1.

配達は 6～10 日までを目安にしていますが、フライトの遅延や通関状況によって異なる場合があります。(Delivery is made within 6-10 days. Transit time
may be longer depending on flight situation or customs clearance.)

2.
3.
4.
5.

ギフト発送のため、発送人と荷受人は個人名をご記入下さい。(Both shipper and consignee names must be individual.)

6.
7.
8.
9.

衣料品、カバン、靴、サンダルを送る際は必ず素材を Invoice/Packing List にご記入下さい。(write material names for clothes, bags, and footware)

電話番号は必ずご記入下さい。(Make sure to write phone numbers of both shipper and consignee)
箱の中身は全てご記入願います。(All goods must be listed on invoice/packing list)
内容品の数量や新品、中古については正確に記入をお願いします。日本で相違が発見された場合、内容点検料金が 1 時間につき 5000 - 10000 円程
度が別途請求されます。米国ヤマト運輸では書類の審査と危険品、禁制品の有無の確認後に発送します。(Please write accurate description of goods.
Extra fees for inspection due to false declaration must be paid by shipper.)
DVD、ビデオ、CD を送る場合は必ずタイトルを別紙フォームに記入して下さい。(We cannot ship video tapes, DVDs, or CD-ROMs without a title list.)
申告金額は必ず｢ゼロ｣以外で申告願います。(“0” Zero value cannot be accepted.)
申告価格は適正な金額をご記入下さい。日本税関で申告価格が安いと判断された場合、内容点検を指示されます。其の場合は点検料金を 1 時間につ
き 5000 - 10000 円程度別途請求させて戴きます。また、価格を証明する書類(レシート等)を求められる場合があります。証明できない場合は流通価格
での申告になります。(Please write appropriate amount as declared value. False declaration may cause extra cost and time.)

10. 値札があるお品物は、必ず値札にある金額を Invoice Packing List にご記入下さい。(If a price tag is on an item, please make sure to put the same price
on invoice.)

11. お取扱いできないもの(Items listed below are not allowed for shipping to Japan)
動植物製品（果物、野菜も含む）肉製品（ビーフジャーキー、ハム、スパムソーセージ、缶詰めも含む）ペットフード、ペット用サプリメント、花、種、ポプリ、
ドライフラワー、松ぼっくり、ワラ製品、お米、公序良俗に反するもの、ポルノ、麻薬、銃砲、（弾丸、部品、付属品も含む）モデルガン、刀剣類（刃渡り 5.5ｃ
ｍ以上のダガーナイフ）等銃刀法に該当する物、模造品、変造品、危険品、可燃性のもの（ロゲイン、マッチ、ライター、ガスボンベ、缶スプレー、除光液
など揮発物）ワシントン条約に抵触するもの（ワニ、トカゲ、オーストリッチ(ダチョウ)、へびなどの皮を使った製品）動物の骨で出来たもの、鳥の羽が使わ
れているもの、ベッコウ加工品、象牙、羽毛製品、貨幣、紙幣、郵便切手、有価証券、貴金属、腐敗変色しやすいもの、割れやすい物。(vegetables, fruits,
meat products, pet foods, supplements for pets, flowers,. Seeds, potpourri, dried flowers, dried plants, straw, rice, pornographic items, illegal drugs, guns,
model gun, knives, flammable items, objects violating copyright laws, imitation products, hazardous items, items violating animal or plant quarantine laws,
cash, stamps, securities, precious metals, fragile items, etc)
＊＊ ワインなどの割れ物は通常の｢国際宅急便｣でのご利用が可能です。(Use Takkyubin to send wine to Japan)

12. 発送が制限されているもの： 薬事法、食品衛生法関連（化粧品、ビタミン類、医薬品、食料品、食器 調理器具類）化粧品は一品目で 24 個以内まで送
付可能ですが、発送過多の場合、通関できません。サプリメントは 2 カ月分の使用量を超えて送ることはできません。市販薬は 2 カ月分の使用量、また、
処方箋薬は 1 カ月分の使用量を超えて送ることはできません。一回の出荷で複数品目の合計が 10kg 以上の食品、あるいは食品衛生法の規制を受け
る調理器具や乳幼児向けオモチャを送ることはできません。(Shipping quantity of cosmetics must not exceed 24pcs each. We can only ship a 2-month
supply of medicine and supplements. Food products, kitchen goods, infant toys must not exceed total 10KG/22LB per shipment.

13. 全て元払いを希望される場合には、お持込いただきました際に現金かクレジットカードでお支払い下さい。全て日本払いを希望される場合は、手数料
も併せ日本で配達時にお支払いいただくことになります。手数料のみ日本払いを希望される場合は発送料と任意の保険料を現金かクレジットカードで
お支払い下さい。 (Pay by cash or credit card for “all prepaid”. If you choose “all collect”, receiver needs to pay fees including handling fees upon receipt.
As for “duty collect”, please pay shipping fee and insurance fee by cash or credit cards.)

14. 補償限度額に関して： 破損、紛失については、申告価格を上限として$1000 まで補償いたします。これを超える金額をお送りになる場合は任意で保険を
掛けることが出来ます。精密機器などの動作不良等については、保険会社の規定に準じます。梱包不備と思われる破損については、補償されないこと
もあります。(Price includes liability for loss or damage of up to US$ 1,000 per package (If the total declared value on our shipping document is less than
US$1,000, the declared value will be the maximum amount of indemnity). You can purchase insurance for over $1,000 declared value items. Insurance
policy will be applied in case of damage. No insurance coverage is applied if damage was incurred due to inadequacy of packing.)

