ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 宛
同意書
私（以下に登録する担当者）は、DHL 運送約款及び国際条約の内容を確認の上、DHL が負うべき責任は DHL 運送約款及び国
際条約に従うことに、また 以下のアカウント取引条件 に関して登録する会社を代表または代理して同意致します。
ご署名

日付

年

いずれかにチェックをお願いいたします。
☐ 口座自動引落（手数料無料）
支払方法（該当項目に✔）
ご利用限度額 50 万円/月

月

日 [手書きでお願いいたします。]

☐ 指定口座振込
ご利用限度額 10 万円/月

アカウント取引条件
このアカウント取引条件（以下「本条件」といいます）は、ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社及びその指定代理店・関連会社（以下併せて「DHL」
といいます）の有効な DHLアカウントナンバーをお持ちのお客様に適用されます。お客様にお支払い頂く運送料金は、DHLの料金表に記載された通りとし、
料金表は、本条件と一体をなすものとします。DHLは、本条件及び料金表を予告なく変更することがあります。本条件及び料金表が DHLの運送約款の規定と
抵触した場合には、運送約款の規定が優先します。

１．アカウントナンバー
① お客様が、運送料金及び関税その他税金を含むその他の料金（以下併せて「運送料等」といいます）の後払いを希望される場合には、お客様専用の
DHL アカウントナンバー（以下「アカウントナンバー」といいます）が必要となります。DHL が貨物をお引き受けする際に、お客様が運送料等を現金
またはクレジットカードで支払われる場合には、アカウントナンバーは必要ありません。
② アカウントナンバーには、「元払い」と「着払い」の２種類があります。「元払い」は運送料等が荷送人に請求されることを意味し、「着払い」は
運送料等が荷受人または第三者に請求されることを意味します。
③ アカウントナンバーについてのお問い合わせはカスタマーサービス（0120－39－2580）までお願いいたします。
④ アカウントナンバーの発行に際しては DHL の所定の審査を受けて頂きます。審査の結果によっては、アカウントナンバーが発行できない場合や、預託
金をお預かりする場合があります。尚、お客様に本条件又は運送約款の違反があった場合には、DHL は、お客様に対し書面により通知することにより、
いつでもこの預託金を DHLがお客様に対して有する債権と相殺できるものとします。
⑤ アカウントナンバーの発行と同時にお客様専用口座が開設され、これ以降は後払い取引となります。
⑥ アカウントナンバーの有効期間は発行日から 1年とし、下記にあてはまらない場合には、自動的に１年間更新し以後も同様とします。
－名称・住所変更のご連絡がなく、郵便物等が配達できない場合。
－1 年間当該アカウントナンバーのご利用がない場合。
－支払遅延の場合。（本条件の「支払遅延」の項をご参照下さい。）
－アカウントナンバーが有効期間中に無効になった場合。（DHLはお客様に通知することなくアカウントナンバーをいつでも無効にすることができま
す。）
－お客様からアカウントナンバー閉鎖の申し出があった場合。（即日、お客様のアカウントナンバーは閉鎖され、未払金のある場合は申し出のあった
日から 1週間以内にその全額をお支払いいただくものとします。）
⑦ アカウントナンバーが有効期間の満了その他何らかの理由により無効となった場合には、その後の取引は現金取引となります。
⑧ アカウントナンバーの管理責任はその保有者であるお客様にあり、その漏洩、不正使用等による責任はすべてその保有者であるお客様が負担するも
のとします。

２．インポートエクスプレスご利用について
① サービスのご利用にあたり、アカウント番号の管理はお客様ご自身でお願い致します。弊社では不正に使用された際の責任は負いかねます。アカウ
ント番号はお客様が信頼をおける荷主に限定して開示してご利用ください。
② お客様のアカウント番号が不正に使用された場合、若しくはその疑いがもたれる場合には速やかに弊社までお知らせください。弊社にて被害が拡大
しないよう措置を講じます。
③ サービスご利用にあたっては、弊社が提供する E コマースツール「DHL インポートエクスプレス オンライン（IEO)」のご利用を推奨いたします。ツ
ールを使用することにより先方にアカウント番号を秘匿のまま安全にお荷物を出荷して頂くことが可能です。
④ アカウント番号を付与された者は該当サービスを用いて出荷された荷物に対しての責任を負います。
⑤ アカウント番号を付与された者は当該サービスを用いて出荷された荷物に対し発生する関税を含めた全ての費用に対して支払い義務を負います。
⑥ サービスご利用にあたっては弊社の運送約款及び各種規定が適用されます。
⑦ アカウント番号を付与された者は弊社運送約款上の荷送人とみなします。
３．請求及び支払い
① 有効なアカウントナンバーを運送状の所定欄に記載していただければ、請求書は DHL により適宜あらかじめ定められた請求日毎に発行され、その期間
にご利用になったサービスの運送料等が請求されます。
② お支払いは、請求書記載金額の全額を支払期日までにお支払いいただくものとします。銀行振込の際のお支払いは、お客様との間で別途取り決めがな
い限り請求書作成日から 30日以内となります。
③ 着払い取引で、荷受人または第三者が支払いを拒絶したとき、または DHL が運送料等を回収できなかったときには、アカウントナンバーをお持ちのお
客様が運送料等の支払い責任を負うものとします。

④ DHL の請求書は、お客様から書面で通知された最新の住所に郵送され、発送の２日後に到達したものとみなされます。したがって、住所の変更があっ
たときはできるだけ早く Eメールまたは、書面で下記の連絡先までお知らせください。
E メール：jp-dhl-query@dhl.com / FAX：03-5479-5845
〒140－0002 東京都品川区東品川 1－37－8
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 カスタマーアカウンティング部宛

⑤ 請求書に対するお問い合わせは、国が定める祝日及びその振替休日を除く月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 5 時 30 分まで（12 月 30 日から翌年の
1 月 3日までは休業日といたします。）の間に、カスタマーアカウンティング部（電話 03－5479－2330）にお願いいたします。
⑥ お客様の DHL に対するクレーム等の請求金額を運送料金等と相殺することはできません。
４．請求書の内容確認
① 請求書受領後は、できるだけ速やかに内容を確認してください。請求内容に誤りがあったときは、請求書発行日より 1 ヶ月以内に、カスタマーアカウ
ンティング部まで書面でお知らせください。
② 1 ヶ月以内に請求内容の誤りについての書面での申し立てがない場合には、その請求書は正しいものとして取り扱われます。
５．支払遅延
① 請求書に記載された支払期日までにお支払いがないときは、支払督促をさせていただきます。
② 支払期日を超えてもお支払いのないときは、その未払金額に対して、年１４．６％の割合の遅延損害金が発生します。
③ 支払督促後もお支払いのないときには、当該アカウントナンバーを無効とし、法的手段をとらせていただく場合があります。
④ 万一訴訟となった場合は、遅延損害金のみならず、弁護士費用等の訴訟に関する一切の費用をお客様に請求いたします。
６．有効性
本条件のいずれかの条項の全部又は一部が、法令上、違法、無効、又は執行不能とされた場合には、それらの条項はその限度において抹消されたものと
見なされますが、その他の全ての条項の適法性、有効性及び執行の可能性はそのことにより何らの影響を受けるものではありません。
７．権利放棄
DHL が本条件及び運送約款上の権利を行使しなかった場合でも、それを以って DHL が同権利を放棄したとは見なされず、DHL が爾後に同権利を行使すること
が妨げられるものではありません。
８．準拠法、管轄裁判所
本条件は、日本法に従って解釈されるものとします。お客様は、本条件から生じるすべての紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所
とすることに同意します。

個人情報の取り扱いについて
当社では、お客様からご提供頂いた情報に含まれるご担当者の個人情報を①ご利用頂いた貨物運送取扱事業及びそれに付帯するサービスの履行や事務処理の
ため、②お客様への連絡やお問い合わせにお答えするため、③当社のサービスに関する情報提供及び調査分析のために収集し、他の目的のために使用するこ
とはありません。当社はご本人の承諾なく第三者に対して個人情報を提供することはございません。
但し、業務を委託するために業務委託先に個人情報を開示する場合があり、その場合には秘密保持条項などを含む契約を締結した上で委託し、個人情報を適
切に管理致します。


DHL 運送約款及び国際条約に関しまして、ご不明な点がございましたら当社ホームページ（ www.dhl.co.jp )の「サービスガイドのダウンロード」また
はカスタマーサービス（0120-39-2580）までお問い合わせください。

ご利用に際してのご留意事項
1.

2.

3.

4.

5.

容積重量について
重量については、IATA（国際航空運送協会）の規定に基づき、貨物の容積重量（Volume Weight）が実重量（Actual Weight）を超
える場合は、5,000 立方センチメートルを 1.0 キログラムと換算する容積重量をもとに料金を算出致します。
航空機燃料割増金について
航空機燃料割増金としまして、別途フューエルサーチャージをご請求させていただきます。詳細は、毎月弊社ウェブサイト上に
更新されます。
お荷物の補償範囲と荷主保険について
貨物に対する弊社の責任補償額は、１件の貨物につき、同貨物の実際の価額（申告価格）を限度とし、かつ、「1.0 キログラム当
たり USD25.00」を超えないものとします。別途荷主保険をおかけになる場合、集荷ご依頼時にその旨お申し付け頂き且つ弊社送
り状にてご指示ください。
保険料： 輸出：申告価格の 1.2%、もしくは 2,500 円のいずれか高い方を適応。
輸入及び 3 国間輸送：申告価格の 1.2%、もしくは 2,500 円のいずれか高い方を適応。
梱包について
弊社では、封筒、箱（小）、フライヤーなど、標準的な DHL ロゴ入り梱包材は無料でご提供しております。弊社にて木枠梱包な
ど代行手配する場合、外注梱包費（実費）に加え、外注梱包手数料として、1 件（運送状 1 枚）につき、2,000 円（税抜）をご請
求させて頂きます。
規定外貨物手数料について
重量または寸法に対し一定の規定を設け、規定外貨物につきましては「規定外貨物手数料」を下記の通りご請求させて頂きます。

1 梱包の実重量（容積重量は適用しない）: 70.1kg 以上の貨物

1 梱包の寸法： 1 辺の長さが 121cm 以上の貨物

パレット積みで上面が平面でない形状の貨物、及び梱包面に「上積（下積）不可」等の表記/ステッカー貼付があるパ
レット貨物
【手数料金額】運送状 1 枚につき

規定外貨物手数料（重量）: 5,000 円（免税）

規定外貨物手数料（寸法）: 5,000 円（免税）

規定外貨物手数料（積み重ね不可）: 10,000 円（免税）
※重量、寸法ともに規定を超える場合はそれぞれ 5,000 円の手数料が適用されます。積み重ね不可は重量・寸法の適用があっても 10.000 円
の手数料が適用されます。

6.

遠隔地集配手数料について
仕向け地及び発送地が「対象遠隔地域」となっている場合「遠隔地集配手数料」をご請求させて頂きます。
対象遠隔地につきましては、弊社ウェブサイトにてご確認いただけます。

運送状 1 枚につき ・海外遠隔地集配手数料：2,500 円または 60 円/kg（いずれか高いほうが適用）

7.

支払条件について
運賃及び料金を合意した期日に締切計算を行います。お支払方法は弊社指定の期日迄に、所定の方法にてお支払いいただきます。
利用限度額について
弊社は取引開始時およびその継続に当たり、お客様によって個別の利用限度額を設定致します。利用限度額は運送料金、各種手
数料、弊社立替払い輸入関税・消費税を含みます。限度額を超えて利用があった場合は事前入金、担保の提供など適切な処置を
お客様に対して求めることができます。尚、弊社が必要と判断した場合この限度額を変更することがあります。
取引解除について
以下の事由が生じた場合、直ちに契約を解除することができます。
A)
差押、仮差押、仮処分、滞納処分を受けたとき
B)
破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立があったとき
C)
支払停止又は支払不能、もしくは支払遅延によりそれらの懸念が発生したとき
D)
銀行取引停止処分を受けたとき
E)
監督官庁から営業の停止を命じられたとき
F)
主要な株主・取締役の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じ
たとき
G)
解散したとき

※料金表には、任意の「保険料金」、「航空機燃料割増金」、「遠隔地集配手数料」、「規定外貨物手数料」等は含まれておりません。

8.

9.

以上

