ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社
セールス&マーケティング本部 法人営業第一部
カスタマーマネージャー 堀端 大嗣

Mail ： daishi.horibata@dhl.com
Tel ： 03-5479-2523
集荷･貨物追跡 ： 0120-39-2580

DHLスマートガイド
スマートガイド
各種問い合わせ先一覧
<集荷依頼、追跡調査、通関指示、サービス全般、ダメージクレーム、
集荷依頼、追跡調査、通関指示、サービス全般、ダメージクレーム、
無償資材オーダー、修正申告、その他お問い合わせ>
無償資材オーダー、修正申告、その他お問い合わせ
TEL：
：0120-39-2580
FAX：
：03-3522-2622 ※FAX後に必ず電話での確認が必要です
Mail：
：etc@dhl.com
8:00－
－19:00（月－木）
（月－木）
8:00－
－20:00（金・祝祭日前）
（金・祝祭日前）
8:30－
－14:00（土・祝日）
（土・祝日） ※年末年始、連休の際は事前にご確認下さい。

カスタマーサービス

対応時間

<請求関連全般、請求書に関するお問い合わせ
請求関連全般、請求書に関するお問い合わせ>
請求関連全般、請求書に関するお問い合わせ
経理部

対応時間

TEL：
：03-5479-2330
FAX：
：03-5479-5845 ※FAX後に必ず電話での確認が必要です
Mail：
：jp-dhl-query@dhl.com
9:00－
－17:30（月－金）
（月－金）
土日祝祭日はお休みです

<E-Tool システムの問い合わせ>
システムの問い合わせ
E-Toolヘルプデスク
ヘルプデスク
TEL：
：0120-70-9570
対応時間 9:00－
－17:45（月－金）
（月－金）
土日祝祭日はお休みです

<輸出入許可書・送り状イメージ・インボイスイメージ取り寄せ
輸出入許可書・送り状イメージ・インボイスイメージ取り寄せ>
輸出入許可書・送り状イメージ・インボイスイメージ取り寄せ
TEL：
：03-5479-2781
FAX：
：03-5479-5845 ※FAX後に必ず電話での確認が必要です
Mail：
：jp-dhl-query@dhl.com
9:00－
－17:30（月－金）
（月－金）
土日祝祭日はお休みです

クエリーチーム

対応時間

<貨物追跡、最新情報、燃油サーチャージ料率
貨物追跡、最新情報、燃油サーチャージ料率>
貨物追跡、最新情報、燃油サーチャージ料率
DHL ホームページ

www.dhl.co.jp

DHLスマートガイド
スマートガイド
E-Toolのご紹介
のご紹介（ご利用は全て無料、インストール不要です）
効率的な発送の為に・・・

Email Ship

http://www.dhl.co.jp/ja/express/resource_center/advanced_shipping.
html
送り状、インボイスの作成はもちろん、集荷オーダーもネットで簡単に！
宛先の登録を50件できるので、一度送った宛先は二度と入力不要！
宛先の登録を 件できるので、一度送った宛先は二度と入力不要！

わずらわしい請求処理には・・・

DHL e-Bill
http://ezybill2.dhl.com/irj/portal

24時間
時間365日、どこからでも料金、貨物の詳細な情報を確認することが可能！
日、どこからでも料金、貨物の詳細な情報を確認することが可能！
時間
DHLロゴが入った正式な料金明細が貨物単位でダウンロード可能！
ロゴが入った正式な料金明細が貨物単位でダウンロード可能！
アカウントごとに請求書イメージを抽出可能！
請求料金をエクセル形式で一括ダウンロード！
請求書PDFが自動配信され、請求書が到着前に請求処理が可能！
が自動配信され、請求書が到着前に請求処理が可能！
請求書
発送済み貨物の送り状、インボイスをダウンロード可能！

集荷締め切り時間や配達日数検索は・・・

DCT
http://dct.dhl.com

輸入貨物の現地での引き取り時間って何時まで？
貨物引取りから配達までどれくらい？
輸送金額はどれくらいかかるの？（通常料金での案内になります）

DHLスマートガイド
スマートガイド
料金算出について

【DHLの料金算出方法
の料金算出方法】
の料金算出方法】

※フューエルサーチャージは、ロッテルダム・ARAで決まったレートによる変動制を採用しており、
送料＋フューエルサーチャージです。

ホームページにて、当月のレートを公開しておりますのでご確認下さい。

DHL
http://www.dhl.co.jp/ja/express/shipping/shipping_advice/express_fuel_surcharge.html

※オプションサービスをご利用の場合は別途課金となります。
～代表的なオプションサービス～
・現地税金元払い請求サービス
・インボイス抜き取りサービス
※その他各種手数料が発生する場合があります。
～代表的な各種手数料～
・遠隔地集配手数料
・規定外貨物手数料
・住所変更手数料

【送料を確定させる請求重量について】
送料を確定させる請求重量について】
実重量 or 容積重量のどちらか重い方が請求重量となります

例> 実重量12kg、容積重量20kgの貨物の場合、請求重量は20kgとなります。
㎝3＝1kgとして計算します。計算式としては、

【容積重量の計算方法】
容積重量の計算方法】
5,000

最大長（㎝）×
＝容積重量（kg）
最大長（㎝）×最大幅（㎝）×
最大幅（㎝）×最大高（㎝）÷
最大高（㎝）÷5000＝容積重量（
＝容積重量（ ）

※端数は0.5kg単位に切り上げ

例> 60㎝×45㎝×35㎝÷5000=18.9kg 請求重量は19kgとなります。
この計算方法で、予めどれくらいの重量と計算されるのか、おおよそわかります。
集荷された全ての貨物はDHLのサービスセンターに運び込まれ、
【実際はどうやって計量するの？】
実際はどうやって計量するの？】

最新鋭のシステムにて実重量と容積重量を測定し、この数字が請求となります。

DHLスマートガイド
スマートガイド
保険のご案内
大切なお荷物の万が一に備えて、補償範囲、保険に関してご案内させて
頂きます。
■約款上の補償範囲に関して
DHLの責任は、いかなる場合においても、
の責任は、いかなる場合においても、1件の貨物につき、同貨物の実際の価格を
の責任は、いかなる場合においても、 件の貨物につき、同貨物の実際の価格を
限度とし、且つ、『
あたり19
』を超えないものとします。
限度とし、且つ、『1kgあたり
あたり SDR』
*SDRとは
とはSpecial
Drawing Rights(特別引出権）の略で、全世界共通の通貨単位の
特別引出権）の略で、全世界共通の通貨単位の
とは
ことです。月ごとに換算レートは変わります。*
ことです。月ごとに換算レートは変わります。
■任意保険に関して
①運賃輸出元払いの場合
=申告価格の
申告価格の1.2％もしくは最低保険料
円のいずれか高いもの
申告価格の ％もしくは最低保険料2,500円のいずれか高いもの
％もしくは最低保険料
②輸入着払い場合
=申告価格の
申告価格の1.2％もしくは最低保険料
円のいずれか高いもの
申告価格の ％もしくは最低保険料2,500円の
％もしくは最低保険料
円のいずれか高いもの
高額な貨物を発送される場合は、上記を踏まえてご要請頂ければ幸いでございます。
※万が一ダメージが発生した場合には弊社カスタマーサービス（0120-39-2580）まで
）まで
万が一ダメージが発生した場合には弊社カスタマーサービス（
お問い合わせ下さい。
以下の様な場合は保険求償の対象にはなりません

●遅延
●税関・政治的要因による損害
●戦争・暴動による損害
●荷送人・荷受人・その他代理人による作為、怠慢、不作為が起因する損害
●納期に間に合わなかった為に生じた損害
●遅延による品質変化・劣化
●温度変化により生じた貨物の腐敗・品質劣化
●気温変化による汗濡れによって生じた濡れ、カビ、錆損等
●機材メンテナンス、天災による遅延損害
●不適切な梱包に起因する損害
●梱包内に十分な緩衝材を入れずに輸送した際の破損
●裸・簡易包装で輸送された貨物の汚損・破損
●木箱・ダンボール箱など外装梱包への損害（梱包は輸送の為の道具であり、保険の対象とはなりません）
●貨物が損害を受けた為に生じた、引取り拒否や違約金
●生産工程に支障をきたした為に生じた逸失利益
●また、DHLの非取扱物品、紙面上、CD-R、テープ、DVDなどの記録媒体に記録された情報、ソフトウェアは
保険の対象とはなりません。

DHLスマートガイド
スマートガイド
DHLなんでも
なんでもF&Q（スピード編）
（スピード編）
なんでも

DHLは安全確実スピーディーっていうけど、お届け予定の目安は？
は安全確実スピーディーっていうけど、お届け予定の目安は？

大まかな目安として、アジア：翌
大まかな目安として、アジア：翌日 米国：
米国：翌日 欧州：
欧州：翌々日
翌々日 中近東：
中近東：翌日です。

国内輸送
国内輸送よ
輸送より早い国際輸送。そ
際輸送。そのスピードの秘密
のスピードの秘密は？
秘密は？

スピードの秘密
スピードの秘密は集荷
秘密は集荷当
は集荷当日フラ
日フライト搭載
イト搭載と、世界
搭載と、世界中
と、世界中に広がるハブ
がるハブアンドス
ハブアンドスポ
アンドスポーク
システムです。※場所によっては集荷翌日フライト搭載になります。
DHL

専用輸送ネットワーク

ANC

張り巡らされたネットワークでスピーディーな輸送を提供

CVG
LAX

LEJ
PEK

SEL
TYO

SHA

NGO
OSA

CAN/SZX

DEL

アジア・ネットワーク
エアロ・ロジック
（ルフトハンザとの合弁）
ルフトハンザとの合弁）
オセアニア・ネットワーク
ポーラエアカーゴ
日本貨物 航空

TPE

SHJ

HKG

BAH

MNL

BKK
PEN

SGN
KUL

SIN

CAN/SZX-HKG
Road Service

POM
JKT
CNS
BNE

SYD
（2010年1月19日現在）

MEL

AKL
WLG
CHC

世界のハブ空港
ヶ国以上
世界のハブ空港と
ハブ空港と各国空港をつな
各国空港をつなぐ
をつなぐネットワ
ネットワークフラ
ークフライトで、世界220ヶ国
イトで、世界
ヶ国以上
の国と地域
と地域に効率的に輸送しています。
効率的に輸送しています。

DHLスマートガイド
スマートガイド
DHLなんでも
なんでもF&Q（価格編）
（価格編）
なんでも
DHLはなんで請求書が
はなんで請求書が見や
はなんで請求書が見やすいの？
見やすいの？

色々な
色々な業者を
業者を介さずに、集荷から配達まで全て自社一貫
さずに、集荷から配達まで全て自社一貫輸送しているからです。

DHLはなんで
はなんで見
はなんで見積りが早
積りが早いの？

複数の業者
数の業者から
業者から見
から見積りをとることなく、パ
積りをとることなく、パッケージ料金でご案内
ージ料金でご案内しているからです。
案内しているからです。

