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日本郵船(NYK)グループのご紹介
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■ 設⽴年⽉⽇
■ 資本⾦
■ 売上高
■ 代表者
■ 従業員
■ 事業体制

： 1885年（明治18年）
： 1,443億円
： 2兆2,723億円 （2015年度連結）
： 内藤 忠顕
： 34,276人（2016年12月末）

NYKグループ概要

日本郵船株式会社
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK)

NYKグループ・バリュー

Page 4



COMPANY CONFIDENTIAL

事業ポートフォリオ（一般貨物輸送事業）

一般貨物輸送事業 主要オペレーター

NYKグループは船会社に留まらず、陸・海・空にまたがるグローバルな総合物流企業として、
「安全」「確実」なモノ運びを目指します。

LOGISTICS : 物流事業

航空/海上/陸上フォワーディング、コントラクトロジスティクス(倉庫)、通関

AIR : 航空運送事業

日本貨物航空
貨物専用航空機による航空輸送

NYKコンテナライン

LINER : 定期船事業

コンテナ船によるコンテナ貨物輸送

在来船によるプラント、重量物輸送、鉄鋼製品、パルプ等の輸送

郵船ロジスティクス

NYKバルク・プロジェクト貨物輸送

21％

40％

19％

4％

6％

2％

8％

Page 5



COMPANY CONFIDENTIAL

保有フリート及び主要物流インフラ

コンテナ船：99隻

在来船：41隻
RO/RO船・重量物船

⾃動⾞船：119隻

貨物専用航空機：13機
B747-400F x 5機 / Ｂ747-8F x 8機

船舶総数 700隻以上、航空機13機、そして多数の物流施設を保有。

物流拠点

世界43カ国、501事業所、222万m3

コンテナターミナル：24港
完成⾞専⽤ターミナル：13港
その他ターミナル：6港
その他空港ターミナル多数

「飛鳥II」

客船 (クルーズ船)：1隻
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郵船ロジスティクス 会社概要
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郵船ロジスティクス 会社概要

� 創⽴

� 資本⾦
� 売上げ
� 連結従業員数
� 単体従業員数
� 上場取引所
� 代表者
� 本社所在地

： 1955年（昭和30年）
： 43億100万円
： 4,698億円（2015年度）
： 21,185名 (2016年3月時点）
： 1,240名 (2016年3月時点）
： 東証一部（主要株主：日本郵船 59.53%）
： 代表取締役社⻑ 水島 健二
： 東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー

事業セグメント別
売上ポートフォリオ

地域セグメント別
売上ポートフォリオ

バランスの取れた収益構造 / 国際総合物流企業
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総合物流ソリューション

調達物流〜構内物流〜製品物流〜補修品物流まで、国内・海外・域内問わず、
End-to Endでトータルロジスティクスをご提供いたします。

フォワーディングサービス コントラクト・ロジスティクスサービス
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郵船ロジスティクス サービス内容

総合物流サービスソリューション
� 産業別物流ソリューション／コンサルティング

� ⾃動⾞部品・航空機部品・ヘルスケア・テクノロジー・リテール・⾷品

� プロジェクトカーゴ輸送・オーダーマネジメント
� 輸送・保管 Visibility (Shipment/ Order tracking)

航空貨物輸送事業
� 年間33万トン（2015年度取扱実績）物量をベースとしたフォワーディングサービス
� 世界43カ国・60法人(国内＋海外）74カ国(代理店）のグローバル・ネットワーク
� 特殊輸送（医療品、⾷品、半導体設備、美術品等）

海上貨物輸送事業
� 年間63万TEU（2015年度取扱実績）物量をベースとしたフォワーディングサービス
� フルコンテナ輸送（FCL）/小口貨物輸送（LCL）・Break-Bulk /RORO輸送

ロジスティクス事業
� グローバルに 計 222万m2のロジスティクス倉庫運営
� 製品/部品 中央倉庫・域内倉庫 e-commerce ディストリビューション
� ミルクラン・クロスドック
� リバースロジスティクス

通関・陸上輸送事業
� 全国主要港・空港での輸出入通関
� コンテナドレージ チャーター/混載トラック配送・集荷 国際越境トラック輸送
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自社海外ネットワーク

欧州

74 拠点

63.5 万 ㎡ 東アジア

82 拠点

23.6 万 ㎡

日本
73 拠点

6.9 万 ㎡

南アジア

オセアニア

207 拠点

94.1 万 ㎡

米州

65 拠点

28.3 万 ㎡

� 従業員数 : 21,185 名
� 拠点国 : 43カ国
� 事業拠点数 : 501拠点
� 倉庫拠点面積 : 222.3万 ㎡

日系トップクラスの海外ネットワークでお客様をサポート。

（2016年3月末現在）
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豊富な食品、生鮮品輸送の実績

郵船ロジスティクスは食品、生鮮品輸送のエキスパートです。

出典）⽇⻘協ウェブサイト

⽇⻘協会員企業として国産⻘果物菜を
世界各国へ輸出するための取組みにおいて、
物流⾯でサポートをしております。

また⾃らも、農⽔省の補助事業において

「先進的輸送技術による最適
輸出モデルの開発・実証を図る
取組み」に参加し、鮮度維持試験

輸送を実施しております。

日本最大の食の展示会である
FOODEXの併設展である
FOOD Pack & Logistics 
2015に始めて出展し、弊社の
輸送技術の紹介を致しました。

ASEAN市場最⼤級の⽇本⾷品⾒本市
Oishii Japan（シンガポール）の
オフィシャル物流業者おして、約80社を超える会社の食
品輸出入、資材の輸送、返却をサポート、
シンガポールでの展示会内作業を御提供をしております。

JETRO主催、海外日本食展示会、商談会
での国際輸送業者に登録されております。
また、国内の「食品輸出に取組む事業者との
マッチング商談会」では輸送業者として参加致
しました。

ミラノ万博2015 日本館のフードコートへの食品輸送、
イベント広場向け食品、物資輸送推薦業者として参画
しました。

単なる輸送だけではなく、経済産業省・農林⽔産省・各⾃治体とも連携し、

弊社独自の輸送技術を駆使して、日本産食品輸出増大に貢献しております。

グローバル・フードバリューチェーン
推進官⺠協議会(GFVC)の会員として
官⺠一体となった取組みを⾏っております。
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輸出基礎講座
1．はじめに
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近年、フォワーダー(Forwarder)と呼ばれる「総合国際物流企業」に全ての業務を依頼される荷主様が増えてきております。
フォワーダーとは、荷主企業と実運送会社の間に⼊って貨物の運送取扱や利⽤運送、さらにこれらに付帯する業務の提供者を指し、具体的には、⾃動⾞運送取扱業、通運事業、利⽤航空運送事

業、航空運送取扱業、内航運送取扱業などがあります。利⽤運送とは、荷主から貨物の運送を引き受けるものの、⾃らは運送⼿段を持たず、実際の運送を⼿掛ける運送事業者である「実運送⼈」

の運送を利⽤して、荷主との運送契約を履⾏する事業者のことを⾔います。

①搭乗

手続き

②セキュリティ②セキュリティ

チェック

財務省・税関
法務省

・出⼊国管理局

出国ロビー

チェックインカウンター

③税関

手続き

④出国

審査

⑤目的の

搭乗ゲート
⑥搭乗

■ 旅⾏者：出国の流れ

財務省・税関

農⽔省など

①貿易書類①貿易書類

の受領

②輸出貨物

の搬入確認

②輸出貨物

の搬入確認

③③通関・検疫

手続き

海上貨物

航空貨物

①貿易書類

の受領

②輸出貨物

の搬入確認

③通関・検疫

手続き

④本船への

積載
⑤本船出港

⑥船荷証券

作成

■ 貨物：輸出の流れ

④爆発物

検査

⑤HAWB

作成・発⾏

⑥航空会社

へ引き渡し

⑦⾶⾏機

出発

旅⾏者と貨物の違い
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航空機： 巡航速度 ー 時速 850km程度

船：時速20-45km
積載量

ヨーロッパ航路：6,000〜15,000 TEU

⽶国航路：6,000〜12,000 TEU

アジア：1000〜2500 TEU

韓国 (PUSAN)：100-750TEU

積載量

容積：約400m3

重量：最⼤でも100ﾄﾝ余

■日本からの輸送時間の比較

※AIRの所要時間はFLIGHT TABLE上の時間です。

※OCEANの所要時間は最短の本船にて記載しています。実際の所要時間は上記と⼤きく異なる場合がある。

⾶⾏機は発地港から着地港までを直接輸送（経由便を除く）するが、船は航海中に様々な港
に寄港する為、速度の差以上に輸送に時間が掛かる。特徴

船の速度は以前は10-17ノットが通常だったが近年は20ノット以上の高速化が進んでおり、

最新の新造船は最高時速25ノットの高速船も登場している。(1ノット=1852m)

ただし、最近はエコ航海ということで⽐較的ゆっくり航⾏する船が増えている。

船と⾶⾏機の⽐較

Los Angeles Singapore Pusan Hong Kong Shanghai Rotterdam Mumbai

⾶⾏機（KIX） 9時間50分 7時間10分 1時間25分 4時間25分 2時間40分 11時間50分 15時間10分

船 （神⼾港） 13日 8日 2日 4日 2日 32日 25日
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輸出基礎講座
2．海上輸送
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フォワーダー
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■ LCLとは?
Less than Container Loadの略。コンテナ1本に満たない貨物、と言う意味。
運賃はドル建でRT (= Revenue Ton: 1.0CBMか1.0Tonを比較し重い方）毎に課せられる。
LCLの貨物は港にあるCFS(= Container Freight Station)と呼ばれる倉庫で個々の貨物をバンニングし、
コンテナ単位で船会社に引き渡す。

Ａ B C D

■ FCLとは?
Full Container Loadの略。コンテナ1本を満たす貨物、と言う意味。運賃はドル建て（中国航路を除く）でコンテナ1本毎に

課せられる。輸出者の倉庫や工場に空のコンテナを回送し、バンニング(＝ コンテナに貨物を積み込むこと)後にコンテナを港に再び回送するか、
港にある物流業者の倉庫に貨物を持ち込み、そこでバンニングを⾏う⽅法が⼀般的。

コンテナの中身はA社の貨物だけで構成されている。

コンテナの中には、A〜Dの4社の貨物が入っています。これ
ら其々A,B,C,D各社の貨物がLCL貨物です。LCL貨物は、
1本のコンテナに複数貨物が相積みされる“混載貨物”です。

Ａ社貨物

■ 船の種類
輸出貨物はコンテナ船に積載され輸送される事が多い。コンテナ船は、
規格化されたコンテナに貨物を詰め、それを積載して輸送する船。
コンテナ船の大きさは、TEU (Twenty-foot equivalent units)
という単位で計られる。
貨物量に応じ、FCLとLCLと云う輸送方法に分けられる。

1万6000個のコンテナを輸送可能な世

界最大級のコンテナ船、「CMA・ CGM

ジュール・ヴェルヌ」2013年5月より就航。

箱根丸・・・日本郵船が日本で始めて就航させたコンテナ船。

1968年竣⼯。コンテナの積載量は752TEU

FCL / LCLとは
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①バンニング
輸出時にコンテナ内に貨物を詰め込むことをバンニングと呼ぶ。
通常、輸出通関を⾏ってからバンニングをする外貨バンと通関前に
バンニングを⾏う内貨バンの2パターンに分かれる。
また輸入時にコンテナから貨物を取り出すことをデバンニングという。
＊バンニングの事をスタッフィング(Stuffing)、デバンニングの事を
アンスタッフィング(Unstuffing)と言う国もある。

②ラッシング
輸送中にコンテナの中で貨物が動いたり、荷崩れがしない様に、
角材やワイヤー、ロープなどで固定・固縛する事をまとめてラッシングと
言う。
（厳密にはラッシンとは紐やロープで貨物を固定する事で、
角材等で固定する事をショアリングと呼ぶ。）

③コンテナシール
コンテナの扉の施錠部分に装着されるアルミ製、またはプラスチック製
の封印のこと。
輸送中にコンテナが開扉されたかどうかを判断する重要な資料と
なる。通常、コンテナシールは船会社から支給され、バンニング済みの
コンテナ扉に施封する。

コンテナシールの種類(一部)

FCLについて

①バンニング

②ラッシング

③コンテナシール

エアバックによ
るラッシング

角材による
ショアリング
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� 段積みが出来るかどうか。
⇒他の荷物が上に載る事がある為、
上面の強度や耐荷重量には注意
する必要がある。また段積み
出来ない貨物は、割り増し料⾦が
発生する場合がある。

� 貨物のサイズや重量は制限内かどうか。

⇒仕向地の規制や輸送業者により、
受託できるサイズ・重量・品目が変わる為、
事前問い合わせが必要。

� パレット貨物か、ばら（カートン等）貨物かどうか。
⇒パレットはフォークリフトで荷扱いするが、ばら貨物は手作業により積み
込まれる。最悪の場合は、貨物が手荒に扱われる場合もある為、貨物の
梱包には⼗分な強度が必要。

� 貨物外装にケースマークがあるかどうか。
⇒CFS倉庫での荷主の判断、貨物の識別は外装ケースマークで⾏われる。
出荷前には必ずケースマークの貼付・記載が必要。

� 貨物サイズにパレットサイズが合っているかどうか。
⇒パレットサイズが大きい場合は、サイズに合わせて料⾦が課⾦される。
場合によりお客様了承の下、パレットを外す場合がある。

CFS = コンテナ・フレート・ステーション
（輸出）個々のLCL貨物を コンテナに積み込み(混載する）

= バンニングする施設
（輸入）混載貨物をコンテナから個々のLCL貨物へ仕分けする

= デバンニングする施設

CFS CHARGE
CFSで生じる荷捌きや貨物取扱に関わる費用。
CY-CFS間のコンテナ輸送もこの費用に含まれる。

■ LCL・貨物の流れ（輸出）

■ CFSとは？

■ LCLの注意点

積み付けイメージ

①貨物をCFSに搬入 ②CFSで仕向地毎のコンテナに積載

③コンテナをCYに転送④CYで一時保管⑤本船に積載

港湾地区

LCLについて
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ガントリークレーントランスファークレーン

コンテナターミナルとはコンテナ輸送の海陸の接点である港湾の基地。荷役・搬送機器を備えており、コンテナ船の
荷役や荷さばき、コンテナの保管を⼀貫して⼿がける場所。保税（関税の課徴を保留）地域としての役割もある。

ストラドルキャリア

NYK・東京大井ターミナル全景

〜 東京港埠頭株式会社HPより一部抜粋 〜

ゲートハウス コンテナヤード

コンテナターミナルとは
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Page 21〜相互運輸株式会社HPから⼀部抜粋〜

■ 通常コンテナ（Dry）の概算サイズ場合

内寸 20ft 40ft 40ftHC

⻑さ(mm) 5,898 12,032 12,032

幅(mm) 2,352 2,352 2,352

高さ(mm) 2,385 2,385 2,690

内容積 (M3) 33.1 67.5 76.3

コンテナ自重(kg) 2,330 4,000 4,510

最大積荷重 (kg) 21,670 26,480 26,280

最⼤総重量 24,000 30,480 30,480

■ 冷蔵コンテナ（Reefer）の詳細

構造・用途
◆温度環境は、通常の保冷コンテナでは-18〜+20℃の範囲で0.1℃単位の温度設定が可能。
◆コンテナ内の温度を⼀定に保つため、厳冬期など外気の温度が設定温度よりも
低いときは、自動的にヒーターが作動する。
◆設定温度を制御する為に、貨物と天井⾯から１０ｃｍ、ドア面から１５ｃｍの
間隔を空ける必要がある。

コンテナ内部 コンテナ妻⾯（トラクター側）に冷蔵装置が設置

海上コンテナの種類とサイズ

＊コンテナの内寸法、ドア開口部の寸法、コンテナの自重などについては、
コンテナの製造メーカーによって異なります。
詳細については各船会社へ確認する必要があります。
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� B/L（＝Bill of Lading)：船荷証券
船主が荷主との間の運送条件を明示した運送書類のこと。船舶会社が
輸送を引き受け、指定された港で正当な荷受人に貨物を受け渡すことを
約束した有価証券。通常オリジナルとして3部発⾏される。

� Surrender B/L：元地回収B/L
元地（船積地）で回収された（＝surrendered）船荷証券（B/L）
という意味で、輸入者が素早く貨物を引き取りたい場合にとられる手段の1つ。
船積地で、船会社から発⾏されたオリジナルのB/L全通を、再度船積地の
船会社が回収し、船会社はその旨を輸⼊地の船会社またはその代理店等に
連絡する事で、輸入者は輸入地でオリジナルのB/Lがなくても貨物を
引き取ることができる。

＊近距離で航海⽇数が短い航路では書類（B/L）より先に船が着いてしまうのでこの
方法がよく使われています。

� Way Bill：運送状
貨物の受領書と運送契約書の性質は持っているが、流通性、譲渡性がない
(NON-NEGOTIABLE)送り状。
有価証券ではなく、運送を証明する運送状にすぎない。
荷揚げ港でオリジナルを提示することなく貨物の引取りが可能。

B/Lの機能と種類
■B/L(Bill of Lading)の機能とは…

１．運送人の貨物の船積・受取確認書

２．運送契約の証拠書類

３．貨物の引換証

■B/Lの種類
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仕向け港

コンテナ本数

最終引渡し場所

貨物外装個数

容積

貨物重量

B/L発⾏地

B/L発⾏⽇

B/L発⾏⼈署名

B/L発⾏⼈署名⽇

B/L記載内容

荷送人

荷受人

着荷通知先

貨物受領地

積み出し港

本船名

航海番号

ケースマーク

貨物名称

コンテナ番号

シール番号

運賃

H.B/L番号

着地連絡先

コンテナサイズ・種類

BLの種類
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輸出基礎講座
3．航空輸送
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フォワーダー

Page 25

航空機の種類は色々あるが、航空貨物は旅客が搭乗する旅客機の下の部分が「貨物室」になっており、先ず旅客の手荷物が
搭載される。旅客⼿荷物の搭載の後は、郵便物、⽣鮮貨物、⼀般貨物の順に搭載順位が決まっている。

ＮＣＡ： Nippon Cargo Airlines

日本貨物航空株式会社

・日本で唯一の航空貨物専門の会社。貨物専用ジャンボ

機による国際航空貨物輸送。北⽶、欧州、アジアの各就

航地への定期便のほか、チャーター便を運航。

・日本郵船の連結対象子会社であり、新鋭大型貨物機

で統⼀された機材と⾃⽴した運航・整備体制を有し、コス

ト・効率・品質・環境⾯で世界トップクラスの競争⼒を持つ

貨物専業航空会社。

ボーイング747-8F

全⻑：76.3m

全幅：68.5m

全高：19.4m

貨物室容量：857.７㎥3

最⼤積載量：133t
巡航速度：時速910km（マッハ0.85）

航空機での輸送
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機材 大きさ
Payload
（目安）

機材 メインデッキパレット
Payload          
(最大）

B737 Narrow 1-3tons B737-300F 8 pallets 10tons

B747 Wide 10-15tons B747-200F 29pallets 90tons

B757 Narrow 1-3tons B747-400F 30 pallets 113tons

B767 Wide 5-10tons B747-800F 34 pallets 140tons

B777 Wide 20-30tons B767-300F 13-17 pallets 55tons

B787 Wide 20-30tons B777-200F 27pallets 103tons

A300 Wide 5-10tons MD-11F 26 pallets 96tons 

A310 Narrow 5-10tons A300-B4F 20pallets 44tons

A320 Narrow 1-3tons A310F 16pallets 36tons

A330 Wide 10-15tons A330-200F 23pallets 70tons

A340 Wide 10-15tons AN-22 Non 50tons 

A350 Wide 10-15tons AN-124 Non 120tons

A380 Wide 5-10tons AN-225 Non 250tons

� 旅客便では、 Lower deck/belly space  を貨物輸送に使用。

� ⾶⾏機にはWide body aircraft (通路が2つ) と Narrow body aircraft (通路が⼀つ)がある.

� 貨物専用機は、 Lower deck と Main deck の両方に貨物を積載。

旅客便 貨物便
A)旅客便 Widebody

Cargo belly

B)旅客便 Narrowbody

Cargo belly

C)貨物便

Main Deck

Lower Deck

Page 26

Payloadは目安であって、⾶⾏ルート、天候、旅客便の場合は旅客の⼈数（⼿荷物の量）などに応じ減少する。

航空機機材の⼀覧と輸送量
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貨物積載方法と航空運賃

■ 貨物積載方法

① 「ULD」の利⽤
Unit Load Devicesと言う器具を使用し、迅速
且つ安全に航空機に搭載・取り卸を⾏なう⽤具。

ULDの多くは耐久性、安全性の要件を満足する
ようにデザインされており航空機貨物室の一部と
⾒なされている。

②「バルクスペース」の利⽤

Narrow Bodyの機材や、Wide Bodyの後方
の貨物室にはULDが搭載出来ない為、作業員が
手で貨物を積載/取り降ろす。

■ 航空運賃

① 容積重量と運賃適⽤重量
航空貨物の運賃適⽤重量(Chargeable Weight)は実重量と容積
重量 (Volume Weight)とを比較し、重いが適用される。尚、容積重
量は1Kg=6,000⽴⽅センチメートルで換算する。(1CBM＝166.6Kg）
発地国通貨又は米ドルで建てられた通貨を使用。

② 適用のルール
⼀般的に⾼重量帯になると、Kg辺りの単価は安くなる場合が多い。
また、重量が軽い場合は最低料⾦が適⽤される。

小数点二位以下は0.5Kg単位で切り上げとなる。
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航空会社の航空運送状(MAWB)

航空会社AWB番号は３桁＋８桁（原則）の数字

MAWB番号

荷送人

発⾏者

仕出地空港

仕向地空港

着荷通知先
フライトナンバー

貨物名・Invoice 
No等

貨物個数

実重量

運賃適⽤重量

貨物サイズ
貨物容積

HAWB発⾏日・場所

HAWB No

航空運送状(Air Waybill)とは、荷送人(シッパー)と運送人の間の
貨物の国際運送に関する契約を証する書類であり、運送人(航空
会社)、または利⽤運送⼈(フォワーダー)により発⾏される。
貨物の運送状は発⾏者により⼆種類存在する。

・フォワーダーが発⾏するハウスエアウェイビル（HAWB）

・航空会社が発⾏するマスターエアウェイビル（MAWB）

Air Waybill(AWB)とは

荷受人

発⾏社名
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■ （例）シンガポール向けの取扱注意品目（EMSの例）

クーリエ（Courier) ：航空機を利⽤して海外へ書類や⼩⼝荷物を配達するサービスのこと。国際宅配便とも呼ばれる。

Page 29

■ 国際輸送サービスを提供するフォワーダーとの相違点

チューインガム、牛乳、植物（土壌付き）など禁止品目

加工食品、果物・野菜、海産物、肉、動物性脂肪製品、
植物（米など穀物、ほか植物防疫法で定めるもの）など

条件付き
許容品目

料⾦体系 サービス提供範囲 通関 特徴

クーリエ
・一般的に0.5Kg刻みの料⾦タリフに基づく。
・業者が定めるエリア区分と荷物重量により料

⾦が確定。

Door to Doorが原則
荷送人のドアから荷受人の
ドアまで

マニフェスト通関
簡易通関と呼び、輸⼊者に関係なく運送

契約ごとにまとめて申告が出来る。申告価
格や品目により、通関出来ない貨物も多い。

パッケージ型
低コストの反面、特別な要望や標準外の
サービス要求には応じないケースが多く、
画一的。

フォワーダー

・一般的に、輸出諸掛・運賃・輸入諸掛の３つ。
・基本的には仕向地毎のKg単位の運賃。
・適⽤重量は実重量と容積重量(6,000CBM 
= 1Kg)を比較し、重い方が適用。

Door to Doorも、航空
輸送のみや、仕出国での集
荷、通関のみといった部分的
な委託も請け負う。

商業通関
輸⼊者毎に申告を⾏う正式な通関⽅法。

AVAなど⾷品輸⼊に他省庁が絡む場合は、
商業通関を⾏う必要がある。

テーラーメード型
荷主の要望に合わせてサービス提供する。
特殊な作業要求にも対価に応じたサービス
を提供。

クーリエサービスは食品の受託を制限している場合がある為、注意が必要。

クーリエについて
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輸出基礎講座
4．貿易基礎知識
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輸出者
物流会社

輸出通関
必要書類

出荷元

税関輸出申告書
(必要書類）

⑦輸出申告

⑨出港

B/L

⑨B/L発⾏

輸出許可書
(書類他）

⑧輸出許可

⑩書類返却

船会社

②ブッキング

③ブッキング番号

船会社CY

①出荷予約
④出荷書類提出

⑥集荷・搬入

梱包工場

⑤集荷指示

運送業者

混載業者CFS

ご請求書, 
輸出許可書 等

輸出貨物の流れ（海上貨物）
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輸出者

輸出通関
必要書類

①出荷予約
④出荷書類提出

出荷元

税関
輸出申告書
(必要書類）

⑦輸出申告

HAWB

⑨HAWB発⾏

輸出許可書
(書類他）

⑧輸出許可

ご請求書, 
輸出許可書

等

⑪書類返却

航空会社

②ブッキング

③MAWB番号

航空代理店上屋
又は 航空会社上屋

⑩出発
⑥集荷・搬入

梱包工場

運送業者

⑤集荷指示

輸出貨物の流れ（航空貨物）

物流会社

Page 32
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＊上記日数は営業日ベースとなり、土・日・祝日は含んでいない。

N-8 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N 備考

F

C

L

で

の

出

荷

貨

物

出

荷

梱

包

工

場

搬

入

梱

包

完

成

コ

ン

テ

ナ

搬

入

通

関

日

Ｃ

Ｙ

カ

ッ

ト

日

本

船

出

港

・通関の所要日数は約半日。

・書類審査や貨物検査になった場合、余分に時間が掛かる。

　　　書類審査→約半日、　貨物検査→約１日

・このスケジュールはアジア向けの場合を想定。

     欧州向けCYカット⽇: 本船出港の4〜7⽇前

　　 ⽶国向けCYカット⽇: 本船出港の3〜5⽇前

     中国向けCYカット⽇: 本船出港の2〜4⽇前

　　　　＊船会社により異なる。

L

C

L

で

の

出

荷

貨

物

出

荷

梱

包

工

場

搬

入

梱

包

完

成

貨

物

搬

入

通

関

日

Ｃ

Ｆ

Ｓ

カ

ッ

ト

日

本

船

出

港

・通関の所要日数は約半日。

・書類審査や貨物検査になった場合、余分に時間が掛かる。

　　　書類審査→約半日、　貨物検査→約１日

・このスケジュールはアジア向けの場合を想定。

     欧州向けCYカット⽇: 本船出港の2〜6⽇前

　　 ⽶国向けCYカット⽇: 本船出港の4〜6⽇前

     中国向けCYカット⽇: 本船出港の3〜5⽇前

　　　　＊船会社により異なる。

A

I

R

で

の

出

荷

貨

物

出

荷

梱

包

工

場

搬

入

梱

包

完

成

貨

物

搬

入

通

関

・

爆

発

物

検

査

フ

ラ

イ

ト

出

発

・カット時間は通常フライト出発時間の2時間前。

・通関の所要⽇数は約2〜4時間。

・書類審査や貨物検査になった場合、2〜3時間程度余分に通関が掛かる。

・航空機積載前には、保安上の問題より爆発物検査

　を受ける必要がある。外装貨物個数が多い場合はこのスケジュールより

　半⽇〜⼀⽇程度時間が掛かる場合がある。

一般的な輸出所要日数

Page 33
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フォワーダー

Page 34

� Invoice

品目、⾦額（単価）、契約条件、貨物詳細の情報が記載され、英語表記が必要。

� Packing List

包装明細書。品名 ・個数・重量・容積・ケースマークなどの記載が必要。こちらも英語での表記が必要。

� 船積み指図書（Shipping Instruction）

船荷証券（B/L)、航空送り状（AWB)の記載事項、輸送の注意事項を輸送業者に指示する書類。

� 成分表・製造工程表

加工食品を出荷する際に必要で、英語表記、任意のフォームの書類。仕向国での税関や検疫、食品の輸入を司る公的機関

（⽇本の厚⽣労働省にあたる）に商品説明を⾏なう際、⼜は輸⼊承認を得る際に必要。

� 植物検疫証明書/動物検疫証明書

植物・生鮮食品(果物・野菜・食肉など)を出荷する場合には、仕向国の検疫の条件に沿った輸出検査が必要。検査合格したもの対し、
植物防疫所、若しくは、動物検疫所が発⾏。

� 輸出証明書

◎産地証明書・・・仕向国、品目によっては生産都道府県を証明する産地証明書が必要な場合がある。

地⽅農政局⼜は⽔産庁発⾏の『産地証明書』が一般的で、商工会議所発⾏のサイン証明書で代⾏できる国もある。

◎放射能物質検査証明書・・・東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事故を受けて、仕向国、品目、生産地によっては放射性物質の

検出がNDであることの証明書が必要。詳しくは農林⽔産省ほか関係機関に問い合わせ願う。

� 衛生証明書
仕向国、品目によっては、都道府県衛⽣部局、地⽅⾃治体などが発⾏する衛⽣証明書が求められる場合がある。

■ 必ず必要な書類

■ 必要に応じて必要な書類

■ 品目・仕向国により必要な書類

輸出書類について
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■インボイス（Invoice） ＝ 商業送り状
売主、買主、品名、数量、決済通貨、価格、契約条件、契約単価等が記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、
代⾦の決済、輸出入申告等がインボイスをベースに処理される。貿易取引上最も重要な書類のひとつ。

■パッキングリスト（Packing List） ＝ 梱包明細書
梱包ごとに品名、個数、重量、シッピングマーク等を記載する梱包明細書です。（数量が少ない場合は、インボイスで兼用し作成されない事
もあるが、基本的には作成が必要。）

Invoice No

売買条件
（インコタームズ）

シッピングマーク

総合計価格

単価

Invoice日付

輸出者署名

個数

輸入者（買主）

決済条件

品名

配達先

仕出港

仕向港

原産国

運賃支払条件

輸出者（売主）

輸送方法

品目番号

Packing List

合計⾦額

� 輸出者様ご任意のフォームでの作成が可能。
（お持ちでない場合、弊社よりブランクフォームを
御案内することも可能。）

� 食品の場合仕向国の規定により、品目ごとに
原産都道府県名の記載が求められる場合がある。

（加工食品の場合は、最終加工地）

� 品名は商品名のみの記載ではなく、第三者が認
識できる具体的な品目名も記載する必要がある。

� インボイス、パッキングリストの記載と、実貨物は
必ず一致する必要がある。

� 輸出通関時の署名欄はオリジナルでなくても良い。

■ 輸出者様にて作成頂く際の注意点（食品）

Invoice/Packing List とは

原産都道府県名
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■ 概要

インコタームズ(INCOTERMS)とは、貿易売買契約に関する国際ルールのひとつであり、国際商業会議(International Chamber of 
Commerce: ICC) が策定した貿易条件の規則。
1936年に初めて制定され、以降1953年、1967年、1976年、1980年、1990年そして最新版(INCOTERMS2010)は2010年1月1日
に施⾏された。なお、INCOTERMSはInternationalのʻIn’フランス語のCommerce(Trade)のʻco’そして‘Terms’を組み合わせた略称のこと。

契約条件-①（インコタームズについて）

■ インコタームズ2000 と 2010

インコタームズ2000

E類型 「出荷条件」
EXW Ex Works 工場渡し

F類型 「主要運送賃買主負担条件」
FCA Free Carrier Alongside 運送人渡し
FAS Free Alongside Ship 船側渡し
FOB Free On Board 本船渡し

C類型 「主要運送賃込条件」
CFR Cost and Freight （C&F） 運賃込み
CIF Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込み
CPT Carriage Paid To 輸送費込み
CIP Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込み

D類型 「配送条件」
DAF Delivered At Frontier 国境持込渡し
DES Delivered Ex Ship 本船持込渡し
DEQ Delivered Ex Quay 埠頭持込渡し
DDU Delivered Duty Unpaid 関税抜き持込渡し
DDP Delivered Duty Paid 関税込み持込渡し

インコタームズ2010

あらゆる輸送形態に適した規則
EXW Ex Works 工場渡
FCA Free Carrier Alongside 運送人渡し
CPT Carriage Paid To 輸送費込
CIP Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込
DAT Delivery at Terminal ターミナル持込渡し
DAP Delivery at Place 仕向地持込渡し
DDP Delivered Duty Paid 関税込み持込渡

海上輸送に適した規則
FAS Free Along Site 船側渡し
FOB Free On Board 本船渡
CFR Cost and Freight （C&F） 運賃込
CIF Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込

インコタームズ2000で4種類13条件だったものが、
2010では、2種類11規則に改定された。

■ インコタームズで制定されている内容

貿易取引における「売主・買主間での貨物の危険負担の移転時期」、「費用負担の移転時期及びそれぞれの義務」が規定されている。
国際的な統一定義であるが、任意規則であるために、強制⼒は無い。貿易取引の契約書やインボイスに「本契約で使⽤されている貿易条件は、
インコタームズ2010によって解釈する」というような約款を入れることが一般的。
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契約条件-②（インコタームズ2010・負担範囲一覧）

凡例： ：売主の費用負担の範囲
売主の

危険負担

売主

出荷元

輸出国

国内輸送
ターミナル

輸出港

埠頭
輸出港 輸入港

指定ターミナ

ル・場所等

買主指定

配送先

売主

保険負担

EXW

(EX Works)
工場渡

売主の敷地で運送人に引き渡す時

（トラック積み込みも輸出者の責任）
なし

売主 買主 買主 買主 買主 買主 買主 買主

×

FCA

(Free CArrier)
運送人渡し

買主が指定した運送人に｢指定場所｣

で貨物を引き渡す時

輸入者が指定した運送人の

｢指定場所｣で渡す迄の費用及び

輸出通関費用

売主 売主 買主 買主 買主 買主 買主 買主

×

CPT

(Carriage Paid To)
輸送費込み

買主が指定した主要運送手段の

運送人に貨物を引き渡す時
指定仕向地までの運賃

売主 売主 売主 買主 買主 買主 買主 買主

×

CIP

(Carriage and

 Insurance Paid to)

輸送費保険料込み
買主が指定した主要運送手段の

運送人に貨物を引き渡す時

指定仕向地までの運賃

及び　保険料

売主 売主 売主 買主 買主 買主 買主 買主

○

DAT

(Delivered At

Terminal)

ターミナル持込渡し

輸入国側の｢ターミナル｣にて

輸入通関の前に買主の指定した

運送人に引き渡す時（注１）

指定仕向地のターミナルまでの運賃

売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主

△
(注２）

DAP

(Delivered At Place)
仕向地持込渡し

輸入国側の｢指定場所｣にて

輸入通関の前に買主の指定した

運送人に引き渡す時（注１）

指定仕向地の指定場所までの運賃

売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 買主

△
(注２）

DDP

(Delivered Duty Paid)
関税込持込渡し

輸入国側の｢指定配送先｣に

輸入通関の後で引き渡す時

指定配送先までの運賃

及び　関税など輸入税

売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主 売主

△
(注２）

FAS

(Free Along Side)
船側渡し

輸出国の指定港で、買主が指定した

｢本船の船側｣に貨物を置く時
仕出港で本船船側までの費用

売主 売主 売主 売主 買主 買主 買主 買主

×

FOB

(Free On Board)
本船渡し

輸出国の指定港で、買主が指定した

｢本船上｣に貨物を置く時

仕出港で船積みが終了するまで

の費用

売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主 買主

×

CFR

(Cost and FReight)
運賃込み

輸出国の指定港で、買主が指定した

｢本船上｣に貨物を置く時
仕向港までの運賃

売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主 買主

×

CIF

(Cost, Insurance and

Freight)

運賃保険料込み
輸出国の指定港で、買主が指定した

｢本船上｣に貨物を置く時

仕向港までの運賃　及び

保険料

売主 売主 売主 売主 売主 買主 買主 買主

○

　　　　　　　　　(*1)・・・　仕向地のｺﾝﾃﾅﾔｰﾄﾞ、空港、鉄道の駅、ﾄﾗｯｸﾀｰﾐﾅﾙ、倉庫など、様々な場所が指定仕向地となる。
　　　　　　　　　(*2)・・・　負担義務はないが、売主が自らの為に支払うのが一般的。(その分、買主への建値に含まれる。)

危険負担の移転
費用負担の移転

（輸出者の負担範囲）

危険負担 / 費用負担

グ

ル

ー

プ

名称 和文名称

あ

ら

ゆ

る

輸

送

形

態

に

適

し

た

規

則

海

上

輸

送

に

適

し

た

規

則
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ターミナルターミナルターミナルターミナル売主売主売主売主 埠頭埠頭埠頭埠頭 ターミナルターミナルターミナルターミナル 買主買主買主買主

運送人に
引渡した時

本船上に
置いた時

本船の船側に
置いた時

輸入国の指定配送
先で引き渡す時

仕向地の指定場所で
荷卸し前に、買主の
運送人に引き渡す時

【輸出者】

FOB
CFR
CIF

出荷場所で
運送人に
引き渡した時

【輸入者】FOB
CFR
CIF

インコタームズ2000

DDU

FAS
FCA
CPT
CIP

EXW DAPDAT

仕向地の指定ターミナル
で荷卸し前に、買主の
運送人に引き渡す時

DDP

貿易条件
取り決めの
ポイント

� 決済で使う通貨

� インコタームズの負担範囲

� インコタームズの記載方法

契約条件-③（インコタームズにおける危険負担の移転）

■ インコタームズの注意点

・インコタームズの英語三文字の後は危険負担の移転がされる場所ではなく、費用負担
の移転がされる場所（国名、港名、都市名）を記載する。CPT, CIP, CFR, CIFは危
険負担と費⽤負担の移転場所が異なる為、注意が必要。
（例） FOB Kobe, CIF Singapore, DDP Seoul Door など

■ インコタームズ2010の危険負担の移転

倉庫倉庫倉庫倉庫

・DATは、輸入港、または輸入国におけるターミナル（埠頭、港湾地区の倉庫、コンテナ
ヤード、鉄道の駅など）において、到着した輸送⼿段（船や⾶⾏機など）から荷降ろし
した商品を買主に引き渡した時点で危険、費用負担が移転する規則。DAPは、港や空
港のターミナルに荷降ろしした商品を、さらにほかの場所へ輸送して、仕分けするような場
合に適している。
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■ 梱包資材

梱包は自己防衛の為にも荷主が、海外輸送に耐えられる適切な⽅法で⾏う事が一般的。
小口でカートン梱包の際は国内輸送で用いる一般的なシングルカートンではなく、
厚手のダブルカートン(ダンボールが２層になっているもの）のご使用を推奨する。
木箱梱包については、国際規格ISPM NO15に即った「防⾍処理⽊材による梱包」が必要。
詳しくは弊社にご相談下さい。

※インボイス・パッキングリストに記載されていない品物の同梱は絶対に避けて下さい。税関検査で止まるのみならず、【密輸】と判断
されると処罰の対象になり得ます。

� Invoice毎に輸出梱包
Invoiceが分かれる出荷は、Invoice毎に梱包を分ける事が望ましい。尚、現地にて輸入ライセンス・動植物検疫など
他法令に係る貨物と一般貨物を同梱する場合、Invoice 及び B/L(HAWB)を分けて発⾏頂く事を推奨している。

� ケースマークの作成・貼付
右記を参考にして頂き、各梱包（外装梱包）の両側面に、目⽴つように記載、貼り付け、又は印刷が必要。
（貼る場合は、上から透明なテープで紙全体を覆うようにして下さい。）
輸送途上および保管中に貨物を⾒分けるために必要です。
※ケースナンバーは連番とし、重複しない事。
※品名を記載する際、インボイス・パッキングリストと同一とする事。

� 冷凍品・冷蔵品の梱包（航空貨物の場合）

生鮮⾷品等を航空便で輸送する場合には、冷凍・冷蔵等温度管理が必要。
この場合にはドライアイス、ブルーアイス等によって輸送中の温度を維持ささえる事がポイントの為、
梱包時温度保持が可能となる分量の保冷剤を⼗分に詰める必要がある。
※ドライアイスは危険品となる為、航空会社に重量の申告が必要。

■ 荷主にて梱包頂く際の注意点

XXX Food
SINGAPORE

CASE NO: １/2
Made in Japan

・・・荷主名（英文にて）
・・・仕向地

・・・個別個数と梱包数
・・・原産地を明記

Nissin Food
Cup Noodle

CASE NO: １/2
Made in Japan

20

XXX Food
SINGAPORE

CASE NO: １
/2
Made in Japan

輸出梱包について
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輸出基礎講座
5．食品輸出の注意点
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■ 植物検疫 ■ 動物検疫

検疫について

畜産物等の輸出については、原則として、量の多少、⽤途、輸送方法
（貨物、手荷物、郵送等）のいかんに関わらず、動物検疫所において
家畜伝染予防法に基づく輸出検査を受ける必要がある。
また、我が国における家畜伝染病の発生状況を踏まえ、輸出相手国・地域に
おいて、我が国の動物や畜産物の輸入が認められていない場合がある。

植物（⽶、野菜、果実、花き、茶等）の輸出については、
輸出相手国・地域の要求に基づき、輸出品目により、
植物防疫所において植物防疫法に基づく輸出検査を受ける必要が
ある。輸出相手国・地域の要求は、我が国における病害虫の
発生状況等を踏まえ、輸入禁止、事前の輸入許可証の取得、
国内における栽培地検査の実施など様々。

輸出検査フロー 動物検疫証明書サンプル輸出検査フロー 植物検疫証明書サンプル

〜 農林⽔産省HPより一部抜粋 〜
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東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故を受けて、諸外国
にて日本からの食品輸入の規制が強化されている。
下記リストは農⽔省にて証明書を発⾏している仕向国、及び
書類の種類の一覧です。

福島第一発電所事故による輸出証明

左側：商⼯会議所発⾏のサイン証明書 右側：農政局発⾏の産地証明書
＊必ず生産都道府県名の記載が必要。

■ 産地証明書

■ 放射能物質検査証明書

食品衛生法に基づき厚生労働大臣に登
録している検査機関や⾏政機関に属する
検査機関にて取得が可能。
詳しくは農林⽔産省若しくは厚⽣労働省に
お問い合わせ願います。

＊注

⼀部書類は、商⼯会議所発⾏のサイン証明書や、原産地証明書にて

代用が可能なものもございます。

詳細は個々にご確認願います。

〜 農林⽔産省HPより一部抜粋 〜
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■ 水産物

水産食品の輸出については、輸出相手国・地域の規制に基づき、施設の登録、衛生証明書の添付等を規定した輸出条件を定めている場合がある。

品目毎の注意点

農林⽔産物等を輸出する際に、相⼿国政府から、動植物検疫の観点からの証明書以外に、⾷品衛⽣の観点からの証明書

などの添付を求められる場合がある。また、品目によって様々な個別ルールがあり、具体的な条件等に関しては、各国により異
なる為、輸出に当たっては必ず、相手国の輸入条件について事前に確認する必要がある。

食肉の輸出については、動物検疫所による輸出検疫のほか、
輸出相手国・地域の規制に基づき、認定施設におけるとさつ・
解体、衛生証明書の添付等を規定した輸出条件を定めてい
る場合がある。対象となるのは、食肉（対米国、カナダ、香港、
シンガポール）、⽜⾁（対アラブ⾸⻑国連邦、マカオ及びタ
イ）及び食鳥肉（対ベトナム）など。

■ 米類

⽶の輸出については、⾷糧法に基づき、事前に地⽅農政局・地⽅農政事務所へ輸出数量の届出を⾏う必要がある。

■ 食肉類

乳及び乳製品の輸出については、動物検疫所による輸出検疫のほか、輸出相手国・地域の規制に基づき、衛生証明書の添付等を規定
した輸出条件を定めている場合がある。

■ 乳および乳製品

〜 農林⽔産省HPより一部抜粋 〜
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ご清聴有難うございました。

お問い合わせ・ご質問は以下までお願い申し上げます。

郵船ロジスティクス株式会社
⻄⽇本営業本部 開発課
TEL： 06-6233-6209
真嶋 謙次 kenji.majima@jp.yusen-logistics.com
加古 淳子 junko.kako@jp.yusen-logistics.com


