2014 年 6 月吉日

お客様各位
（横浜）045-682-5315
（大阪）06-6260-1031
（名古屋）052-221-7221

危険品混載輸送に関する注意点について
拝啓、時下ますますのご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社の危険品輸送に関しましては、以下にご案内させていただく内容に十分ご留意いただき、
ご依頼いただきますようお願い申し上げます。（全4枚）
今後とも何卒倍旧のご愛顧、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記
危険品お引き受けにあたっての注意点
●最終的なお船積の確約は、ブッキングを頂いた後に運行船社 APPROVAL が下り次第となりますので予め
ご了承ください。
●受託確認の際には、
UN NUMBER, CLASS, PACKING GROUP, FLASH POINT(CLASS3 の場合)をご連絡ください。
●日本側、及びトランシップ航路につきましては経由港での船会社承認ベースでのお引き受けとなります。
●食品用途のお品物の場合、受託できる本船や航路に制限がございます。事前にお問い合わせください。
●国際輸送という性質上、ご出荷の際には英文 MSDS のご用意をお願いいたします。
また中国向けに関しては中文 MSDS が必要となる場合がございます。
●原則、隔離規定/隔離性質の無い危険物のお引き受けとなります。
例外的に品目・航路によって、お取り扱い可能な品目もございます。
詳しくは担当カスタマーサービスまでお問い合わせください。
●混合物(PROPER SHIPPING NAME が～N.O.S.の)場合、事前に酸性・中性・アルカリ性のいずれに該当するか
ご教示ください。
●アルカリ性の場合は、一部航路を除き酸性類の受託が無い場合に限り、お引き受けとさせていただきます。
●BOOKING CUT(お申し付け〆切り)は CFS CUT5 営業日前 PM15:00 迄となっております。
●外貨搬入のみお取り扱いしております。搬入のタイミングは事前に搬入先 CFS に御確認下さい。
●お船積みに際しましては、荷主様にて IMDG ルールに沿った梱包・ラベルご手配をお願い致します。
●収納検査費用は含まれておりません。
対象貨物の場合は、CFS から通関業者様への実費ご請求となります。
非危険品/危険品に関わらず品名に"CYANAMIDE"が入っている 又は "CYANAMIDE"を含むお荷物を
ご出荷の際は、 先日発生の名古屋での爆発事故に関連し、一部船社より当分の間引受け不可とする
案内が入っている為、事前に弊社宛ご確認をお願い申し上げます。

危険品 Booking からお船積みまでの流れ
●危険品お船積みまでの流れは以下の通りとなっております。
【危険品ブッキングお申込みからブッキングナンバー発行までの流れ】
① 新規アイテムのお船積みをご希望の場合は、MSDS を頂き受託確認をさせていただきます。
② 危険品 BOOKING CUT 日 15:00 までに、http://www.logix.co.jp/download/index.html より
危険品ブッキング依頼書をダウンロードしご記載の上お送りください。
WEB からのご依頼も承っております。
③ 運行船社より積載許可が下り次第、BOOKING NO.ご連絡いたします。尚、BOOKING CUT 日以降、
積載許可確認までは 通常 2 営業日程 かかります。
④ CFS CUT 日に危険物明細書や事前連絡票など必要書類を差し入れ先までご持参ください。
(※注 1）危険物明細書は BOOKING ご依頼時と同様の明細/件数にてご記載/ご提出ください。
BOOKING 内容と差異がある場合はご希望本船にお船積み出来ない可能性がございます。
(※注 2)

MAERSK 様起用サービスに関しましては、危険物明細書コピーを CFS CUT 日 1 営業前
までに Fax : 045-682-5307 へお送りください。

⑤ 指定搬入日に”外貨”にて搬入ください。搬入日は事前に直接 CFS へご確認ください。

危険品 BOOKING 依頼書の記載について
●お船積み時に、ご提出いただきます危険物明細書（赤紙）と同様の明細/件数にてご記載ください。
●混合物(PROPER SHIPPING NAME が～N.O.S. となっている)場合は、CHECMICAL(TECHNICAL)NAME の
記載をお願いします。
（商品名は不可となっております。
）
●混合物(PROPER SHIPPING NAME が～N.O.S. となっている)場合は、酸性・中性・アルカリ性のいずれに
該当するか明記ください。
●CLASS 3 で海洋汚染物質該当の品目につきましては、主要成分 CHEMICAL NAME もご予約時に必要と
なる場合がございます。
●緊急連絡先に関して
●MANZANILLO 向けの場合は、緊急連絡先のご担当者名をご記載ください。
●HANJIN 様起用の北米向けの場合は、緊急連絡先は北米の番号のみご使用可能となります。
●CHEMTREC 様をご使用になる場合には、CONTRACT NUMBER(CCN/契約番号)、もしくは契約社名の記載が
必須となります。
（MANZANILLO 向けの場合は、CCN のみ可となります。
）

BOOKING CUT 日以降の申請内容変更/追加/キャンセルについて
●基本的に BOOKING CUT 日以降の追加は受託出来ませんのでご注意下さい。
●BOOKING NO 発行以降のキャンセルについては、別途キャンセル料が発生する場合もございますので
お船積みに変更が生じた場合はお早めにご連絡下さい。
●申請内容に変更が生じた場合はお早めにご連絡下さい。
変更内容によっては、通常の積載許可確認より更にお時間を頂く場合がございますのでご了承下さい。
また UN NO/CHEMICAL NAME/危険品梱包/危険品梱包容量を超える範囲での GROSS WEIGHT の
変更等につきましては、ご希望本船でのお船積みが出来ない場合がございます。
危険品 BOOKING の際は、予め危険品出荷内容をご確認いただき、危険物明細書に記載する内容と
同様の内容にてお申し込みください。

危険物明細書の記載内容について
●下記の注意事項を必ず乙仲様へご連絡頂きますようお願い致します。
●危険物明細書に訂正が生じた場合、原則として原本の再差し入れが必要となります。
●フォームは JASTPRO 2007 版以降のものをご使用ください。
●Shipper/Consignee 様の欄には会社名と住所（フルアドレス）が必要ですので
罫線に被って判読できなくならないよう、欄内にきちんと入るようにご記載下さい。
●各項目はフォームに沿った順序にてご記載下さい。
●N.O.S.の付く混合物の場合は <PROPERSHIPPING NAME>と<CHEMICAL NAME>両方記載が必要です。
●海洋汚染物質：該当の場合は<MARINE POLLUTANT>と記載願います
●少量危険物扱いの場合は<LIMITED QUANTITY>もしくは<LTD QTY>と記載願います（外装・内装両方の
個数の記載が必要）
●危険物容器検査を受けた容器をご使用の場合は容器記号もご記載ください。(記載例：1A1, 3A1, 6HA1 等）
●PALLET/SKID 等の OUTER PACKAGE は記載不要です。
●危険物容器の記載は容器検査書の名称通りにご記載ください。
（記載不可 例：TIN CAN/PAIL CAN 等 ） ⇒ （記載可 例：JERRICAN / DRUM 等）
●OUTER が BOX/CARTON の場合は、INNER 容器/個数も記載が必要です。
●緊急連絡先は会社名（英文）(または CHEMTREC/CARECHEM 等の場合は CONTRACT NO)と
電話番号の両方が記載必須になります。
（携帯番号不可）
（電話番号は国識別番号からご記載ください）
尚、申請時の連絡先を変更される場合は BOOKING CUT 迄にご連絡ください。
●CANADA 向けの場合、緊急連絡先の欄に"24 HOURS NUMBER"とご記載ください。
●MANZANILLO 向けの場合は、緊急連絡先のご担当者名をご記載ください。

K LINE 様起用サービスの場合の追加規定（北米向け）
●フォームは JASTPRO 2007 版以降のものをご使用下さい。
●緊急連絡先が米国以外の場合、国番号の前に国際識別コード"011"を必ずご記載下さい。
●記載は下記の順番を守って作成下さい。PROPER SHIPPING NAME の後に CHEMICAL NAME の記載も必要
ですが、アスタリスク”***”で下の空いている欄に記載する事も認められておりませんので、
欄がずれたとしても必ず下記の順番どおりにご記際下さい。
順番通りであれば枠をはみ出しても構いませんが、罫線に被らないように記載下さい。
また、記載内容の判別が容易なように、できるだけ大きな文字で記載ください。
① UN
② PROPER SHIPPING NAME (～N.O.S の場合 CHEMICAL NAME を括弧書きでご記載下さい）
③ CLASS（化学品名等と欄が被る場合、下の SUB RISK の欄などにずらしてご記載頂いても構いません。
）
④ PACKING GROUP
●CAN / PAILCAN / PLT・PP / (C/T) /DRM 等の記載は認められておりませんので、JERRYCAN / DRUM /
PALLET / BOX（もしくは CARTON）/DRUM とご記載下さい。
●外装に”CASE”の記載は認められておりません。

MAERSK 様起用サービスの場合の追加規定
●危険物明細書コピーを CFS CUT 日 1 営業前までに 045-682-5307 へお送りください。
●危険物容器検査を受けた容器をご使用の場合は容器記号もご記載ください。
(1A1, 3A1, 6HA1 等）
●容器の素材をご記載ください。

ご質問等ご座いましたら、下記までお問い合わせ下さい。
セイノーロジックス株式会社 カスタマーサービス
横浜：045-682-5315

大阪：06-6260-1031

名古屋：052-221-7221

以上

