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お客様各位

濃飛倉庫運輸株式会社

適用：華東地区FCL 適用：華北地区FCL

項目
　　　　区分

単位
一般船

フェリー船

（鑑真号）

フェリー船

（蘇州号）
項目

　　　　区分

単位
一般船

フェリー船

（SHIDAO）

20F ¥24,000 $600 $747 20F ¥24,000 -

40F/HQ ¥48,000 $1,200 $1,494 40F/HQ ¥48,000 -

20F ¥3,600 - - 20F ¥3,600 -

40F/HQ ¥7,200 - - 40F/HQ ¥7,200 -

20F ¥6,000 - - 20F - $170.00

40F/HQ ¥12,000 - - 40F/HQ - $340.00

20F ¥33,000 ¥28,000 ¥24,200 20F - $250.00

40F/HQ ¥49,000 ¥46,000 ¥42,200 40F/HQ - $500.00

DOC FEE（課税対象） 税抜 ¥5,455 - - 20F ¥33,000 ¥32,000

D/O FEE（課税対象） 税抜 （※３） （※３） （※３） 40F/HQ ¥49,000 ¥47,000

20F ¥4,500 - - DOC FEE（課税対象） 税抜 ¥5,455 ¥4,000

40F/HQ ¥9,000 - - D/O FEE（課税対象） 税抜 (※３） （※３）

20F ¥6,000 - - 20F ¥6,500 （※５）

40F/HQ ¥12,000 - - 40F/HQ ¥13,000 （※５）

20F ¥20,000 ¥25,000 ¥25,000 20F ¥6,000 -

40F/HQ ¥30,000 ¥50,000 ¥50,000 40F/HQ ¥12,000 -

20F - $5.00

40F/HQ - $10.00

B/L SWITCH FEE BL $10.00 $10.00

20F ¥20,000 -

40F/HQ ¥30,000 -

適用：華東地区ＬＣＬ 適用：華北地区ＬＣＬ

項目
　　　船

単位
一般船

フェリー船

（鑑真号）

フェリー船

（蘇州号）
項目

　　　船

単位
一般船

フェリー船

（SHIDAO）

FAF/YAS RT ¥2,500 ¥5,600 $74 FAF/YAS RT ¥4,000 ¥4,000

YAS RT - - - YAS RT - -

EBS RT - - - EBS RT - -

THC RT ¥1,700 ¥1,400 ¥1,400 THC RT ¥1,810 ¥1,810

CFS CHARGE RT ¥3,980 ¥3,980 ¥3,980 CFS CHARGE RT ¥3,980 ¥3,980

DOC FEE（課税対象） RT ¥4,545 ¥2,000 ¥2,000 DOC FEE（課税対象） RT ¥5,455 ¥4,000

D/O FEE（課税対象） RT （※３） （※３） （※３） D/O FEE（課税対象） RT （※３） （※３）

LSS RT ¥300 - - LSS RT ¥400 ¥400

CIC RT ¥300 - - CIC RT ¥300 -

DRS RT ¥500 - - DRS RT ¥500 ¥500

HDS RT ¥2,300 ¥2,200 ¥2,200 HDS RT ¥2,300 -

注意事項

※１．適用エリア：以下のとおり（特記事項がある場合を除く）

華東地区：上海・太倉・寧波・張家港・南京

華北地区：青島・大連・石島・連雲港・新港・天津

※２．適用期間：2021年3月1日から3月31日まで（積港出港日基準、又は、積港ＥＴＤ）。

　なお、料率の変更は船会社の更新時期に準じますので、予めご了承くださいます様お願い申し上げます。

※３. D/O FEE：見積書金額を適用いたします。

※４．フェリー船　BAF 大阪揚げのみ発生

※５．フェリー船　LSS　東京、名古屋揚げのみ発生　JPY8,000/20F,  JPY16,000/40F,HQ

※６．フェリー船　PCS 東京揚げのみ発生
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NOHHI LOGISTICS CO., LTD.
16-11, MEIEKI MINAMI, 3-CHOME, NAKAMURA-KU, NAGOYA, 450-0003 JAPAN

TEL: (+81) 052-561-3136 FAX: (+81) 052-561-3215

華東・華北地区発日本向け船社チャージのご案内
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