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1.海外転勤が決まったら
□
□
□
□
□
□
□

パスポートの手配
ビザの手配
家族全員の健康診断
予防接種
赴任地の生活情報
挨拶のスケジュール
赴任先へのお土産の手配

2.引越しの手配
□
□
□
□
□

残す物、送る物の仕分け、リスト作成
不要品の整理
船便、航空便、携帯品の仕分け
引越業者へ家財の下見を依頼
引越業者と作業日の打ち合わせ

3.公的手続、届け出
□
□
□
□
□
□
□
□
□

市役所、区役所への転出届け
健康保険証の手続き
各種年金の手続き
郵便局への転居届け
学校への手続き（転校届、在学証明書の入手）
生命保険会社、火災保険会社への手続き
留守中のローン支払い手続き
銀行の自動振替手続き
国外運転免許証取得

4.その他の手配
□
□
□
□
□
□

電力会社への解約手続き
ガス会社への解約手続き
水道局への解約手続き
NHK、ケーブルテレビの解約手続き
電話の使用中止手続き
出入りの商店への連絡

5.出発の準備
□
□
□
□
□
□
□
□

渡航スケジュール表の入手
航空券の手配、予約
外貨の購入
海外旅行保険の申請
出発前に宿泊するホテルの予約、赴任地での宿泊ホテルの手配
手荷物の重量、サイズが航空会社の規定内か確認
トランク、スーツケースの鍵
到着空港での出迎えを依頼

*
1. お荷物の仕分け
◇お引越当日、引取り物品がわかるよう事前に仕分けをお願いいたします。
◇お急ぎの物は航空便、大きなもの・不急な物は船便、残しておく荷物はご実家送りやトランクルームへの
保管をおすすめしております。なお、航空便は壊れ物・家電を避けてください。
◇海外便は弊社作業員が梱包いたしますので、色つきふせんなどで目印をつけていただくようお願いいたし
ます。
◇仕分けやサイズの目安として、ご希望のお客様には事前にダンボールなどの資材を配達いたします。
◇下見もしくは打合せ後に、追加購入などにより引越荷物の内容・数量が大きく変わった場合には事前に
ご一報ください。

【ご自分で梱包される場合】
◇お詰めになられた箱のフタは閉じないでください。当日弊社作業員が梱包状態を確認いたします。
◇書籍、書類等の重い物を梱包される場合には小さな箱を使用し、 １人で持ち運べる重さ（２０KG程度）に
収めてください。
◇使用する季節ごと・お部屋ごとに梱包されるとお引越先での収納などに便利です。
◇箱詰めされた物の明細と数量をメモしておき、作業当日に作業員にお渡しください。（下図参照）

【梱包資材例】
◇図のL・M・Sカートン、洋服カートンの他、ゴルフカートン、ハンガーボックス、SSカートン等もご用意しており
ます。
◇船積の際には、トライウォールとよばれる丈夫な箱で外装梱包いたします。
※一部の営業所では図と異なる資材を使用している場合もございます。

2

注意事項
◇貴重品（貨幣、有価証券、貴金属、通帳類、印鑑等）は引越荷物としてお預かりできませんので、お客様の
責任でお運びください。
◇衣類などで新品のものは値札を外し、袋から出しておいてください。
◇電化製品は購入時の梱包材が残っている場合その箱（オリジナルカートン）で梱包します。なお、新品のも
のは一度開けて保証書などを取り外してください。
◇電池が入ったものを船便で送る場合は、液漏れの恐れがあるため電池を抜いておいてください。
◇テレビ、DVD、パソコンなどのコード類は事前に抜いていただくようお願いいたします。
◇リモコン・コード類はひとまとめにしてわかりやすい場所に置いてください。
◇プリンター内にある使用中のインクは必ず事前に取り外してください。
◇可能であれば、海外発送荷物は一部屋にまとめて置いてください。
◇廃棄処分品は事前の処分をお願いいたします。
◇実家送り及び倉庫保管荷物等の国内行きについてはお客様にて小物の箱詰めをお願いいたします。
◇エアコン・アンテナは取外工事をご手配ください。弊社へのご依頼も可能です。
◇エアコンの室内機・室外機の取り外しがある場合はサビ、カビ防止の為に24時間前には電源を切り、乾燥
させてください。
◇冷蔵庫、洗濯機は作業日の１２時間前にコンセントを抜いてください。中身の始末と水切りを忘れずにお願
いいたします。
◇ドラム式洗濯機の輸送には専用の部品が必要となりますので事前に各担当までご相談ください。
◇集合住宅にお住まいの方は、管理会社・管理人室に事前にご連絡願います。

*
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1. お客様にご準備いただくこと
◇発送先の指示
下見もしくは打合せ時に発送予定とされた家財を作業班長が再度確認いたしますので、ご指示のほどよろし
くお願いいたします。
※発送荷物は、可能であれば航空便、船便など行き先ごとにまとめていただくようお願いいたします。

◇必要書類の提出
準備・作成された各種必要書類を作業班長にお渡しください。

◇発送内容の確認
梱包作業終了後、積み残しがないかご確認いただき、問題が無ければパッキングリストにサインをお願いい
たします。

【注意事項】
◇お荷物の量、またはお客様のご都合にあわせて２日以上かけて梱包・引取をさせて頂く場合がございま
す。
◇引取当日に上記各種リストの作成ができていない場合や、仕分けがされていない場合、作業時間が大幅
に長引きますので、極力当日までにご準備いただくよう、ご協力お願い申し上げます。
◇尚、引越当日に発送する荷物が決まっていない場合、作業に困難をきたす為、お引取をお断りする事もご
ざいますので、あらかじめご了承願います。

２. 付帯サービスのご案内
◇トランクルーム
定温・定湿倉庫をご用意しております。大切なお荷物の保管はトランクルームサービスをご利用ください。
なお、絵画や着物等、貴重品家財に関しては事前にご相談ください。

◇VISAおよびチケットの手配
手間のかかるVISAやチケットの手配を弊社グループ会社が代行いたします。

◇エアコン・食洗機・ウォシュレットの取付け、取外し
エアコン・食洗機・ウォシュレット他各種電化製品の取付・取外し作業を承ります。
エアコンなどはクリーニングもご案内しております。お気軽に担当までお問い合わせください。
なお、これらの付帯サービスはお客様の勤務先会社規程によりご利用条件（回数・費用負担など）が異なり
ます。会社規程をご確認のうえ、弊社担当までご相談ください。

*
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☆手荷物に関しては別途規制がございます。ご利用の航空会社ま
でお問い合わせください。

*

引越荷物としてお預かりできない物

貴重品
☆お手荷物でご持参くださ
い
・銀行の通帳・印鑑
・宝石・保険証
・年金手帳・母子手帳
・有価証券・株券等

使いかけの消耗品
・コンタクトの保存液・洗剤等の
液体類

違法薬物
・覚せい剤・麻薬・大麻・向精神
薬等

動植物・動植物製品
・肉類・腐りやすい物
・植物（種子、畳・ゴザ、ドライフ
ラワー、プリザーブドフラワー
等）
・土
・ワシントン条約該当品
…皮革：ワニ革、ヘビ革のバッ
グ、ベルト、靴類/三味線/二胡
等
…角・骨：象牙/琴/ダチョウの卵
を使った飾り物等

危険物
・引火性液体（ライター、インク、
マニキュア、除光液等）
・可燃性物質（花火、マッチ、ガ
ス式スプレー缶等）
・刀剣類、凶器（ナイフ、モデル
ガン等）☆調理用ナイフは可
・化学反応の恐れがある物（使
い捨てカイロ等）
・毒物類（殺虫剤、農薬等）
・その他有害物（液体バッテリー、
水銀、漂白剤、リチウム電池

公序良俗
・児童ポルノ
・公序良俗に反する本
・ビデオ等

模造品
・海賊版CD,DVD
・偽ブランド品等
特許権等の権利を侵害する物
品

航空便禁止品

制限品

・圧縮袋で梱包した物
・スプレー缶

タバコ・電気製品に制限あり。

申告が必要な物

【お荷物に紛れてしまった事例】
パスポート・財布・保険証・母子手
帳・戸籍謄本・カギ類など・・
本棚の引出し、洋服のポケット、鞄
の中身にご注意ください！

引越荷物としておすすめしない物

発送に時間がかかる恐れがございますので、担当ま
で事前にご相談ください。
リチウム電池※
（炊飯器、ノートPC、デジカメ、パン焼き器等に内蔵
の物）

高価なブランド品、美術品、アンティーク、楽器、処方
薬等

個人主観的価値の高いもの
（記念品・アルバム・自作の作品・個人収集物など）
DVDプレーヤー、パソコンなどのHDDの中身にもお気
を付けください。

・ゲーム機・PC・自作PC
兵器（通信機器）の輸出規制に該当しないことを証
明する書類が必要です。

*
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引越貨物としてお預かりできないもの
●輸入が禁止されているもの ・・・ 関税法
・ 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら
・ 児童ポルノ
・ 特許権等の権利を侵害する物品
・ 不正競争防止法に係る物品（いわゆる偽ブランド品や海賊版ＣＤ、ＤＶＤ等）
●輸出が規制され、関係他法令による許可承認が必要なもの ・・・ 外国為替及び外国貿易管理法、輸出貿易管理令

・ 武器、化学兵器など、
・ ワシントン条約該当物品、他
武器、化学兵器など：
1.武器 2.原子力 3.生物 化学兵器 4.ミサイル 5.先端素材 6.材料加工 7.エレクロノニクス 8.電子計算機 9.
通信 10.センサ 11.航法装置 12.海洋関連 13.推進装置 14.その他 15.機微品目 16. 1-15以外でも、食料
や木材等の一部を除く全てのものを対象に、通常兵器、大量破壊兵器等の開発、製造、使用に用いられる恐れ

ワシントン条約該当物品：動物・植物そのものだけでなく、肉や皮や骨などの部分やそこから作られたバッグな
どの製品制限されることになっています。
例） ダチョウの卵を使った飾り物、ワニ皮のハンドバック、ベルト、二胡（ニシキヘビの皮）、三味線（猫、犬の
皮）、象牙製品、などがその対象となる可能性があります。
・鳥、獣及びそれらの加工品、鳥類の卵等 ・・・ 鳥獣の保護及び狩 の適正化に関する法律
・犬、猫、あらいぐま、きつね、スカンク
・・・ 狂犬病予防法
・偶蹄類の動物、馬、鶏、あひるなど家畜、兎、みつばち、及びこれらの動物の肉等 ・・・ 家畜伝染予防法
・植物（種子、果実、含む）、有害植物、有害動物 ・・・ 植物防疫法

●危険物 ・・・ 航空便：航空法、船便：危険物船舶運送及び貯蔵規制
・ 火薬類（花火、クラッカー、弾薬等）
・ 高圧ガス（ライター用補充ガス、カセットコンロやキャンプ用ガス、ダイビング用ボンベ、スプレー缶等）
・ 引火性液体（オイルタンク式ライター、オイルライター用燃料、ペイント類等）
・ 可燃性物質類（マッチ、炭等）
・ 酸化性物質類（小型酸素発生器、漂白剤等）
リチウム電池：電子機器に組み込まれているものも
・ 毒物類（殺虫剤、農薬等）
対象となります。
・ 放射性物質等
例：ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ、携帯型音楽ﾌﾟﾚｰﾔｰ、携帯電話、携
帯型ｹﾞｰﾑ機、ｶﾒﾗ、ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ、電動ｼｪｰﾊﾞｰ、ﾗｼﾞｺﾝ、
・ 腐食性物質等（液体バッテリー、水銀等）
携帯型DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ、電動（ｱｼｽﾄ）自転車、その他
・ その他の有害物品（エンジン、リチウム電池）
・ 凶器
●船会社/航空会社が受託しないために輸送できない食料品
・ アメリカ向け （船便、航空便） ・・・ バイオテロ法
●発送はできるが、確認を要するもの（航空便）
・ パソコン、ゲーム機 ・・・ 上記 武器、化学兵器の中の電子計算機、通信の対象となります。
外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令に該当するが否か、メーカーより書類（該非判定書）取寄せます。
メーカーが発行しない場合は発送できません。
・ 炊飯器、パン焼き器等 ・・・ リチウム電池の内蔵有無について、メーカーへ問合せし、必要に応じて、
書類を取寄せます。

*
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1. 当社の運送責任範囲は、委託者が指定する発送地から到着地までの一貫輸送とする。
2. 当社の海外引越貨物の受託条件は、下記に定める事項のほか当社の標準貨物輸送、港湾運送、倉庫寄託
および関係船会社、航空会社、鉄道等が定める約款によるものとし、あらかじめ定めのない事項は、日本国
の法令または慣習によるものとする。
3. 当社の責に帰すべき事由によって貨物に損害を生じた時、当社が支払う損害賠償額は当該貨物受託の際に
提出される保険用家財リストに適正に記載された価格を限度とする。

保険内容を下記の通りご案内いたします。
A. 保険の対象物
保険リストに明記された引越貨物の保険金額は個々の貨物の「再購入価格」を記入してください。
保険求償はこの保険金額を限度とします。一点または一組が10万円（もしくは他の通貨で同等額）以上の貨物は一
個または一組ごとに明記願います。骨董品・美術品、ペット類など動植物検査に該当する荷物については事前にご
相談してください。

B. 海外引越貨物として受託しない品物
銃、モデルガン、刀等殺傷能力のあるもの ライター、マッチ、花火、火気厳禁と明記された発火物
●
●
使い捨てカイロなど化学反応をおこす物 公序良俗に反する本、ビデオ類 麻薬、大麻、向精神薬など
●
現金、有価証券、貴金属類、宝石類、その他貴重品 ワシントン条約に反する物品、模造品
●
その他、各国で禁止されているもの 畳、ゴザ
●
PCやデジカメまたは携帯電話の中のリチウム電池は航空便では取扱い不可
●
上記以外で輸入禁止または規制されている品物
●
委託者が事前に梱包した貨物で、当社による任意の開梱ができず内容物・梱包状態が確認できないもの
上記荷物を受託した場合に発生した損害については保障できません。

C. 保険対象とならないもの
●
●
●
●

書類、図案その他これらに準ずるもの 自動車、バイク、生動物、植物、種子
フロッピーディスク等の記録媒体に記録されているプログラム・データその他これに準ずるもの
保険リストに保険金額が明記されていない貨物 携帯品の紛失、置き忘れ
事故に起因して発生した間接費用（貨物の到着が遅れや事故による代替品のレンタル代、美術品、骨董品
に生じた格落ち損害等）
●
セット物（コーヒー茶碗セットなど）の一部破損は破損したその物自体の損害額のみのお支払い
●
貨物自体の持つ性質の変化によって生じた事故
●
外観に異常がない機械・器具（ステレオ・コンピュータ・電家等）の作動不良 輸送途上での通常の振動・衝
撃で発生した故障
●
委託者自ら梱包した物で、明らかに著しく粗悪な梱包状態のため破損したもの
●
外装状態から盗難・紛失が明らかに確認できないもの 運送の遅延による損害
●
コンピュータ等にインストールされたソフトの不具合 事故品の廃棄費用
公的検査によって没収された物品 衣類のシワ
●
記念品その他金額が明確でない個人収集物、自作の作品等、価値の算定が不可能で代替品の入手が困難
●
な物
D. 保険対象区間
積出地において、当社が引越作業に着手した時から、仕向地にて貨物のお引渡しする時まで。ご新居の受け入れ
態勢が整わない場合など、倉庫に30日以上長期保管される場合は、事前に期間延長手続きを行なわないと保険
金が支払われない場合があります。

E. 保険請求代理業務期間
お引渡し後、船便30日以内、航空便は10日以内。当期間経過後、当社より保険会社に対して保険金代理求償
業務は行いませんので予めご注意ください。期間終了後は、お客様ご自身で求償手続きをしていただきます。

F. 補償内容
１） 修理可能な場合：修理の実費
２） 修理不可能な場合：当該荷物の保険金額内でのお支払い。ただし、査定機関が入る場合はその評価額を
限度とする。
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海外引越取扱店一覧
東京
〒102-8350 東京都千代田区三番町5番地
TEL 03-3238-6512/6514 FAX 03.3238-6518
大阪
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番14号 大阪TKビル
TEL 06-6228-4553 FAX 06-6228-4528
名古屋
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目18-28 KSビル5階
TEL 052-961-1972 FAX 052-961-2108
浜松
〒434-0022 静岡県浜松市浜北区新堀70-6 浜名梱包輸送㈱内
TEL 053-586-7110 FAX 053-586-6677
川崎
〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島18番地2 東扇島A棟倉庫7Ｂ
TEL 044-277-1589 FAX 044-276-4239
宇都宮
〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47番4号
TEL 028-677-5501 FAX 028-677-4882
北海道（北海道日新）
〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター1-7-54 北新ビル3階
TEL 011-868-5330 FAX 011-868-5300
九州（九州日新）
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-20-18
TEL 092-626-1525 FAX 092-626-1526
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