
複数箱割引（2箱以上送られる場合）5€割引/箱

クロネコヤマトの国際宅急便 http://www.yamatoeurope.com/japanese/
欧州ヤマト運輸（株）バルセロナ支店
YAMATO TRANSPORT EUROPE B.V.

航空便で
お届け致します！

割引サービス たくさんお送りいただくほどお得です！

取り扱い基準

Ⓐ縦＋Ⓑ高さ＋Ⓒ横 ＝ 荷物の大きさ（cm）

※サイズ、重さのどちらか一方が超えている場合は
超えている方の料金が適用されます。

※サイズ制限を超える場合は、複数箱に分けて頂く
必要がございます。

※弊社規定以外のカートンをご利用の場合は、
国際輸送に耐える強度のものをお選びください。
梱包資材は弊社でもご購入いただけます。

※上記重量、サイズを超えるお荷物については、
ご相談ください。

※1箱につき限度額30万円までとなります。

お荷物1個当たりのサイズ制限

・重さ：25kg以下

・大きさ(縦＋横＋高さ): 160cm以下

料金表のご注意点

※中古品を含め、全品目が日本の税関において課税
の対象となります。

※国際燃油・通貨変動特別付加運賃が追加されます。
レートは欧州ヤマト運輸のホームページで
ご確認いただけます（１ヶ月毎更新）。

※日本側で発生する可能性のある関税および消費税、
税関検査などの特別作業費用などは含まれておりません。
実費を別途請求させていただく場合がございます。

※スーツケース、ゴルフバッグの場合は梱包費用として
別途20€が追加されます。

※DUAの発行をご希望の場合は手数料別途となります。

一般品 送料/箱

サイズ 重量
営業所
持込

集荷料込
（エリア表をご参照ください）

Area1 Area2 Area3 Area4

60cm ~2kg 35€ 45€ 50€ 50€ 55€

80cm ~5kg 55€ 65€ 70€ 70€ 80€

100cm ~10kg 85€ 95€ 100€ 105€ 115€

120cm ~15kg 125€ 140€ 145€ 145€ 155€

140cm ~20kg 145€ 160€ 180€ 175€ 185€

160cm ~25kg 165€ 180€ 185€ 200€ 215€

ワインダイレクト 送料（梱包資材込）
※750mlボトルのみ。※別送品としては発送できません。

本数/箱
営業所

持込

集荷料込（エリア表をご参照ください）

Area1 Area2 Area3 Area4

1本 40€ 50€ 60€ 65€ 65€

2本 50€ 60€ 70€ 75€ 75€

3本 85€ 95€ 105€ 110€ 110€

6本 95€ 105€ 115€ 120€ 120€

12本 125€ 140€ 145€ 150€ 155€

※弊店での荷受け後、ワイン用のカートンにて発送いたします。

※常温での発送となります。

※ワイン他、酒類、液体物（750ml）にもご利用いただけます。

※木箱や化粧箱入りの場合、ワインのみの発送となります。

※品質の劣化や液漏れ、ラベルの損傷などは補償対象となりません
のでご注意ください。

※日本輸入時の検疫等の関係で、１配送先につきご発送いただける
正味重量は10kg以下となります。（750mlボトル12本まで）

■Area1: Barcelona（市内）

■Area2: Area1、3、4以外のスペイン本土

■Area3: Asturias, Badajoz, Cáceres, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, La Coruña, León, 
Lugo, Málaga, Ourense, Pontevedra, Sevilla

■Area4: バレアレス諸島

※カナリア諸島への集荷は行っておりません。

エリア表

お預かりから配達までの所要日数

約6-10日

※バルセロナ支店到着後からの
所要日数となります。

※天候や税関での手続き等、
諸事情により所要日数が異なる
場合がございます。

補償について 最高30万円の安心補償

万が一事故が発生した場合には、1箱当たり最高30万円
を上限として、ご申告頂いた価格内で補償いたします。
（1箱あたり30万円を超えるお品物の場合は、複数箱に
分けて頂く必要がございます。）

※代替品のご用意ではなく、金銭による補償となります。
あらかじめご了承下さい。



輸入禁止・規制品目・危険物
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バルセロナ支店のご案内

日本人スタッフが対応いたしますので、お問い合わせは、
ご遠慮なく日本語でどうぞ。
お引越、商業貨物のご相談も承っております。

お預かりできない品物（例）

スペインから日本まで、
ドアツードアでお届けします！

集荷お申し込みのご案内

下記集荷お申し込み専用ページ、もしくはお電話・
メールにてご依頼ください。

http://www.yamatoeurope.com/japanese/pickup.htm

※集荷日：月曜日～金曜日（スペイン祝祭日を除く）

※集荷ご希望日の2営業日前までにお申し込みください。

※梱包が完了した状態でお引渡しください。

※提携運送会社のドライバーがお伺いいたします。

お荷物の発送にあたって

※通関のために、品名・数量・価格が表記されたインボイ
ス（送り状）が必要です。

（内容に記入漏れがある場合、お荷物が発送できなかった
り、税関で止められ、お荷物の到着が遅れたりする可能
性がございますのでご注意ください。
また、価格を0とご申告頂く事はできません。
頂き物や手作りの品でも、必ず何がしかの価格をご記入
くださいますようお願いいたします）

※補償や発送規定については、国際宅急便約款に準じます。

お支払い方法

①発払い (ALL PREPAID)
日本での税金を含む全ての費用を発地払い

②関税・消費税のみ着払い (DUTY COLLECT)
日本での税金以外を発地払い

③着払い (ITEM PREPAID)
全ての費用を着地払い

※発払い（ALL PREPAID）をご希望の場合は、
お申し込み時に関税および消費税（概算）を
お支払いいただきます。

発払い：現金、クレジットカード（VISA、MASTER、JCB）
※集荷をご希望の場合はスペイン国内銀行送金のみ

着払い：現金（日本円）、電子マネー

C/Provenza 54, Tienda 5, 08029, Barcelona

TEL: (+34) 936 675 111 

Email: es-taqbin@yamatoeurope.com

http://www.yamatoeurope.com/japanese/

営業時間：10:00-13:00

定休日：土日、スペインの祝祭日

ご注意いただく品物（例）

- クレジットカード、通貨､有価証券
- 貴金属､未現像フィルム
- 麻薬/大麻、向精神薬
- 日本で未許可または未認可の薬品など
- 危険物（リチウムイオン電池、ライター、スプレー、香水、

マニキュア等のアルコール成分を含む化粧品、
使い捨てカイロ、バッテリー内蔵の電化製品、
銃刀剣類、ナイフ、爆発物等）

- 特許権、著作権等を侵害する物品（偽ブランド品等）
- 骨董品・アンティーク品・美術品（絵画を含む）
- ポルノ（わいせつ雑誌､ビデオテープ､CD-ROM等）
- ワシントン条約に該当する動物を原料とした加工品
（キャビア、漢方薬、革製品等）

- 植物の種、わら、押し花、ポプリ、ドライフラワー等
- 生ハム、ソーセージ、フォアグラ等の肉製品
- ペット関連品、常温で発送が不可能なもの等
- 魚介類（缶詰を含む）
- 米(米入りのパエリヤの素等）、小麦粉、穀物類
- 信書その他法令の規定または公序良俗に反するもの

下記の品物には数量の制限や、別途書類が必要となります。
詳しくは弊社までお問い合わせください 。

- 化粧品、石鹸（1品目24個以内）
- 日本製市販薬、コンタクトレンズ（2ヶ月分）
- 要指定薬、処方箋薬（1ヶ月分）
- 家庭用医療器具（1点まで）

※薬、医療器具はご相談下さい
- 酒類（正味10kgまで）
- 食料品、食器、台所用品(正味重量10kg以内）
- 乳製品（品目によって価格、重量に制限がございます）
- 度付き眼鏡（1点）
- ビデオテープ、CD-ROM、DVD等の映像類
（ジャンル/タイトルリストが 必要になります。）

- たばこ、革靴（高額の税金が発生しますのでご注意ください）

※食品衛生法(飲料・食品・食器・幼児向けの玩具)
及び薬事法に該当する品物は、国際宅急便では
法人宛にはお送りいただけません。

サービス内容、発送前荷物に間するお問い合わせ
（バルセロナ支店）（+34）936 675 111

日本での通関終了後

フリーダイヤル： 0800-919-5931
TEL： 03-6757-0069

配送状況は下記ホームページにて追跡いただけます。

お問い合わせ先

http://www.yamatoeurope.com/japanese/tsuiseki.htm

http://www.yamatoeurope.com/japanese/pickup.htm

