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広州発価格表　2023年5月1日版

ゴールド会員サービス

新型コロナウイルス禍における物流への影響

2020年以降コロナウィルスの世界的な流行に伴い、依然として航空便が減少傾
向にあり、引き続き日中間物流に少なからぬ影響が出ております。
5月も各航空会社とも減便での運行が確定しておりますが、2020年5月以降、
各社送料の値下げや発送日数の短縮等、状況はかなり好転しております。
それに伴い料金表の内容は頻繁に更新されておりますので、お客様におかれま
しても、お手数をお掛けいたしますが、発送する際には必ず事前にご確認いた
だけますよう宜しくお願いいたします。

ご不明点がございましたらお気軽に担当者までお問い合わせください。

ゴールド会員サービス案内 P.2

P.5資材/倉庫長期保管費用

https://yiwupassport.com/files/yiwupassport_shipping.pdf


P.2

ゴールド会員サービス案内
仕入れアシスタント業務全般

イーウーパスポートのゴールド会員では商品調査から発送まで関わる貿易業務を専任担当者が
日本語で対応しております。
担当者以外にもそれぞれ各分野のエキスパート（現地駐在の日本人品質管理マネージャー、貿
易部マネージャー、現役の各ECサイトパワーセラーを追加させていただき、中国仕入れをトー
タルサポートをしております。

商品調査、買い付け手数料、値段交渉、OEM・ODM交渉も制限なく手数料はいただいており
ませんので安心の定額制でご利用いただけます。

現地仕入れアテンド

外部の通訳派遣ではなく、貴社担当の貿易部在籍正社員が対応します。
もちろん自社内の研修プログラムも充実しており、買い付けたにもかかわらず、法的制限によ
り輸入できないなどよく耳にするような失敗は起こりません。
貿易部社員全員が入社より専門的に日本との貿易を行っているプロですのでご安心下さい。
※送迎は前回利用日を起点として半年毎に1往復無料です。
無料送迎適用後、６ヶ月以内にご利用される場合は実費を精算いただきます。
上海-義烏　800元/片道　杭州-義烏　350元/片道　義烏空港/駅-義烏　100元/片道
広州空港/駅、広州東駅-広州　250元/片道　　　※香港の送迎サービスはございません。

契約拠点社員に依頼しての出張アテンドも月３日まで無料です。
その場合は担当社員分の出張原価（交通/宿泊費）のみで対応しております。
契約外拠点をご利用の場合は優待割引がございます。次ページにてご確認ください。

…………契約拠点仕入れアテンド 月３日まで無料　※無料送迎は半年毎に1往復
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…………買付手数料
…………商品調査
…………値段交渉
…………OEM/ODM交渉

無料
無料
無料
無料

現地仕入れツアー
…………全拠点ツアー割引 10,000～20,000円割引

※義烏、広州は共通で10,000 割引。バンコクは20,000 割引です。
必ず申し込みの際はクーポンコードをご入力の上、リンクよりお申し込みください。

義烏/広州/香港会員共通クーポン：yp-gold　　　　バンコク会員クーポン： bnk-gold

義烏ツアー申込　　広州ツアー申込　　バンコクツアー申込

ツアーの詳細についてはホームページ、またはチャットワークより各日本人担当者へお問い合わ
せください。

各拠点により異なります

https://yiwutour.yiwupassport.com/
https://gztour.yiwupassport.com/
https://bnk.yiwupassport.com/service/tour/


グループ拠点利用優待
現地仕入れアテンド利用優待

義烏・広州・香港・バンコク共通…………契約外拠点アテンド割引 10,000円割引
※当社ゴールド会員では義烏、広州、香港、バンコクに拠点がございます。
貴社契約拠点以外のアテンドサービスをご利用いただく場合は割引が適用されます。
※アテンド担当者が出張対応も可能ですが、別途出張経費は実費をご請求させていただきます。
申し込みの際は必ずクーポンコードをご入力の上、お申し込みください。
義烏/広州/香港会員共通クーポン：yp-gold　　　　バンコク会員クーポン： bnk-gold

義烏アテンド申込　　広州アテンド申込　　香港アテンド申込　　バンコクアテンド申込　

アテンドの締切は1週間前です。
アテンドサービスの詳細については会員専用システム（ビジネスフラットフォーム）にある
「ヘルプ」より「現地のアテンドに関して」の項目をご確認ください。
その他ご不明点がございましたらチャットワークより各日本人担当者へお問い合わせください。

P.3

ワークスペースは中国義烏(2ヶ所)、広州、香港の4ヶ所で運営しております。
契約拠点を問わず、アテンドなどで訪中された際に無料で月5時間までご利用いただけます。
完全予約制、先着順です。
ご利用1週間前までにお申し込みをお願いいたします。
ワークスペース予約申込

ワークスペース利用優待
※月5時間まで　事前予約制ワークスペース利用 ………… 無料

 YP広州
（定員4名）

YP義烏物流センター
（定員18名）

YP義烏金福源
（定員2名）

YP香港
（定員4名）

※YPゴールド会員様限定で、日本国内の物流サポートが月額無料でご利用いただけます。
※商品の一時保管・軽作業・発送を代行するサービスです。
※Amazon.co.jp（マケプレプライム対応）、Yahooショッピング、楽天市場、Qoo10をはじ
め各種ECサイトに対応しております。料金等詳細は下記リンクよりご確認ください。
※ご利用料金は月末締め、当月払いになります。　　
※お支払いはイーウーパスポート預り金(日本円)からのお引き落としとなります。
　
サービスのお申し込み/ご利用は　https://fba.yiwupassport.com/　からお願い致します。
  サービス提供会社：株式会社イーウーパスポート　
  営業時間 /平日9-17時/土日祝日休業
  所在地　〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎6丁目8−15  YP関東物流センター
　

国内物流サポート利用優待
月極基本料 ………… 無料 (※別途、5,000円/月(税別)プランもございます。)　

https://yiwupassport.com/attend_yp/%E7%BE%A9%E7%83%8F%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%90yp%E4%BC%9A%E5%93%A1%E6%A7%98%E7%94%A8/
https://yiwupassport.com/attend_yp/%E5%BA%83%E5%B7%9E-%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%90yp%E4%BC%9A%E5%93%A1%E6%A7%98%E7%94%A8%E3%80%91/
https://yiwupassport.com/attend_yp/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%89%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%90yp%E4%BC%9A%E5%93%A1%E6%A7%98%E7%94%A8%E3%80%91/
https://bnk.yiwupassport.com/service/attend/
https://yiwupassport.jp/top
https://yiwupassport.com/space/%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4%E4%BA%88%E7%B4%84%E6%96%B9%E6%B3%95/
https://fba.yiwupassport.com


検品について

P.4

FBA/RSL/ヤマトFF作業について
弊社では中国仕入れ商品をそのままアマゾンFBA、楽天RSL、ヤマトフルフィル
メントの各倉庫に弊社から直送できるように当作業を承っております。
作業指示書及び商品ラベル、配送ラベル等の必要資料をご提供ください。
作業費用は上記詳細検品時間と合算いたします。
※簡易検品での各倉庫への出荷は不良品トラブルの原因となり易いので推奨いた
しません。直送される場合は詳細検品をご利用ください。

…………簡易検品 無料
簡易検品では弊社会員サービス基本料に含み、無料で対応しております。
数量確認、外観からの商品や色の確認、または輸送箱の入れ替えのみはこちらの
作業に該当いたします。
明らかに注文した商品と異なる場合や数量不足等が発生した場合はお客様にご報
告し、お客様の立場に立って　交換/返品/返金交渉を行います。
※開封してのチェック、不良箇所があるかどうかの確認等が必要な際は、通常の
作業単価にて計算となります。
※店舗により返品送料は負担しない場合がございます。

…………詳細検品　オススメ

…………

25元/時
30元/時

詳細検品ではご提出いただく指示書(雛形提供)に基づいて、ご希望の内容、基準
にて行います。
検針、ミシン作業、汚れ落とし、パッケージング、説明書/サンクスカードの封
入、簡単な修復やFBA/RSL/ヤマトFF作業、複数商品のセット組など様々な作業
を承ります。
発生した不良品はお客様にご報告し、お客様の立場に立って　交換/返品/返金交
渉を行います。
※店舗により返品送料は負担しない場合がございます。

タグの縫い付け、付け替え等のミシン作業



資材費用
OPP袋(当社在庫品) ………… 0.5元/枚

P.5

10種類以上の各サイズOPP袋在庫をご準備しており、1枚よりご利用いただけます。
OPP袋サイズ例　　　90*120　100*180　170*180　170*260　200*300　240*350　
280*400　400*500　500*600　600*1000　単位mm

※大きいサイズの商材や大量発注で保管スペースが多く必要な場合は買い付け前に担当者へご確
認ください。
※保管場所は現地の自社内倉庫になります。室内ではありますが空調設備は24時間稼働してお
りませんので、長期保管により経年劣化しやすい商材は保管期間にご注意ください。
また、経年劣化による不良は保証対象外です。出荷前にも再検品を推奨いたします。

倉庫長期保管費用
倉庫保管　1㎡月極 ………… 150元/㎡ ※2週間以下又は1㎡未満の場合は無料です。

※1㎡＝1ｍ×1ｍ
※安全上の観点から高さは1.5ｍ以下といたします。重い商材の
場合や積み上げると破損の可能性のある商材は都度現場判断に
より問題ないと想定できる高さにて保管をいたします。

※FBAラベル用シール台紙(A4サイズ)も同様

A4コピー紙使用の印刷やシール台紙使用のFBAラベルも共通で月100枚まで無料です。
白黒印刷はレーザープリンター、カラー印刷はインクジェットプリント使用ですが、一般的
なオフィス用印刷機ですので仕上がりを良くされたい場合は社外での印刷をご依頼ください。

コピー紙白黒印刷 ………… 0.5元/枚
1元/枚

オーロラ製レーザープリンター EPSON製インクジェットプリンター

コピー紙カラー印刷 …………

※基本無料となっております
が、コンテナ貸切の際には実
費請求させていただきます。

輸送用ダンボール ………… 広州事務所 10.5~15元/枚
義烏事務所 ６~19元/枚

※基本無料
輸送箱は全て2重で強度の高い高品質なものを使用しております。
輸送箱の角に使用する保護材もご利用いただけます。
弊社価格表上の取扱料金表以外の手段、またはDHLなどで
お客様アカウントでの発送の場合は上記料金を申し受けます。

ダンボールコーナーパッド ………… 1元/個

コーナーパッド



撮影費用

プロのモデルは都度見積のため、上記費用は目安です。
ご希望の場合は担当者へご依頼ください。

…………商品単体の撮影 8元/枚

モデル使用撮影 ………… 9元/枚

中国人プロモデル費用 ………… 800元～/時　1800元～/半日(目安)

使用感を伝えるため（例「財布に手を添える」「バッグ
を持つ」など）の簡易モデルは、 YP担当社員が無料で
お手伝いします。
※社員指定はできません、担当社員となります。
※顔や身体のラインが映るモデルの代替となるような構
図の撮影はお受け出来ませんのでご注意ください。 

P.6

モデル使用撮影写真例

構図等の指定がある場合はサンプル写真等を用いてご指
示下さい。ご指示のない場合はカメラマンが任意で選び
ます。

外国人プロモデル費用 ………… 1300元～/時　6000元～/半日(目安)

注意：上記内容は弊社義烏事務所が契約する義烏にある撮影スタジオに依頼した場合の条件
となります。広州事務所でも現地手配は可能ですが、費用等はその都度担当者にご確認くだ
さい。



○

各種物流費用
容積重量について

国際物流では一般的に実重量と容積重量(サイズ)のいずれか重い方で計算されます。
容積重量の計算式は下記の通りです。
例: 容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6,000(㎤/kg)※端数切り上げ
寸法60cm×45cm×35cmを使用、実重量13kgの荷物と仮定
容積重量は、60×45×35÷6,000=15.75kgとなり、切り上げて16kg。
この場合は実重量より容積重量が大きいため、容積重量で算出された運賃が適用されます。
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「日本向け小口・特殊航空便」
種類
迅田(XT)特殊商材専用便 5~9日

輸送日数 特徴FBA/RSL/ヤマトFF直送

OCS　　　　　　　　　　     5~7日      　 × 　  信頼・安心のANAグループの国際物流

4030
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40

60
40

50

68
51

55

単位：cm

「日本向け航空便」

スコアジャパン流通王
DHL

種類
　実績十分の安心・格安の航空便

輸送日数 　特徴
3~8日
4~7日

○
△

FBA/RSL/ヤマトFF直送

　自社便、自社内通関で最短物流

迅田(XT)エコノミー貨物便 7~9日 ○ 　XTの格安航空便

迅田(XT)普通貨物便 5~9日 ○

「日本向け普通・特殊船便」

海源快速船便
種類

海源LCL混載便
　快速・格安のお手軽船便

輸送日数 特徴
12~15日 ○

FBA/RSL/ヤマトFF直送

10~15日 　深圳出港のLCLサービス

　液体・粉末等の特殊商材専用の航空便

　帯電・帯磁商品の発送も可能な航空便

○　　

スコアジャパン流通王快速船便 12~16日 ○
○

　流通王が提供する快速船便サービス

 広州翼速エコノミー航空便 4~9日 ○ 　広州発最安値の航空便

EMS航空便 4~9日 × 　発送困難な特殊商材にも対応した航空便



各種物流費用

物流においてのご案内

・1回の発送(1伝票につき)で配達先は1箇所のみです。
・運賃は梱包資材・新品二重段ボール代込の金額です。
・燃油サーチャージについては各物流会社ごとに異なります。各詳細ページにてご確認ください。
・掲載の運賃は、当社アカウントでの発送のみに適用されます。DHLでは御社の契約運賃でのご利用も可能です。
・配送会社は掲載の指定業者に限ります。運賃表掲載外のご利用・転送はダンボール・梱包手数料として
　1箱100元の手数料が発生します。
・重量をkgで計算する際は1kg未満は切り上げ、体積を１CBM単位で計算している場合には１CBM未満は切
　り上げとなります。
・2019年現在、日本向け船便及びアメリカ向け航空/船便は商品に生産地表記が必須となっております。
　パッケージに表記のないものは弊社にて貼り付け後に出荷をいたします。検品をご依頼いただいた場合は
　検品費用内に含み、貼り付けのみの場合は作業費として0.1元/枚を申し受けます。

・国際送料は原則前払いです。日本側で発生する消費税・関税は、EMS・DHL・OCS・郵政船便の場合、荷物
　が日本到着後、配達時に代引き又は請求書でのお支払いをお願いいたします。　　
・コンテナでの発送時は、配達前に課税額をご連絡いたしますので、お振込み完了後の配達となります。
・DHL、OCS、スコアジャパン等は、関税・消費税の後払い請求も可能です。詳細は各社にお問い合わせ下さい。
・課税となった場合、税実費に加え立替手数料（EMS200円/箱、DHL1000円/件、OCS800円/件など)が必要と
　なります。商品金額により増減する場合があります。
・NACCS(即時自動口座引き落とし)をご利用いただく事で原則として立替手数料が無料になります。
　詳細は http://www.naccs.jpをご確認ください。

お支払条件

　以下の内容につきましては、弊社では責任を負いかねますので予めご了承いただけますようお願いいたします。
　
・運送会社が商品を輸送中に事故・災害・破損・故障・遅延が発生した場合。
　※弊社でも可能な限りサポートをさせていただきますが、お客様におかれましても運送会社へご相談、ご対応
　ください。
・税関で通関遅延・商品の没収・廃棄・返送などが発生した場合。
・お客様からいただいた情報に虚偽の報告・誤りがあった場合。
・商材や発送国により追加手数料が発生する場合があります。初回ご利用時は事前に担当へご確認ください。

免責事項

注意事項

P.8

「アメリカ向け航空・船便」

UPS　航空便
種類

海源　船便
スピード重視のアメリカ向け航空便

輸送日数       特徴
4~12日

25日
○
○

FBA直送

アメリカ向け格安船便

「日本向け船便コンテナ」

コンテナ貸切
種類

深圳→日本へコンテナ貸切の直発送

輸送日数 特徴
10~15日 △

FBA/RSL/ヤマトFF直送

http://www.naccs.jp/


スコアジャパン中国流通王

P.9

運送方法：航空便
輸送日数：5～8日　
※特急の場合、3~6日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横
(cm)×高さ(cm)÷6,000(㎤/kg)　※端数は
切り上げ

*1　契約上、通常発送の場合、11kg～20kg
よりも21kgの方が安くなります。また特急
の場合、14kg~20kgよりも21㎏の方が安く
なります。

※日本での関税等立替手数料は通常1件660
円(税込)です。関税等の合計が12,000円以
上の場合は手数料が５％(消費税別)になりま
す。
※沖縄、その他離島地区への配送には+5元
/kg(1伝票につき最低150元)の遠隔地追加料
金が発生します。
※1箱当たりの実重量は40㎏以内、３辺合計
は170㎝以下となっております。170㎝を超
えた場合、+3元/kgの追加料金が発生します。
※200kg以上の場合、通関日数が+2日かか
ります。
※FBA納品時の受領制限は三辺が50*60*50、
重量が15㎏までとなっております。

※帯電・帯磁商品には、上記特急料金が採用
されます。また、検査を受けた場合には別途
200元/伝票の追加料金が発生します。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用くだ
さい。
http://www.scorejp.com.cn/

※発送時の送状番号は、スコアジャパンの管
理番号です。国内通関後、佐川等の 2100か
ら始まる配送番号が付与されます。中国流通
王HP内の荷物追跡画面より取得可能です。

重量(kg) 運賃(元)
0.5 65
1 90
2 140
3 190
4 240
5 290
6 340
7 390
8 440
9 490

10 540
11 590
12 640
13 690
14 740
15 790

重量(kg) 運賃(元)
16 840
17 890
18 940
19 990
20 1040

21~100 24/kg
101~300 22.5/kg
301~500 22/kg

501~1000 21.5/kg
1001~ 21/kg
※特急

21~100 33/kg
101~500 32/kg

501~ 31/kg

http://www.scorejp.com.cn/


DHL Express

重量(kg) 運賃(元)
0.5 184
1 231

1.5 278
2 325

2.5 372
3 415 

3.5 458
4 501

4.5 544
5 587

5.5 629
6 671

6.5 713
7 755

7.5 797
8 839 

8.5 881
9 923

9.5 965
10 1007 

重量(kg) 運賃(元)
11 1092
12 1172
13 1252
14 1332
15 1412
16 1492
17 1572
18 1652
19 1732
20 1812

21~ 21/kg

運送方法：航空便
輸送日数：4～7日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：
　注）自社にて通関可能の場合に限り対応可
燃油サーチャージ：2023年5月は左記運賃に
28.25％が加算されます。
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横
(cm)×高さ(cm)÷5,000(㎤/kg)　　
※端数は切り上げ

※ご自身のDHLアカウントをご希望の場合、
運賃はお客様の契約価格で発送できますが、
別途料金表上のダンボール費用を申し受け
ます。
※DHLの標準配達エリア外は200元が発生
します。下記が遠隔地リストです。
P67-114をご確認ください。
DHL遠隔地リスト

配送状況の確認は
下記の貨物追跡を利用ください。 
http://www.dhl.co.jp/ja/express/tracking.html

             例) 30㎏の場合　21×1.2825×30=807.975元
                  100㎏の場合　21×1.2825×100=2693.25元

P.10

http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/express/services/surcharges/dhl_express_remote_areas.pdf
http://www.dhl.co.jp/ja/express/tracking.html
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運送方法：航空便
輸送日数： 7～9日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ
(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※通関手数料は関税の3%(1伝票につき最低50元)発生し
ます。
※配達中にインボイス修正を希望される場合は1件120元
の手数料が発生します。
※発送後に納品先に変更があった場合、転送費用が別途
発生します。
※FBA納品時の受領制限は三辺が50*60*50、重量が15
㎏までとなっております。
※FBA納品以外の荷物の受領制限は三辺合計が210以内、
重量が40㎏までとなっております。

※貨物が偽ブランド品や権利を侵害するなどの禁輸品で
あった場合、1伝票につき1000元の処理手数料が発生し
ます。
※虚偽申請により日本側で発生した如何なる責任及び費
用はお客様にてご負担いただきます。
※危険物、化学品、液体物、木製品、生物、生鮮物、食
品、薬品、模倣品、武器を模した玩具、刀剣などの尖鋭
商品、ディスク類、有価証券や貨幣などの違法・管制商
品、毒品、武器火薬、煙草、酒類等の禁輸品は原則発送
できません。

※貨物が紛失した場合、1伝票につき最高100USDまで補
償させていただきます。
※商品の破損、または自然災害や税関検査などの不可抗
力による遅延についての責任は負いません。

※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず事
前に担当へお問い合わせください。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
http://track.xt-cn.com/

迅田（XT) エコノミー貨物便　
重量(kg) 運賃(元)

~0.5 48/kg
0.5~20.9 48+16/0.5㎏
21~100 20/kg

101~ 19/kg

重量(kg) 運賃(元)
~0.5 60

0.5~20.9 60+18/0.5㎏
21~100 30/kg

101~ 29/kg

電池、モバイルバッテリー、その他
帯電・帯磁商品の発送はこちら

http://track.xt-cn.com/


　　電池、モバイルバッテリー、その他

帯電・帯磁商品の発送はこちら
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運送方法：航空便(電池、モバイルバッテリー発送可能)
輸送日数： 5～9日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ
(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※通関手数料は関税の3%(1伝票につき最低50元)発生し
ます。
※モバイル/ハイパワーバッテリー、電動キックボード/自
転車等発送の場合は必ずMSDS，UN38.3等証明書類が必
要です。発送の場合は品目毎に仕様、型番もお知らせくだ
さい。ただし商品一個あたり5kg以下のものに限ります。
※配達中にインボイス修正を希望される場合は1件120元
の手数料が発生します。
※発送後に納品先に変更があった場合、転送費用が別途発
生します。
※FBA納品時の受領制限は三辺が50*60*50、重量が15㎏
までとなっております。
※FBA納品以外の荷物の受領制限は三辺合計が210以内、
重量が40㎏までとなっております。

※貨物が偽ブランド品や権利を侵害するなどの禁輸品であ
った場合、1伝票につき1000元の処理手数料が発生します。
※虚偽申請により日本側で発生した如何なる責任及び費用
はお客様にてご負担いただきます。
※危険物、化学品、液体物、生物、生鮮物、食品、薬品、
模倣品、武器を模した玩具、刀剣などの尖鋭商品、ディス
ク類、有価証券や貨幣などの違法・管制商品、毒品、武器
火薬、煙草、酒類等の禁輸品は原則発送できません。

※貨物が紛失した場合、1伝票につき最高100USDまで補
償させていただきます。
※商品の破損、または自然災害や税関検査などの不可抗力
による遅延についての責任は負いません。

※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず事前
に担当へお問い合わせください。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
http://track.xt-cn.com/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

迅田（XT) 普通貨物便　

重量(kg) 運賃(元)
~0.5 63

0.5~20.9 63+21/0.5㎏
21~100 32/kg

101~ 31/kg

重量(kg) 運賃(元)
~0.5 55

0.5~20.9 55+18/0.5㎏
21~100 22/kg

101~ 21/kg

http://track.xt-cn.com/


運送方法：航空便
輸送日数：5～7日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：非対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)
×高さ(cm)÷5,000(㎤/kg)　※端数は切り上げ

※通関手数料は関税の5%(1伝票につき最低50元)発生し
ます。
※配達中にインボイス修正を希望される場合は1件100元
の手数料が発生します。
※発送後に納品先に変更があった場合、通関前であれば対
応は可能ですが、別途120元の手数料が発生します。
※1箱当たりの1辺、或いは３辺合計が200cm、また実重
量が50㎏をそれぞれ超過した場合、超過手数料が別途発
生します。
※沖縄県、その他離島地区への配送には+5元 /kg(1伝票
につき最低100元)の遠隔地追加料金が発生します。
※帯電、帯磁商品は左記運賃に3元/㎏の追加料金が発生
します。
※貨物が偽ブランド品や権利を侵害するなどの禁輸品であ
った場合、1伝票につき1000元の処理手数料が発生しま
す。
※虚偽申請により日本側で発生した如何なる責任及び費用
はお客様にてご負担いただきます。
※危険物、化学品、液体物、生物、生鮮物、食品、薬品、
模倣品、武器を模した玩具、刀剣などの尖鋭商品、ディス
ク類、有価証券や貨幣などの違法・管制商品、毒品、武器
火薬、煙草、酒類等の禁輸品は原則発送できません。
※貨物が紛失した場合、1伝票につき最高100USDまで補
償させていただきます。
※商品の破損、または自然災害や税関検査などの不可抗力
による遅延についての責任は負いません。
※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず事前
に担当へお問い合わせください。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
http://www.xtl163.com/

重量（kg） 運賃(元)

~0.5 49
1 65

1.5 81
2 97

2.5 113
3 129

3.5 145
4 161

4.5 177
5 193

5.5 209
6 225

6.5 241
7 257

7.5 273
8 289

8.5 305
9 321

9.5 337
10 353
11 385
12 417
13 449
14 481
15 513
16 545
17 577
18 609
19 641
20 673

21~100 35/kg
101~ 32/kg
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OCS　OCS

http://www.xtl163.com/


運送方法：航空便
輸送日数： 5～9日
※特急の場合、4~7日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ
(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※FBA納品時の受領制限は三辺が50*60*50、重量が15
㎏までとなっております。
※FBA納品以外の荷物の受領制限は三辺合計が300cm以
内、最長辺が150cm、重量が70㎏までとなっておりま
す。

※別途手数料や通関費用は発生しませんが、税関検査が
行われた場合には、実費をご請求させていただきます。

※沖縄県、北海道向けの発送荷物については下記追加費
用が発生します。
　沖縄県　8元/kg (1伝票につき最低150元)
　北海道　5元/kg (1伝票につき最低100元)

※貨物が偽ブランド品や権利を侵害するなどの禁輸品で
あった場合、1伝票につき2000元の処理手数料が発生し
ます。
※虚偽申請により日本側で発生した如何なる責任及び費
用はお客様にてご負担いただきます。

※商品の破損、または自然災害や税関検査などの不可抗
力による遅延についての責任は負いません。
※貨物が紛失した場合、1伝票につき最高100USDまで
補償させていただきます。

※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず事
前に担当へお問い合わせください。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
http://www.geswl.com/home/index.asp

　　　　　　　広州翼速エコノミー航空便　※試用期間中　

重量(kg) 運賃(元)
11~30 27/kg
31~50 26/kg

51~100 23/kg
101~500 21/kg

501~ 19/kg
※特急
11~30 30/kg
31~50 28/kg

51~100 26/kg
101~500 24/kg

501~ 23/kg
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http://www.geswl.com/home/index.asp


迅田(XT) 水晶粉末等特殊商材専用便

運送方法：航空便（特殊商材専用便）
輸送日数：7～9日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高
さ(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※インクカートリッジ等の粉末・液体商品の発送が可
能ですが、MSDS等の証明書類の提出が必要な場合が
ございますので、事前に必ず担当へ発送の可否をご確
認ください。

※ １箱あたりの制限は重量20kg、三方サイズの合計
300㎝以下、1辺150㎝以下となります。

※沖縄県への発送には対応しておりません。また熊本
県、宮崎県、鹿児島県、北海道向けの発送荷物につい
ては1箱あたり100元の追加費用が発生します。

※虚偽申請により日本側で発生した如何なる責任及び
費用はお客様にてご負担いただきます。

※輸送中の貨物が紛失した場合、荷物重量1㎏につき
40元補償させていただきます。

※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず
事前に担当へお問い合わせください。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
http://track.xt-cn.com/
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迅田(XT) 特殊商材専用便　

重量(kg) 運賃(元)
~0.5 215

0.5~20 215+65/0.5kg
21~44 83/kg
45~70 73/kg

71~ 70/kg

※0.5kg以上10kg未満までは215元
と0.5kgにつき65元の合算額となり
ます。
例）2kg　215＋(65*3)=410元

20kg以上は1kg毎に各運賃の乗算で
算出されます。
例）50kg　73*50=3,650元

http://track.xt-cn.com/


　　　　　　　EMS航空便　※試用期間中　

重量(kg) 運賃(元)
~0.5 85/kg

0.5~5 85+23/kg
5.1~10 80+21/kg

10.1~16 31/kg
16.1~22 30/kg
22.1~30 29/kg

運送方法：航空便
輸送日数： 4～9日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：非対応
燃油サーチャージ：込み
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ
(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※荷物の受領制限は三辺合計が200cm以内、最長辺が
100cm、重量が30㎏までとなっております。

※複数個口になる場合、1箱ごとに伝票が発生します。

※別途手数料が荷物1箱(1伝票)につき2元発生します。

※化粧品、薬品、食品、粉末、液体等、他社では発送が
難しい商材の発送も基本的に可能となっておりますが、
MSDS等の証明書類の提出が必要な場合がございますの
で、事前に必ず担当へ発送の可否をご確認ください。ま
た、弊社から発送後であっても、中国及び日本の税関の
判断により国外発送不可、或いは輸入許可が下りない可
能性があることを予めご了承いただいた上でご利用をご
検討ください。

※税関検査が行われた場合には、実費をご請求させてい
ただきます。

※虚偽申請により日本側で発生した如何なる責任及び費
用はお客様にてご負担いただきます。

※商品の破損、または自然災害や税関検査などの不可抗
力による遅延についての責任は負いません。

※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず事
前に担当へお問い合わせください。

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
https://www.post.japanpost.jp/int/ems/de
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運送方法：船便
出港地：上海港
輸送日数：12~15日
出貨スケジュール：①火曜集荷、金曜出港　
　　　　　　　　　②木曜集荷、日曜出港
　　　　　　　　　⓷金曜集荷、翌週火曜出港
FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方
※実重量が1㎥あたり167㎏を超える場合、実重量を採用

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ
(cm)÷5,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

海源快速船便

※アマゾンFBA、楽天RSL、ヤマトFF向け発送、或いは、ご自宅等その他向け発送に関わらず、
1伝票当たりの同梱品目数により手数料の金額が変わります。尚、上限品目数は80SKUまでとなっております。
 　　1~30品目/1,500円　31~50品目/2,500円　51~60品目/3,500円　61~80品目/4,500円　
※輸入許可通知書をご希望の方は、https://japan-kaigen.com/download/　からダウンロードが可能です。

※1箱当たりの推奨サイズは3辺合計で160cm以内、実重量は30kg以下となります。超過した場合、1箱あたり
下記国内追加運送料(日本円)が発生します。下記表をご確認下さい。
※北海道、沖縄県、離島向けの荷物には別途追加費用が発生します。詳しくは担当にご確認ください。

※配送状況の確認は右記の貨物追跡を利用ください。 https://www.kaigenlogistics.com/ 
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重量（kg） 運賃(元)
20~49 16/kg

50~100 14.5/kg
101~1000 14/kg

1001~ 13.5/kg

https://japan-kaigen.com/download/
https://www.kaigenlogistics.com/ 


海源LCL混載便

体積 運賃(元)

最初の1㎥ 1800元

追加1㎥毎 900元加算

運運送方法：船便
出港地：広東省深圳市蛇口港
輸送日数：10～15日
出貨スケジュール
①関東/関西　週2便　
　火曜集荷、土曜出港
　木曜集荷、翌週水曜出港
②中部　週1便
　火曜集荷、土曜出港
③九州　週1便
　金曜集荷、翌週金曜出港

FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
運賃：体積(1㎥未満切り上げ)
※但し、実重量が1㎥あたり1000㎏を超
える場合、実重量を採用。(1000㎏=1㎥)

※中国側通関手数料300元が別途発生します。
※弊社広州事務所から海源物流の指定倉庫までの配送料は別途、実費請求させていただきます。
※弊社による検品や商品確認、段ボールの入れ替え等が不要の場合には、弊社を経由せずに、
メーカー・工場から海源物流の指定倉庫に直接発送していただくことをお勧めします。

※関東/関西/中部/九州地区限定の配送方式になります。沖縄、北海道地区には発送できませ
ん。本州内の上記地区外は都度お問い合わせください。

体積の計算方法： 1箱ごとの「縦(m)×横(m)×高さ(m)」の合計値
例： 「60cm×45cm×35cm」が20箱、「30cm×40cm×80cm」が10箱
「(0.6x0.45x0.35)x20=1.89㎥」＋「(0.3x0.4x0.8)x10=0.96㎥」=2.85㎥
切り上げ3㎥での運賃計算となり、3600元。

1㎥あたり1000㎏を超える場合の計算方法：
例： 体積1㎥で実重量2500㎏の運賃　2.5㎥=1800元+(900元×２㎥)=3600元

※上記金額は中国側で精算、加えて別途下記の費用が日本側で発生します。

Kaigen 通関手数料　10,000円
通関費用　件/2品目毎　11,800円（非課税）
関税：実費
税関検査費用：発生した場合に実費
日本国内配送料金：事前に担当までお問い合わせください。

※お客様ご自身で通関処理をする事も可能です。その場合は日本側通関関連の請求はありませ
ん。
※単独通関(輸入許可通知書発行)が可能です。事前に担当までお問い合わせください。

※品目が多数の場合は、他の発送手段をお勧め致します。
※オンライン上の追跡はできません。都度電話確認となります。 P.18



スコアジャパン中国流通王快速船便
運送方法：船便
出港地：江蘇省蘇州市太倉港
輸送日数：12～16日

出貨スケジュール
①火曜集荷、土曜出港
②金曜集荷、翌週火曜出港

FBA/RSL/ヤマトFF直送：対応
運賃：容積重量か実重量いずれか重い方

容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高
さ(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※1箱当たりの実重量は40㎏以内、３辺合計は210㎝
以下となっております。210㎝を超えた場合、+70元/
箱の追加料金が発生します。

※FBA納品時の受領制限は三辺が50*60*50、重量が
15㎏までとなっております。

※1箱当たり、或いは1伝票当たりのSKU数の制限はご
ざいません。

※別途手数料や通関費用は発生しませんが、税関検査
が行われた場合には、実費をご請求させていただきま
す。

※単独通関(輸入許可通知書発行)には対応しておりま
せん。

※沖縄県、鹿児島県、北海道向けの発送荷物について
は別途遠隔地運賃が適用されますので、ご利用の際は
担当にご確認ください。

※予告なく運賃が変更になることがございます。必ず
事前に担当へお問い合わせください。

※オンライン上の追跡はできません。都度電話確認と
なります。

重量（kg） 運賃(元)
100~500 15/kg

501~1000 14.5/kg
1001~ 14/kg
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コンテナ貸切価格（概算）

運送方法：コンテナ貸切船便
出港地：広東省深圳市蛇口港
輸送日数：10～15日
FBA/RSL/ヤマトFF直送：
　RSL及びヤマトFFのみ対応
運賃：都度見積　概算

中国側費用（単位：元） 20GP 40GP
海上輸送費 1,400 1,700
LSS(低硫黄燃料使用費用) 　 200 400
AFR(出港前報告手数料) 200 200
THC(CYチャージ・荷捌料金) 900 1,400
通関書類作成費 500 500
通関手数料　 400 400
コンテナ運搬料(広州→深圳蛇口港) 1,700 2,000
その他諸経費　 200 200
中国側費用・合計（単位:元） 5,500 6,800

20フィート(20GP、標準28CBM)、40フィート(40GP、標準68CBM)の標準価格表です。
当価格表は、FOB深圳蛇口価格(中国側費用のみ)、日本側で支払う費用を分けています。
中国側はほぼ変動ありませんが、日本側は利用の通関会社により多少異なります。

コンテナ貸切には様々な費用がかかります。
毎回異なり、定価価格表というものは存在せず、概算となります。
日本側取扱料金等は、書類上の検査の場合の料金です。
税関にて全数検査となった場合、別途検査費用や倉庫保管費用なども発生します。
分割配送等はご相談下さい。
コンテナヤードから納品先までのコンテナ運搬料、またデバンニングが必要な場合、デバンニン
グ費用、トラック配送料が別途掛かります。詳細につきましては事前に担当にご確認ください。

概算として、20フィートで総額25万円、40フィートで35万円程度の費用感です。 
★関税・消費税実費は別途日本側でお支払いください。

※海上輸送費は毎週変動しておりますので、ご利用の際は、必ず事前に最新の情報を担当にご確
認いただけますよう宜しくお願い致します。

日本側費用（単位：円） 20GP 40GP
取扱料金 10,800 10,800
通関手数料(日本税関) 11,800 11,800
THC(CYチャージ・日本側荷捌料) 32,000 48,000
通関書類作成費 　　 4,000 4,000
その他諸経費 4,000 8,000
日本側費用概算合計（単位:円） 62,600 82,600

※上記通関手数料(日本側)は２品目毎に11,800円(非課税)が掛かってまいります。
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運送方法：航空便
輸送日数：4～12日
FBA直送：対応
燃油サーチャージ：込み
関税：込み

運賃：容積重量か実重量いずれか重い方　※1箱単位で計算
容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ
(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切り上げ

※1伝票ごとに5つ以上の品目が必須となります。
※ 輸送箱サイズは1辺の長さが116cm以下、３辺合計
242cm以下、30KG未満に制限されます。それ以上は都度
お見積もりください。

＜運賃以外の費用＞
下記の製品は2元/kgの追加費用がかかります。
縫製品、かつら、皮革、ステンレス製品、スマホケース、
充電ケーブル、ペン、鉛筆、マーカー、包丁(規制内に限る)、
バッグ、ケース、プレーヤー類、ブレスレット、ライト類、
木材加工製品、税関検査を受けた商品、高価格帯商品

アメリカ向け
郵便番号0~6

重量（kg） 運賃(元)
21~ 43/kg
71~ 41/kg

100~ 39/kg
郵便番号7

重量(kg) 運賃(元)
21~ 42/kg
71~ 40/kg

100~ 38/kg
郵便番号8・9

重量(kg) 運賃(元)
21~ 41/kg
71~ 40/kg

100~ 38/kg
下記の製品は3元/kgの追加費用がかかります。
靴、トップス(衣類)、ドレス、ズボン、レインコート、 VRメガネ

※PUまたは革製品においては一つの輸送箱内に200個以下は3元/kg、200-500個は4元/kgの追加費用、
金属製品においては一つの輸送箱内に100個以下は3元/kg、100-300個は5元/kgの追加費用、
縫製、衣類においては一つの輸送箱内に100個以下は3元/kg、100-200個は5元/kgの追加費用、それ以上
は都度見積となります。
※キッチン用はさみは3元/kg+USD25の追加費用、1発送あたり500個以上の商品を発送する場合は5元
/kg+USD25の追加費用が発生します。
※1伝票ごとに5-9つの品目は30元/票、10-19つの品目は100元/票、20-30つの品目は150元/票の手数料
が発生します。
※税率が10.1％-20％の商品は2元/kg、税率が20.1％-30％の商品は3元/kg、税率が30.1％-40％の商品
は4元/kgの追加費用が発生します。
※個人宅への発送は30元/件の追加費用が発生します。

＜発送不可物＞
電池入り製品、模倣品、 bluetooth製品、液体物、粉末、顆粒製品、ペースト状製品、食品、薬、可燃物、
アンティーク品、紙幣、発電機、携帯電話、電子タバコ、表面未加工木材使用製品、ソーラーパネル、血
圧計、聴診器、歯ブラシ、刀類、ロウソク、腕時計、書籍、強磁気製品、気化物、有機過酸化物、武器弾
薬、溶解性塗料

※アメリカ向けの物流は運賃を始め、発送条件が頻繁に変動しますので、ご利用の際は必ず事前に最新の
情報を担当にご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
※ご利用にはアメリカのEIN（米国連邦納税者番号）が必要になります。
取得方法(外部サイト)：https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/G201622280

配送状況の確認は下記の貨物追跡を利用ください。
http://www.9weh.com P.21

UPSアメリカ向け

https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/G201622280
http://www.9weh.com/


運送方法：船便
輸送日数：25日
FBA直送：対応
関税：込み（海源船便のみ関税を含んだ料金となります）

運賃：容積重量か実重量いずれか重い方
容積重量計算式：容積重量(kg)＝縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6,000(㎤/kg)　　※端数は切
り上げ

＜特殊商材追加料金＞
電池を含む商品は+3/kg
ガラス製品、縫製製品、革製品、カバン製品、靴製品、磁石を帯びた製品、モーター付き製品、
ペン、筆製品（鉛筆は不可）、目覚まし時計、掛け時計、木製品、スーツケース類は+2/kg
※これらの商品を取り扱う場合は1，2日程の遅延が発生します。
※上記の項目に複数該当する場合は重複して追加料金が発生します。（例）ガラス製品で磁石
を帯びたものは2項目に該当するため+4/kg

＜貨物条件＞
一つの輸送箱は30kg以内で手配をお願いします。 1つの商品が30KGを超えるもの、１辺の長
さが120CMを超えるもの、3辺の長さが330CMを超えるものは別途見積となります。
大サイズに分類される商品
A　一つの商品が30KG以上
B　一辺の長さが120CM以上　
C　3辺の長さが330CM以上
大きなサイズの商品は50元/件の追加料金が発生します。複数の条件を超過した場合は250元/
件の追加料金が発生します。

＜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

※アメリカ向けの物流は運賃を始め、発送条件が頻繁に変動しますので、ご利用の際は必ず事
前に最新の情報を担当にご確認いただけますよう宜しくお願い致します。
※ １週間ほど短縮できる快速船便もあります。料金17元/kg〜詳細はお問い合わせ下さい。

海源船便アメリカ向け
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　 西部(USW) 中央(USM) 東部(USE)
重量（kg） 運賃(元) 運賃(元) 運賃(元)
100~300 18/kg 19/kg 20/kg
300~500 17.5/kg 18.5/kg 19.5/kg

500~1000 17/kg 18/kg 19/kg
1000~ 16.5/kg 17.5/kg 18.5/kg
3000~ 16/kg 17/kg 18/kg



サービス内容および料金表は不定期で随時更新されます。
必ず最新版をご確認ください。

ご不明の点は、専任担当者または日本人担当までお問い合
わせ下さい。

「イーウーパスポート」「YIWU PASSPORT」は、YIWUPASSPORT CO.,LTDまたは関連会社の登録商標
です。Copyright ©  YIWUPASSPORT Co.,LTD. All rights reserved.

https://yiwupassport.com/

