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日本向け引越しの決定版！ 

 

速さが違う！ 100%航空便だからスピーディー。 

国際宅配便のＯＣＳだから安全確実！ 

らくらくパッキング！ カートン BOXを無料提供。 

納得、お手頃、明瞭料金！ 5 箱に詰めて、110lbs までなら一律料金。  

出国日の 3～4 日前までゆっくり準備。帰国してからもすぐに使えます。 

旅行してからの帰国も安心！  

 OCSにて 1 ヵ月間は無料保管可能です。お客様の日本到着日にあわせて発送致します。                              

                              

この度は OCS Moving Pac をご利用頂き、誠にありがとうございます。 

さて、お客様のお引越しがスムーズに行われますよう 、以下の通りご案内申し上げます。 

１. 準備  

 

まずお客様にお届けするものは… 

① 送り状 / CWB (Courier Way Bill) 

 お客様のお荷物を日本に確実にお届けするために、ご住所やお電話番号などの必要な情報を

ご記入頂きます。 お問い合わせやお荷物のトラッキングする際にも必要になります。 

② 内容明細書 

 日本での通関に使用致します。また、保険用の書類としても使用されます。  

③ FAAセキュリティ同意書 

 お客様のお荷物であること、危険物が入っていないことを証明します。 

④ クレジットカードによる支払い同意書 

 送料は集荷後にクレジットカードから引き落としになります。 

⑤ 梱包資材（OCS よりご提供する箱） 

  サイズ ： 20 x 14 x 11 inch （51 x 36 x 28 cm） 

①～⑤まですべて揃っていましたか？ お手元に届いていないものがございましたら、OCSまでご

連絡ください。     

 

２. 荷造り 

 【1】 送り状の準備 

現在のご住所とお引越し先ご住所を記入ください。配達先のお電話番号を忘れずに！ 

（送り状は送付先 1 ヶ所につき、1 枚必要になります。） 
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【ご記入頂く項目】 

① お客様のお名前－送り先にも必ずご本人さまのお名前をご記入下さい。ご自宅以外に送られ

る場合は、ご本人様のお名前の後に「～～様方」「～～気付」とご記入ください。 

② 現在のお住まい－ホテルの方はホテルのご住所 

③ 送り先ご住所－アパート、マンションの場合は、部屋番号もご記入ください。 

④ 電話番号－電話番号がありませんと配達できない場合がございますので、忘れずにご記入く

ださい。 

⑤ 保険の有無－任意保険をご希望の場合は、YESの BOXチェックを入れ、内容明細書の総合

計と同じ金額をご記入ください。 

⑥ ご署名－送り状の裏に記載されております約款をご一読のうえご署名ください。 

⑦ 日付－ご記入日をご記入ください。 

⑧ 箱数－梱包後の個数をご記入ください。 

 

 

 

【2】 梱包と内容明細書の作成 

内容明細書には【1】でご記入頂いた送り状と同様に、現在のご住所とお引越し先のご住所をご記入く

ださい。また、梱包しながら内容物とそれぞれの個数、お値段を英文でご記入ください。また、すべての

箱に内容明細書のカートン No.と一致するように通し番号を記載ください。 

 

 

 

配達先のお電話番号を忘れずに！ 
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＜内容明細書 記入例＞ 

 

 

＊ 内容明細書に記入漏れや不明瞭点がございますと、通関手続きに遅れが生じることがござい

ますので、記入漏れのないよう品名は具体的にご記入ください。 

例） × Clothes → ○ Men’s Long Sleeve Shirts など 

  × Stationery → ○ Ball Point Pens、Erasers、Pens など 

税関により内容点検が行なわれた際に、記入漏れ、申告漏れがありますと通関日数が大幅に

かかる場合があります。 

＊ 税関に申告する際、$0.00は認められておりませんので必ずお値段をご記入ください。 

DVD やビデオテープ

は、 

作品のタイトルまで記載

してくださいね。 
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＊ DVD、ビデオテープなどの映像を記録したものを送られる場合は、必ず内容までご記載くださ

い（映画のタイトル、テレビ番組名、家族撮影、など） 

＊ ひとつの箱にあまり詰め込み過ぎますと損傷の原因となります。特に、壊れやすいもの、割れ

物は緩衝材を充分に使い梱包して下さい。破損と違い、故障は保険の補償対象になりません。

（110lbs を超えたものにつきましては、料金表に従い加算されます。） 

＊ 日本への持ち込みが禁止されているもの、輸入量に制限があるものにお気を付けください。 

（没収されたり、罰金等、ペナルティを科されます。逮捕されることもあります） 

＊ 内服薬（処方箋薬、市販薬）、外用薬、健康食品（ビタミン類）は別送品荷物の中に入れずに

手持ち荷物としてお持ち帰りください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3】ＦＡＡセキュリティ同意書の記入 

預かりする荷物がご本人様に属することと、お荷物内容に爆発物や発火物が入っていないことの

証明となります。お客様のお荷物を航空機に搭載するために必要になります。 

テロ防止のためのセキュリティプログラムにご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

   【お預かりできないもの一例】    

  （航空機に搭載できないもの） 

・ スプレー缶 

・ 揮発性物質、引火性物質が使われているもの。（ペンキ、マニキュア、ロゲイン等） 

・ 飲用以外の液体 

・ オイル入りライター、マッチ等の火気類、爆発物 

  （制限のあるもの） 

・ 化粧品 – 1種類 24 個まで。 

（ガスを含むスプレー缶、マニキュアなどの揮発性、引火性の高い物質を含むものは送付できません。） 

   （日本に持ち込むことができないもの） 

・ 動植物、種子、肉、野菜、干物（ビーフジャーキー含む）は不可。 

・ 覚醒剤・麻薬類・銃器・ポルノなどの輸入禁制品、ワシントン条約などで輸出入が禁止されているもの。 

        輸入禁止品目の詳しい情報は、下記 HPにてご確認いただけます。 

      税関 HP …  http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.html 

      成田空港税関 HP … http://www.narita-airport-customs.go.jp/cus_qa/kinshi.html 

http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.html
http://www.narita-airport-customs.go.jp/cus_qa/kinshi.html
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＜FAAセキュリティー同意書 記入例＞ 

       

 

【4】 送り状の貼付 

お荷物のひとつに送り状を貼り、その他の箱には送り状番号に記載されている 11 桁のトラッキング

番号をご記載ください。 

また、すべての箱に内容明細書上のカートン No.と一致するように通し番号をご記入ください。 

 

３．保険 

OCSは貨物保険の付保代行も承っております。 

任意保険を希望される場合は、送り状の INSURANCE の項目の YES の BOX にチェックを入れてく

ださい。（詳細は 3 ページの 【1】送り状の準備 をご参照ください） 
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＊ 任意保険を掛けられた場合、内容明細書の金額を上限として保険会社の審査に基づき保障

させていただきます。 

＊ 任意保険をご希望で内容明細書の金額が 1,000 ドル以下の場合、保険料は OCS が負担い

たします。 

＊ 1,000 ドルを超えるお荷物の場合、1,000 ドル分の保険料を OCS が負担し、超える部分をご

請求させていただきます。 

＊ 保険料は内容明細書の金額 100 ドルごとに、2 ドルで計算いたします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．集荷 

 

お荷物・書類の準備が整われましたら、OCS までご連絡ください。サービスエリア内は無料でピックア

ップさせていただきます。 

 

【お預かりするもの】 

・ お荷物（送り状を貼った状態） 

・ 内容明細書 

・ FAAセキュリティ同意書（写真付き ID を拝見させて頂きます） 

・ クレジットカードによる支払い同意書 

・ パスポートのコピー（顔写真のページ、ビザのページ） 

  

例： 

申告価格が 800 ドルの場合 → 無料（OCSにて負担いたします） 

 

申告価格が 2,500 ドルの場合 → 30 ドル 

  2,500 ドル × 2％ =   

  1500 ドル × 2％ = 30 ドル 

（1,000 ドル分は OCSにて負担いたします） 

 

紛失・破損事故が保険の対象となります。機械類の故障は保険の補償対象になりませ

んので、梱包には十分ご注意ください。 
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【お渡しするもの】 

・ OCS送り状の 2 枚目 

お荷物をお預かりする際に、ドライバーが控えとしてお渡しいたします。別送品申告やお問い合わせ、

トラッキングの際に必要となりますので、お荷物を受け取られるまで大切に保管ください。 

 

５．お支払い 

 

送料は集荷後に OCS にて計量し、7 ページの 【4】クレジットカード支払同意書の記入 でご記入いた

だいたクレジットカードによる支払い同意書に基づいてチャージさせて頂きます。 

 

 

 

６．別送品申告 

 

別送品申告は、お客様の荷物を「引越し貨物」として通関するために必要なものです。「引越し貨物」

は原則として免税の対象となりますが、通常の輸入貨物として通関しますと関税、消費税などの課税

対象となります。通関は OCSが責任を持って代行いたします。 

 

一品目につき多量の荷物が混入されると税関判断により“商用貨物”とみなされる時があります。そ

の場合は別送申告はできませんので対象荷物を別途通常貨物として発送手配するか、など最寄の

OCS店までご相談ください。 

 

 

 

 

 

                          

別送品とは… 引越荷物、旅先での身回品、土産品などを、携帯品として持ち帰るものとは別に渡航先から郵便、航空便、船便、

宅配便を利用して送ったものです。成人 1人あたりの免税枠は 20万円までとなります。 

別送品として通関できるものは、原則として本人の帰国（入国）後、６ヶ月以内に通関できるものに限ります。 

アメリカでのお手続きはここまでとなります。 
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  【携帯品・別送品 申告書 記入例】 

機内で・・・ご帰国の機内にて配布されます別送品申告書（2 通）に必要事項を記入下さい。その際、

別送品の有無 で「有」にチェックし、航空便の欄に OCS にお預けいただいた箱数をご記入ください。 

税関で・・・入国審査の後、申告書 2 通を税関職員にお渡し下さい。スタンプが押され、1 通がお客様

に返却されます。 

到着後・・・なるべく早く以下の書類を OCSまで郵送下さい。 

 別送品申告書（1 通） ＊税関職員から返却されたオリジナルをお送りください。 

 パスポートのコピー 

① 顔写真のページ 

② ビザ（取得していた場合） 

③ 今回の米国滞在で最初に出国した際の出国印 

④ 一時帰国されたことがある場合、その際の出入国印 

⑤ 日本に到着した際の帰国印 
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＊旅行などで第 3 国を経由した場合、その国での出入国印のコピーも上記とあわせてお送りください。 

＊パスポートのコピーはページ数が多くなりますが、渡航暦および渡航目的の証明のために必要とな

ります。 

 OCS の送り状控えのコピー ＊集荷時にお渡しする控えのコピーをとって同封してください。 

 郵送先：〒282-0004 成田市古込（成田国際空港内） 

               第一貨物代理店ビル 204 号 

               株式会社 OCS 

               輸入別送品通関担当 宛     （別送品申告書在中） 

（ご注意下さい！） 

別送品申告書を紛失された場合の再発給は認められません。また、別送品申告書を上記まで送付頂

きませんと、通関できずに空港に留められたままになってしまいます。一定期間を経過した場合は貨物

保管料が課されます。やむを得ず一般通関した場合には、別送品としての免税枠が得られません。上

記書類は、ご帰国後できる限り早めに郵送下さいますようお願い致します。 

 

７．荷物の通関 ・ 配達 

 

お客様からお送り頂いた別送品申告書・内容明細書をもとに、税関にて審査がおこなれます。その際、

荷物の内容によって関税、輸入消費税が課される場合がございます。 

＊ 引越荷物として免税されるためには、アメリカ滞在中に使用していたことが原則です。お客様の滞

在期間、ご職業、家族構成、その他を考慮し、税関が定めた範囲で免税されます。 

＊ 引越荷物と一緒にお土産や新品と判断される品目を入れますと、課税される場合がございます。

課税された場合には、一旦 OCS が税金を立て替え払いし、配達時、または後日お客様にご請求

いたします。 

 

８．ご不明な点、ご質問などのお問い合わせ先・連絡先は  

アメリカ東海岸     アメリカ中西部 

＜ニューヨーク＞     ＜シカゴ＞ 

OCS America, Inc. New York Office    OCS America., Inc. Chicago Office 

TEL: 1-718-433-1400 / FAX: 1-718-733-1881   TEL: 1-650-595-0111 / FAX: 1-630-595-0333 

E-mail: nyccsv@ocsworld.com     E-mail: laxcsv@ocsworld.com 

 

アメリカ西海岸 

＜ロサンゼルス・オレンジカウンティ＞   ＜サンディエゴ＞ 

OCS America, Inc. Los Angeles Office    OCS America, Inc. San Diego Depot 

TEL: 1-310-322-0950 / FAX: 1-310-322-2239   TEL: 1-858-205-7400 / FAX 1-310-417-0648 

E-mail: laxcsv@ocsworld.com     E-mail: san@ocsworld.com 

mailto:nyccsv@ocsworld.com
mailto:laxcsv@ocsworld.com
mailto:laxcsv@ocsworld.com
mailto:san@ocsworld.com
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＜サンフランシスコ＞ 

OCS America, Inc. San Francisco Office 

TEL: 1-650-588-9002 / FAX 1-650-588-8741 

E-mail: sfocsv@ocsworld.com 

 

日本では 

株式会社 OCS カスタマーサービス輸入担当 

〒108-8701 東京都芝浦 2-9-13 

TEL: 0120-627-012/03-6703-0335 

ホームページ 

www.ocsworld.com （アメリカ） 米国内トールフリー: 1-888-SHIP-OCS(774-7627) 

www.ocs.co.jp    （日本） 

 

 

お気をつけていってらっしゃいませ！ 

mailto:sfocsv@ocsworld.com
http://www.ocsworld.com/
http://www.ocs.co.jp/

