クロネコヤマトの

国際宅急便

ワイン転送サービス

アメリカ第2位のワイン生産量を誇るワシントン州から
恵まれた自然が醸し出す芳醇なワインを直接ご自宅へ！
恵まれた自然が醸し出す芳醇なワインを直接ご自宅へ
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ワイン転送サービスについて
ワイン転送サービスは日本向け国際宅急便の中継サービスです。
お客様が購入したワインがヤマト倉庫に到着
後は、
クロネコヤマトが航空便で安全確実に日本まで輸送いたします。

ワイン転送サービスの手順
① クロネコヤマトの“ワイン転送サービス”を取扱っているワインサイトからお好みのワインを購入。
② ワインサイトの配達先住所欄 (Ship To) に日本の配達先住所と電話番号をローマ字入力。
また、
お届け先の
電話番号が不明ですと配達が遅れる原因となりますので必ず入力をお願いします。
③ ワイン購入代金とアメリカ国内輸送費用をワインサイトにお支払い。
④ ワイン購入先にてワインを梱包し、
米国ヤマト倉庫宛に UPS または FEDEX で転送します。
⑤ 米国ヤマト倉庫に到着後、
日本のお届け先まで航空便で転送。
また、
転送作業終了後はトラッキング番号を
メールにてご通知いたします。
⑥ クール宅急便でご指定のお届け先まで配達します。

IDAHO

Yamato Transport
18202 80th Ave. S., Kent, WA 98032

日本行き送料

送料に含まれるもの

本数

送料

3本まで

＄54

6本まで

＄78

12本まで

＄94

・ 日本国内でのクール配送費用。
・ 日本国内お届け先までの配達費用。但し、伊豆諸島(大島・八
丈島および小笠原村(小笠原諸島)へのお取扱はできません。
・ 料金には１箱あたり$1,000までの損害を補償する保険料が
含まれています。但し、商品価格が$1,000に満たない場合
は、商品価格が補償限度額となります。
また、輸送費用は補償
対象外となります。
＊上記送料には、
関税および輸入消費税は含まれておりません。

ワイン関税について
（例）関税・輸入消費税の計算について
■50ドルのワイン
（750ml）3本の場合：

■50ドルのワイン
（750ml）12本の場合：

・ CIF申告価格：
・ 為替：
・ ワイン総量：
・ 関税：
・ 輸入消費税：
着払い合計：

・ CIF申告価格：
・ 為替：
・ ワイン総量：
・ 関税：
・ 輸入消費税：
着払い合計：

＄204（商品＋運賃）
＄1＝98.72円
2.25リットル
383円
1,006円
6,720円

＄694
（商品＋運賃）
＄1＝98.72円
9.00リットル
1,350円
3,426円
14,056円

ワイン輸入には関税・輸入消費税が掛かる場
合があります。送料には、関税・輸入消費税は
含まれておりません。尚、関税・輸入消費税の
詳細については、
お近くの税関局にお問い合わ
せください。

送料の支払いについて
米国ヤマト倉庫から日本国内お届け先までの送料、関税、輸入消費税は、配達時に日本でお支払いいただくこ
ととなります。
尚、
お支払いの際は社内為替換算レートにて算出しました合計金額を日本円でご請求させていた
だきます。

ワイン発送について
個人使用目的で日本へ輸入しようとするワインの総量が10㎏程度
個人使用目的で日本へ輸入しようとするワインの総量が10
程度
（750mlボトル12本程度）
であることにより、
個人使用目的であると認められる場合には、
『届出』
また、
１回
食品衛生法等による
等の手続は必要ありません。
の注文で12本以上
をご購入される場合は、
ワイン転送サービスでのお取扱はできません。
（総量が10㎏超過）
（総量が10 超過）

クール配送について
クール配送（冷蔵タイプ）
は、
日本国内輸送のみがクール宅急便扱いとなります。暑い夏でもワインの品質をし
っかり保って大切なワインを配達します。
また、万一お届け先がご不在の場合でも、再配達まで宅急便営業所の
冷蔵庫でお荷物を保冷保管します。

輸送期間について

Q&A

①ワインショップから米国ヤマト倉庫まで .....5〜7日

Ｑ： 事故で破損した場合、
保険で輸送費用を補償しますか？
Ａ： 商品代金補償のみで輸送費用は補償できません。

②米国ヤマト倉庫から配達まで

....................5〜7日

ご購入から配達までの輸送期間合計：

10〜14日

＊但し、
ワインショップにて商品準備が遅れた場合は、
日本への到着が遅れることもありますので予めご了
承ください。

Ｑ： 注文した商品と違ったワインが届きましたが？
Ａ： 購入先ワインショップにお問い合わせお願いします。
Ｑ：アメリカからの発送状況を知りたいのですが？
Ａ： 米国ヤマト倉庫より転送が完了した時点で発送状況を
メールにてご連絡します。

Disclaimer: All wines sold in Washington the title passes to the buyer in Washington. We make no representation to the legal rights of anyone to ship
outside of Washington. The buyer is solely responsible for shipment of wines. By placing an order, you authorize us to act on your behalf to engage a
common carrier on your behalf to deliver your wine to you. Wines may be sold only to persons 21 years old. By placing an order, you represent to us that
you are at least 21 years old. When the wine is delivered to you, you will be required to show identification proving that you are at least 21 years old.

米国ヤマト運輸株式会社
詳細は、
「国際宅急便係り」
までメールでお問い合わせ下さい。

18202 80th Ave. S., Kent, WA 98032 • Tel: 206-292-9696 • Fax: 425-251-9697 • sealogi@nekonet-us.com

