要となる書類
法規制
（外為法、医薬品医療機器等法、食品衛生法等）に関する書類
（製品の原材料や製造・生産工程、検査・証明等に関する情報）
など
28

②輸入者が準備する主な書類
法規制
（医薬品医療機器等法、食品衛生法、酒税法等）に関する書類
（所管官庁において行った事前確認、取得した免許、許可等）
輸入商品のカタログ、前回の輸入実績に関する書類等（参考資料として）

など

貨物の日本到着後の流れ（フォワーダーを利用した場合）

５ 555555555

⑤運送関係書類
（運賃明細書、インボイス、D/O等）
④到着案内、
B/L等を
提示

荷受人︵輸入者︶

①搬入

保税地域
︵保税倉庫︶

船・航空会社

②到着案内
（Arrival Notice）

⑩輸入許可書、
D/O提示
⑪貨物引取り

③到着案内、B/L、保険証券、他法令関係書類等

税 関

フレイトフォワーダー

⑥輸入申告・納税

他法令に基づく
輸入手続き
⑦輸入許可

⑧通関手数料、関税等、請求
⑨通関手数料、関税等、支払い
⑫貨物配達
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どのような輸送手段を選ぶべきか検討するときは、その荷物を送るにあたり輸送・通関に必要となる具体的
な数値と条件を整理し、複数の輸送業者やフォワーダーに見積りを依頼して比較表を作成します。すべての費
用を輸出地でかかる経費、国際運賃、日本でかかる経費の 3 つに分けて考えるとわかりやすいでしょう。外貨
建ての価格についてはリスク回避の観点から、為替レートを高め（円安）に設定して試算しましょう。その上で
所要日数、経費、手続きの手間などから自分が優先するべきポイントを考え、依頼先を選びます。
比較表（例）

６ 66666666666666666666

条件
大きさ：長さ＊＊ cm、幅＊＊ cm、高さ＊＊ cm
重 さ：＊＊ kg
個 数：＊＊カートン（＝ダンボール＊＊個）
価 格：合計＊＊＊ドル
輸送手段

国際郵便

出荷地＊1：○○国△△市の工場
配達先：●県▲市の店舗
関税率：＊＊％
為替レート：＊＊円／＄

国際宅配便
A社

（所要日数）

日

航空混載便

B社

日

日

O社
日

海上混載便

P社
日

X社
日

Y社
日

輸出地費用
集荷にかかる料金
現地輸送にかかる費用
空港・海港内での貨物取扱
いにかかる料金
輸出通関手続き料
輸出梱包料
小計
国際運賃
基本運賃
割増運賃
小計
日本費用
空港・海港内での貨物取扱
いにかかる料金
貨物検査にかかる費用＊2
輸入通関手続き料

＊

3

＊

4

国内輸送にかかる料金
関税、消費税等
小計
保険料
合計
：売主から買主（輸入者）
へ貨物が引渡され、買主が手配した輸送業者に荷物を託す地点。

＊1

：法規制に基づく検査等の費用は、依頼した検査機関に支払う。
：関税等の支払いが発生した場合の通関料もしくは、課税価格が 20 万円を超え、通関手続きを日本郵便等の通関業者に依頼
した場合の手数料。
（P.14 〜 15 参照）

＊2
＊3

：通常の通関以外
（法規制関係手続き等）
の輸入通関作業を依頼した場合にかかる手数料。

＊4
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（航路や運送会社により表現はさまざまです。ここでは一例をご紹介します。）

航空貨物（重さの単位：kg）
意味

BB Fee（Break Bulk Fee）

混載貨物をブレーク・仕分けする手数料。

Cartage

空港内での貨物移動料金。

FAF（Fuel Adjustment Factor）

燃料割増。燃料油の価格変動による損失を調整する割増（割引）
運賃。

FSC
（Fuel Surcharge）

燃料割増。燃料油の価格変動による損失を調整する割増（割引）
運賃。

M/M
（Minimum）

ミニマム。各航空会社が設定している最低運賃。

PSS
（Peak Season Surcharge）

繁忙期割増。クリスマスシーズン等繁忙期の利用にかかる料金。

SSC
（Security Surcharge）

セキュリティ割増。

Terminal Charge

空港ターミナル使用料。

７ 7777777777777777

表現

海上貨物（重さの単位：t）
表現

意味

AGS（Aden Gulf Surcharge）

アデン湾割増料（海賊対策）。

BAF
（Bunker Adjustment Factor）

燃料割増。燃料油の価格変動による損失を調整する割増（割引）
運賃。

CAF
（Currency Adjustment Factor）

為替調整割増。通貨変動による為替差損益を調整する割増（割引）
運賃。

Carton（C/T）

段ボール包装された貨物。

CFS
（Container Freight Station）

混載貨物専用施設。コンテナ単位に満たない複数の荷主の荷物
をコンテナに混載したり、船から積み下ろされた混載コンテナ
の荷物を仕分ける場所。

CFS Charge

コンテナヤード内にある混載貨物専用施設の使用料。

CHC（Container Handling Charge）

コンテナターミナル内のコンテナ移動など、貨物の取扱いにか
かる費用。

Congestion Surcharge

港湾混雑による滞船割増料。

Crate
（C/R）

梱包用の木枠。

CY Charge（Container Yard
Charge）

船積み前後のコンテナを置いておく場所（コンテナヤード）
の利
用料。

D/O Fee（Delivery Order Fee）

D/O（荷渡指図書）や到着案内の発行手数料。

De-Vanning, Discharging

コンテナから貨物を積み下ろす作業のこと。

Drayage

コンテナでの陸上移動料金。

EBS
（Emergency Bunker
Surcharge）

緊急燃料割増。

FCL（Full Container Load）

コンテナ 1 本分。
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表現

意味

Freight Ton

運賃計算トン。運賃計算の対象となる実重量または容積重量（い
ずれか大きい方）。

Heavy Lift Charge

重量物割増料。

Lashing（Shoring）

貨物が動かないように固定すること。

LCL（Less than Container Load）

少量でコンテナ単位に満たない複数の荷主の荷物を、一つのコ
ンテナにまとめた混載コンテナ。

M/M
（Minimum）

ミニマム。各船会社が設定している最低運賃。

Measurement Ton

容積トン。1m3。

MT（Metric Ton）

メートル法におけるトン。（1,000kg ＝約 2,204 ポンド）。

Pallet
（P/T）

貨物運搬用の大型金属板または木製の輸送用具。台の脚と脚の
間にフォークリフトの爪を差し込んで移動させる。

PSS（Peak Season Surcharge）

繁忙期割増料。

RT
（Revenue Ton）

運賃計算トン。運賃計算の対象となる実重量または容積重量（い
ずれか大きい方）。

Skid（S/D）

箱に入らないような機械等をロープなどで括り付けて運ぶ、金
属製または木製の角材を組んだ輸送用具。

THC
（Terminal Handling Charge）

コンテナターミナル内のコンテナ移動など、貨物の取扱いにか
かる費用。

Vanning
（Loading, Stuffing）

コンテナに貨物を積み込む作業のこと。

W/M
（Weight or Measurement）

運賃計算トン。運賃計算の対象となる実重量または容積重量
（い
ずれか大きい方）。

YAS
（Yen Appreciation Surcharge）

円高損失補てん料金。運賃契約が円建てで日本円が急激に高騰
した場合に、
船会社が運賃の実質損害を荷主に課徴する割増運賃。

使用例
❶
「FCL BASE RATE 20FT Dry USD 600.00 ／ 40FT Dry USD 900.00」
⇩
「フルコンテナ
（コンテナ 1 本）単位の運賃は、20 フィートのドライコンテナ＊の場合 600US$、40 フィー
トのドライコンテナの場合 900US$」

＊ドライコンテナ（一般の貨物用）以外には、リーファー
（冷凍）
、バルク
（バラ積み）
、オープントップ
（屋根なし）
、フラット・
ラック（屋根、外枠、ドアのない荷台コンテナ）
、タンク
（液体用）
などの特殊コンテナがある。

❷
「LCL RATE USD 53.00 ／ RT（WM）
（MIN.USD 83.00）
（FAF／CAF all in）」
⇩
「混載コンテナ運賃は、53US$ ／実重量または容積重量（いずれか大きい方）。ただしミニマム運賃は
83US$。
（燃料割増料、為替調整割増料込み。）」

32

【参考とさせていただいた主な資料】
●
「カスタムスアンサー（税関手続き FAQ）
（
」税関ウェブサイト）
●東京税関パンフレット
●
「国際郵便」
（日本郵便ウェブサイト）
●
「インコタームズ 2020」国際商業会議所

日本委員会

●インターネットサイト「らくらく貿易」貿易用語集

貿易・起業に関するお問合せ先
ミプロ貿易・起業相談専用

TEL.

03-3989-5151

FAX.

03-3590-7585

相談時間：平日午前 10 時 30 分〜午後 4 時 30 分

本資料は、（一財）貿易・産業協力振興財団

2019 年度振興事業費助成を受けて作成したものです。

※本冊子の記載内容は、2020 年 2 月現在で作成しております。法律の改正などにより、

内容に変更が生じる場合があります。詳細は、各問い合わせ先にご確認ください。

発行：
（一財）対日貿易投資交流促進協会
（ミプロ）
〒 170-8630

東京都豊島区東池袋 3-1-3
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https://www.mipro.or.jp/
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