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第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則    

    

（（（（    事業事業事業事業のののの種類種類種類種類））））    

第一条第一条第一条第一条    当店当店当店当店はははは、、、、一般貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの事業事業事業事業にににに附帯附帯附帯附帯するするするする事業事業事業事業をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、特別積合特別積合特別積合特別積合せせせせ貨物運送貨物運送貨物運送貨物運送をををを行行行行いますいますいますいます。。。。        

４４４４        当店当店当店当店はははは、、、、貨物自動車利用運送貨物自動車利用運送貨物自動車利用運送貨物自動車利用運送をををを行行行行いいいいますますますます。。。。    

（（（（    適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲））））    

第二条第二条第二条第二条    当店当店当店当店のののの経営経営経営経営するするするする一般貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業にににに関関関関するするするする運送契約運送契約運送契約運送契約はははは、、、、このこのこのこの運送約款運送約款運送約款運送約款のののの定定定定めるところにめるところにめるところにめるところに    

    よりよりよりより、、、、このこのこのこの運送約款運送約款運送約款運送約款にににに定定定定めのないめのないめのないめのない事項事項事項事項についてはについてはについてはについては、、、、法令又法令又法令又法令又はははは一般一般一般一般のののの慣習慣習慣習慣習によりますによりますによりますによります。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、法令法令法令法令にににに反反反反しないしないしないしない範囲範囲範囲範囲でででで、、、、特約特約特約特約のののの申込申込申込申込みにみにみにみに応応応応じることがありますじることがありますじることがありますじることがあります。。。。    

    

第二章第二章第二章第二章    運送業務運送業務運送業務運送業務    

    

第一節第一節第一節第一節    通則通則通則通則    

（（（（    受付日時受付日時受付日時受付日時））））    

第三条第三条第三条第三条    当店当店当店当店はははは、、、、受付日時受付日時受付日時受付日時をををを定定定定めめめめ、、、、店頭店頭店頭店頭にににに掲示掲示掲示掲示しますしますしますします。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの受付日時受付日時受付日時受付日時をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ店頭店頭店頭店頭にににに掲示掲示掲示掲示しますしますしますします。。。。    

（（（（    運送運送運送運送のののの順序順序順序順序））））    

第四条第四条第四条第四条    当店当店当店当店はははは、、、、運送運送運送運送のののの申込申込申込申込みをみをみをみを受受受受けたけたけたけた順序順序順序順序によりによりによりにより、、、、貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送をををを行行行行いますいますいますいます。。。。ただしただしただしただし、、、、腐敗又腐敗又腐敗又腐敗又はははは変質変質変質変質しししし

やすいやすいやすいやすい貨物貨物貨物貨物をををを運送運送運送運送するするするする場合場合場合場合そのそのそのその他正当他正当他正当他正当なななな事由事由事由事由があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、このこのこのこの限限限限りでありませんりでありませんりでありませんりでありません。。。。    

（（（（    引渡期間引渡期間引渡期間引渡期間））））    

第五条第五条第五条第五条    当店当店当店当店のののの貨物貨物貨物貨物のののの引渡期間引渡期間引渡期間引渡期間はははは、、、、次次次次のののの日数日数日数日数をををを合算合算合算合算したしたしたした期間期間期間期間としますとしますとしますとします。。。。    

    一一一一    発送期間発送期間発送期間発送期間    貨物貨物貨物貨物をををを受受受受けけけけ取取取取ったったったった日日日日をををを含含含含めめめめ二日二日二日二日    

    二二二二    輸送期間輸送期間輸送期間輸送期間    運賃及運賃及運賃及運賃及びびびび料金料金料金料金のののの計算計算計算計算のののの基礎基礎基礎基礎となるとなるとなるとなる輸送距離百七十輸送距離百七十輸送距離百七十輸送距離百七十キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルにつきにつきにつきにつき一日一日一日一日。。。。ただしただしただしただし、、、、

一日未満一日未満一日未満一日未満のののの端数端数端数端数はははは一日一日一日一日としますとしますとしますとします。。。。    

    三三三三    集配期間集配期間集配期間集配期間    集貨及集貨及集貨及集貨及びびびび配達配達配達配達をするをするをするをする場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては各一日各一日各一日各一日    

２２２２        前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる引渡期間引渡期間引渡期間引渡期間のののの満了後満了後満了後満了後、、、、貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しがあったときはしがあったときはしがあったときはしがあったときは、、、、これをもってこれをもってこれをもってこれをもって延着延着延着延着としますとしますとしますとします。。。。    

    

第二節第二節第二節第二節    引受引受引受引受けけけけ    

（（（（    貨物貨物貨物貨物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび性質性質性質性質のののの確認確認確認確認））））    

第六条第六条第六条第六条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送のののの申込申込申込申込みがあったときはみがあったときはみがあったときはみがあったときは、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび性質性質性質性質をををを明告明告明告明告することをすることをすることをすることを申込申込申込申込

者者者者にににに求求求求めることがありますめることがありますめることがありますめることがあります。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、貨物貨物貨物貨物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび性質性質性質性質につきにつきにつきにつき申込者申込者申込者申込者がががが告告告告げたことにげたことにげたことにげたことに疑疑疑疑いがあるときはいがあるときはいがあるときはいがあるときは、、、、

申込者申込者申込者申込者のののの同意同意同意同意をををを得得得得てててて、、、、そのそのそのその立会立会立会立会いのいのいのいの上上上上でででで、、、、これをこれをこれをこれを点検点検点検点検することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより点検点検点検点検をしたをしたをしたをした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、貨物貨物貨物貨物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび性質性質性質性質がががが申込者申込者申込者申込者のののの明告明告明告明告をしたとをしたとをしたとをしたと

ころところところところと異異異異ならないときはならないときはならないときはならないときは、、、、これによりこれによりこれによりこれにより生生生生じたじたじたじた損害損害損害損害のののの賠償賠償賠償賠償ををををしますしますしますします。。。。    



４４４４        当店当店当店当店がががが、、、、第二項第二項第二項第二項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより点検点検点検点検をしたをしたをしたをした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、貨物貨物貨物貨物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび性質性質性質性質がががが申込者申込者申込者申込者のののの明告明告明告明告したとしたとしたとしたと

ころところところところと異異異異なるときはなるときはなるときはなるときは、、、、申込者申込者申込者申込者にににに点検点検点検点検にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用をををを負担負担負担負担していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。    

（（（（    引受拒絶引受拒絶引受拒絶引受拒絶））））    

第七条第七条第七条第七条    当店当店当店当店はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のののの一一一一にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、運送運送運送運送のののの引受引受引受引受けをけをけをけを拒絶拒絶拒絶拒絶することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

    一一一一    当該運送当該運送当該運送当該運送のののの申込申込申込申込みがみがみがみが、、、、このこのこのこの運送約款運送約款運送約款運送約款によらないものであるときによらないものであるときによらないものであるときによらないものであるとき。。。。    

    二二二二    申込者申込者申込者申込者がががが、、、、前条第一項前条第一項前条第一項前条第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる明告明告明告明告をせずをせずをせずをせず、、、、又又又又はははは同条第二項同条第二項同条第二項同条第二項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる点検点検点検点検のののの同意同意同意同意をををを与与与与ええええ

ないときないときないときないとき。。。。    

    三三三三    当該運送当該運送当該運送当該運送にににに適適適適するするするする設備設備設備設備がないときがないときがないときがないとき。。。。    

    四四四四    当該運送当該運送当該運送当該運送にににに関関関関しししし、、、、申申申申込者込者込者込者からからからから特別特別特別特別のののの負担負担負担負担をををを求求求求められたときめられたときめられたときめられたとき。。。。    

    五五五五    当該運送当該運送当該運送当該運送がががが、、、、法令法令法令法令のののの規定又規定又規定又規定又はははは公公公公のののの秩序若秩序若秩序若秩序若しくはしくはしくはしくは善良善良善良善良のののの風俗風俗風俗風俗にににに反反反反するものであるときするものであるときするものであるときするものであるとき。。。。    

    六六六六    天災天災天災天災そのそのそのその他他他他やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない事由事由事由事由があるときがあるときがあるときがあるとき。。。。    

（（（（    運送状等運送状等運送状等運送状等））））    

第八条第八条第八条第八条    荷送人荷送人荷送人荷送人はははは、、、、次次次次のののの事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした運送状運送状運送状運送状をををを署名又署名又署名又署名又はははは記名捺印記名捺印記名捺印記名捺印のののの上上上上、、、、一口一口一口一口ごとにごとにごとにごとに提出提出提出提出しなければなしなければなしなければなしなければな

りませんりませんりませんりません。。。。ただしただしただしただし、、、、個人個人個人個人（（（（事業事業事業事業としてとしてとしてとして又又又又はははは事業事業事業事業のためにのためにのためにのために運送契約運送契約運送契約運送契約のののの当事者当事者当事者当事者となるとなるとなるとなる場合場合場合場合におけるものをにおけるものをにおけるものをにおけるものを

除除除除くくくく。。。。第三十二条第二項第三十二条第二項第三十二条第二項第三十二条第二項においてにおいてにおいてにおいて同同同同じじじじ。）。）。）。）がががが荷送人荷送人荷送人荷送人であるであるであるである場合場合場合場合であってであってであってであって、、、、当店当店当店当店がそのがそのがそのがその必要必要必要必要がないとがないとがないとがないと認認認認

めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、このこのこのこの限限限限りではありませんりではありませんりではありませんりではありません。。。。    

    一一一一    貨物貨物貨物貨物のののの品名品名品名品名、、、、品質及品質及品質及品質及びびびび重量又重量又重量又重量又はははは容積並容積並容積並容積並びにそのびにそのびにそのびにその荷造荷造荷造荷造りのりのりのりの種類及種類及種類及種類及びびびび個数個数個数個数    

    二二二二    集貨先及集貨先及集貨先及集貨先及びびびび配達先又配達先又配達先又配達先又はははは発送地及発送地及発送地及発送地及びびびび到達地到達地到達地到達地（（（（    団地団地団地団地、、、、アパートアパートアパートアパートそのそのそのその他高層建築物他高層建築物他高層建築物他高層建築物にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、そのそのそのその名名名名

称及称及称及称及びびびび電話番号電話番号電話番号電話番号をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）    

    三三三三    運送運送運送運送のののの扱種別扱種別扱種別扱種別    

    四四四四    運賃運賃運賃運賃、、、、料金料金料金料金、、、、燃料燃料燃料燃料サーチャージサーチャージサーチャージサーチャージ、、、、有料道路使用料有料道路使用料有料道路使用料有料道路使用料、、、、立替金立替金立替金立替金そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用（（（（    以下以下以下以下「「「「運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等」」」」

というというというという。）。）。）。）    のののの額額額額そのそのそのその他他他他そのそのそのその支払支払支払支払にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

    五五五五    荷送人及荷送人及荷送人及荷送人及びびびび荷受人荷受人荷受人荷受人のののの氏名又氏名又氏名又氏名又はははは商号並商号並商号並商号並びにびにびにびに住所及住所及住所及住所及びびびび電話番号電話番号電話番号電話番号    

    六六六六    運送状運送状運送状運送状のののの作成地及作成地及作成地及作成地及びそのびそのびそのびその作成作成作成作成のののの年月日年月日年月日年月日    

    七七七七    高価品高価品高価品高価品についてはについてはについてはについては、、、、貨物貨物貨物貨物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび価額価額価額価額    

    八八八八    品代金品代金品代金品代金のののの取立取立取立取立てをてをてをてを委託委託委託委託するときはするときはするときはするときは、、、、そのそのそのその旨旨旨旨    

    九九九九    運送保険運送保険運送保険運送保険にににに付付付付することをすることをすることをすることを委託委託委託委託するときはするときはするときはするときは、、、、そのそのそのその旨旨旨旨    

    十十十十    そのそのそのその他他他他そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項    

２２２２        荷送人荷送人荷送人荷送人はははは、、、、当店当店当店当店がががが前項前項前項前項のののの運送状運送状運送状運送状のののの提出提出提出提出のののの必要必要必要必要がないとがないとがないとがないと認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、当店当店当店当店にににに前項各号前項各号前項各号前項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項

をををを明告明告明告明告しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

（（（（    高価品及高価品及高価品及高価品及びびびび貴重品貴重品貴重品貴重品））））    

第九条第九条第九条第九条    このこのこのこの運送約款運送約款運送約款運送約款においてにおいてにおいてにおいて高価品高価品高価品高価品とはとはとはとは、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるものをいいますげるものをいいますげるものをいいますげるものをいいます。。。。    

    一一一一    貨幣貨幣貨幣貨幣、、、、紙幣紙幣紙幣紙幣、、、、銀行券銀行券銀行券銀行券、、、、印紙印紙印紙印紙、、、、郵便切手及郵便切手及郵便切手及郵便切手及びびびび公債証書公債証書公債証書公債証書、、、、大蔵省証券大蔵省証券大蔵省証券大蔵省証券、、、、株券株券株券株券、、、、債券債券債券債券、、、、商品券商品券商品券商品券そのそのそのその他他他他のののの

有価証券並有価証券並有価証券並有価証券並びにびにびにびに金金金金、、、、銀銀銀銀、、、、白金白金白金白金そのそのそのその他他他他のののの貴金属貴金属貴金属貴金属、、、、イリジウムイリジウムイリジウムイリジウム、、、、タングステンタングステンタングステンタングステンそのそのそのその他他他他のののの稀金属稀金属稀金属稀金属、、、、金剛石金剛石金剛石金剛石、、、、

紅玉紅玉紅玉紅玉、、、、緑緑緑緑桂石桂石桂石桂石、、、、琥珀琥珀琥珀琥珀、、、、真珠真珠真珠真珠そのそのそのその他他他他のののの宝玉石宝玉石宝玉石宝玉石、、、、象牙象牙象牙象牙、、、、べっべっべっべっ甲甲甲甲、、、、珊瑚及珊瑚及珊瑚及珊瑚及びびびび各各各各そのそのそのその製品製品製品製品    

    二二二二    美術品及美術品及美術品及美術品及びびびび骨董品骨董品骨董品骨董品    

    三三三三    容器及容器及容器及容器及びびびび荷造荷造荷造荷造りをりをりをりを加加加加ええええ一一一一キログラムキログラムキログラムキログラム当当当当たりのたりのたりのたりの価格価格価格価格がががが二万円二万円二万円二万円をををを超超超超えるえるえるえる貨物貨物貨物貨物（（（（    動物動物動物動物をををを除除除除くくくく。）。）。）。）    

２２２２        前項第三号前項第三号前項第三号前項第三号のののの一一一一キログラムキログラムキログラムキログラム当当当当たりのたりのたりのたりの価格価格価格価格のののの計算計算計算計算はははは、、、、一荷造一荷造一荷造一荷造りごとにりごとにりごとにりごとに、、、、これをしますこれをしますこれをしますこれをします。。。。    

３３３３        このこのこのこの運送約款運送約款運送約款運送約款においてにおいてにおいてにおいて貴重品貴重品貴重品貴重品とはとはとはとは、、、、第一項第一号及第一項第一号及第一項第一号及第一項第一号及びびびび第二号第二号第二号第二号にににに掲掲掲掲げるものをいいますげるものをいいますげるものをいいますげるものをいいます。。。。    

（（（（    運送運送運送運送のののの扱種別等不明扱種別等不明扱種別等不明扱種別等不明のののの場合場合場合場合））））    

第十条第十条第十条第十条    当店当店当店当店はははは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人がががが運送運送運送運送のののの申込申込申込申込みをするにみをするにみをするにみをするに当当当当たりたりたりたり、、、、運送運送運送運送のののの扱種別扱種別扱種別扱種別そのそのそのその他他他他そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送にににに関関関関しししし必必必必



要要要要なななな事項事項事項事項をををを明示明示明示明示しなかったしなかったしなかったしなかった場合場合場合場合はははは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人にとってにとってにとってにとって最最最最もももも有利有利有利有利とととと認認認認められるところによりめられるところによりめられるところによりめられるところにより、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物をををを

運送運送運送運送しますしますしますします。。。。    

（（（（    荷造荷造荷造荷造りりりり））））    

第十一条第十一条第十一条第十一条    荷送人荷送人荷送人荷送人はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの性質性質性質性質、、、、重量重量重量重量、、、、容積容積容積容積、、、、運送距離及運送距離及運送距離及運送距離及びびびび運送運送運送運送のののの扱種別等扱種別等扱種別等扱種別等にににに応応応応じてじてじてじて、、、、運送運送運送運送にににに適適適適するするするする

ようにようにようにように荷造荷造荷造荷造りをしなければなりませんりをしなければなりませんりをしなければなりませんりをしなければなりません。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの荷造荷造荷造荷造りがりがりがりが十分十分十分十分でないときはでないときはでないときはでないときは、、、、必要必要必要必要なななな荷造荷造荷造荷造りをりをりをりを要求要求要求要求しますしますしますします。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、荷造荷造荷造荷造りがりがりがりが十分十分十分十分でないでないでないでない貨物貨物貨物貨物であってもであってもであってもであっても、、、、他他他他のののの貨物貨物貨物貨物にににに対対対対しししし損害損害損害損害をををを与与与与えないとえないとえないとえないと認認認認めめめめ、、、、かつかつかつかつ、、、、荷送荷送荷送荷送

人人人人がががが書面書面書面書面によりによりによりにより荷造荷造荷造荷造りのりのりのりの不備不備不備不備によるによるによるによる損害損害損害損害をををを負担負担負担負担することをすることをすることをすることを承諾承諾承諾承諾したときはしたときはしたときはしたときは、、、、そのそのそのその運送運送運送運送をををを引引引引きききき受受受受けるこけるこけるこけるこ

とがありますとがありますとがありますとがあります。。。。    

（（（（    外装表示外装表示外装表示外装表示））））    

第十二条第十二条第十二条第十二条    荷荷荷荷送人送人送人送人はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの外装外装外装外装にににに次次次次のののの事項事項事項事項をををを見見見見やすいようにやすいようにやすいようにやすいように表示表示表示表示しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。ただしただしただしただし、、、、当当当当

店店店店がががが必要必要必要必要がないとがないとがないとがないと認認認認めためためためた事項事項事項事項についてはについてはについてはについては、、、、このこのこのこの限限限限りではありませんりではありませんりではありませんりではありません。。。。    

    一一一一    荷送人及荷送人及荷送人及荷送人及びびびび荷受人荷受人荷受人荷受人のののの氏名又氏名又氏名又氏名又はははは商号及商号及商号及商号及びびびび住所住所住所住所    

    二二二二    品名品名品名品名    

    三三三三    個数個数個数個数    

    四四四四    そのそのそのその他運送他運送他運送他運送のののの取扱取扱取扱取扱いにいにいにいに必要必要必要必要なななな事項事項事項事項    

２２２２        荷送人荷送人荷送人荷送人はははは、、、、当店当店当店当店がががが認認認認めたときはめたときはめたときはめたときは、、、、前項各号前項各号前項各号前項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした荷札荷札荷札荷札をもってをもってをもってをもって前項前項前項前項のののの外装表示外装表示外装表示外装表示にににに

代代代代えることができますえることができますえることができますえることができます。。。。    

（（（（    貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの発行発行発行発行））））    

第十三条第十三条第十三条第十三条    当店当店当店当店はははは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人のののの請求請求請求請求によりによりによりにより貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証をををを発行発行発行発行するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、貨物貨物貨物貨物のののの全部全部全部全部のののの引渡引渡引渡引渡しをしをしをしを受受受受けたけたけたけた

後後後後、、、、これをこれをこれをこれを発行発行発行発行しますしますしますします。。。。ただただただただしししし、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のののの貨物貨物貨物貨物についてはについてはについてはについては、、、、これをこれをこれをこれを発行発行発行発行しませんしませんしませんしません。。。。    

    一一一一    貴重品及貴重品及貴重品及貴重品及びびびび危険品危険品危険品危険品    

    二二二二    植木類植木類植木類植木類、、、、苗及苗及苗及苗及びびびび生花生花生花生花    

    三三三三    動物動物動物動物    

    四四四四    活鮮魚介類活鮮魚介類活鮮魚介類活鮮魚介類そのそのそのその他腐敗又他腐敗又他腐敗又他腐敗又はははは変質変質変質変質しやすいものしやすいものしやすいものしやすいもの    

    五五五五    流動物流動物流動物流動物（（（（    酒類酒類酒類酒類、、、、酢類酢類酢類酢類、、、、醤油醤油醤油醤油、、、、清涼飲料及清涼飲料及清涼飲料及清涼飲料及びびびび発火又発火又発火又発火又はははは引火等引火等引火等引火等のののの危険性危険性危険性危険性のないのないのないのない油類油類油類油類をををを除除除除くくくく。）。）。）。）    

    六六六六    汚汚汚汚わいわいわいわい品品品品    

    七七七七    品代金取立品代金取立品代金取立品代金取立てのてのてのての委託委託委託委託をををを受受受受けたけたけたけた貨物貨物貨物貨物    

    八八八八    ばらばらばらばら積貨物積貨物積貨物積貨物    

（（（（    動物等動物等動物等動物等のののの運送運送運送運送））））    

第十四条第十四条第十四条第十四条    当店当店当店当店はははは、、、、動物動物動物動物そのそのそのその他特殊他特殊他特殊他特殊なななな管理管理管理管理をををを要要要要するするするする貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送をををを引受引受引受引受けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人にににに

対対対対してしてしてして次次次次にににに掲掲掲掲げることをげることをげることをげることを請求請求請求請求することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

    一一一一    当店当店当店当店においてにおいてにおいてにおいて、、、、集貨集貨集貨集貨、、、、持持持持込込込込みみみみ又又又又はははは受取受取受取受取のののの日時日時日時日時をををを指定指定指定指定することすることすることすること。。。。    

    二二二二    当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの運送運送運送運送につきにつきにつきにつき、、、、付添人付添人付添人付添人をををを付付付付することすることすることすること。。。。    

（（（（    危険品危険品危険品危険品についてのについてのについてのについての特則特則特則特則））））    

第十五条第十五条第十五条第十五条    荷送人荷送人荷送人荷送人はははは、、、、爆発爆発爆発爆発、、、、発火発火発火発火そのそのそのその他運送上他運送上他運送上他運送上のののの危険危険危険危険をををを生生生生ずるおそれのあるずるおそれのあるずるおそれのあるずるおそれのある貨物貨物貨物貨物についてはについてはについてはについては、、、、あらかじあらかじあらかじあらかじ

めめめめ、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを当店当店当店当店にににに明告明告明告明告しししし、、、、かつかつかつかつ、、、、これらのこれらのこれらのこれらの事項事項事項事項をををを当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの外部外部外部外部のののの見見見見やすいやすいやすいやすい箇所箇所箇所箇所にににに明記明記明記明記しなければしなければしなければしなければ

なりませんなりませんなりませんなりません。。。。    

（（（（    連絡運輸又連絡運輸又連絡運輸又連絡運輸又はははは利用運送利用運送利用運送利用運送））））    

第十六条第十六条第十六条第十六条    当店当店当店当店はははは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人のののの利益利益利益利益をををを害害害害しないしないしないしない限限限限りりりり、、、、引引引引きききき受受受受けたけたけたけた貨物貨物貨物貨物をををを他他他他のののの運送機関運送機関運送機関運送機関とととと連絡連絡連絡連絡してしてしてして、、、、又又又又はははは他他他他

のののの貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業者のののの行行行行うううう運送若運送若運送若運送若しくはしくはしくはしくは他他他他のののの運送機関運送機関運送機関運送機関をををを利用利用利用利用してしてしてして運送運送運送運送することがありますることがありますることがありますることがありますすすす。。。。    



        

第三節第三節第三節第三節    積込積込積込積込みみみみ又又又又はははは取卸取卸取卸取卸しししし    

（（（（    積込積込積込積込みみみみ又又又又はははは取卸取卸取卸取卸しししし））））    

第十七条第十七条第十七条第十七条    貨物貨物貨物貨物のののの積込積込積込積込みみみみ又又又又はははは取卸取卸取卸取卸しはしはしはしは、、、、当店当店当店当店のののの責任責任責任責任においてこれをにおいてこれをにおいてこれをにおいてこれを行行行行いますいますいますいます。。。。    

２２２２        シートシートシートシート、、、、ロープロープロープロープ、、、、建木建木建木建木、、、、台木台木台木台木、、、、充充充充てんてんてんてん物物物物そのそのそのその他他他他のののの積付用品積付用品積付用品積付用品はははは、、、、通常貨物自動車運送事業者通常貨物自動車運送事業者通常貨物自動車運送事業者通常貨物自動車運送事業者がががが備備備備えてえてえてえて

いるものをいるものをいるものをいるものを除除除除きききき、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人のののの負担負担負担負担としますとしますとしますとします。。。。    

        

第四節第四節第四節第四節    貨物貨物貨物貨物のののの受取及受取及受取及受取及びびびび引渡引渡引渡引渡しししし    

（（（（    受取及受取及受取及受取及びびびび引渡引渡引渡引渡しのしのしのしの場所場所場所場所））））    

第十八条第十八条第十八条第十八条    当店当店当店当店はははは、、、、運送状運送状運送状運送状にににに記載記載記載記載されされされされ、、、、又又又又はははは明告明告明告明告されたされたされたされた集貨先又集貨先又集貨先又集貨先又はははは発送地発送地発送地発送地においてにおいてにおいてにおいて荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷送人荷送人荷送人荷送人のののの

指定指定指定指定するするするする者者者者からからからから貨物貨物貨物貨物をををを受取受取受取受取りりりり、、、、運送状運送状運送状運送状にににに記載記載記載記載されされされされ、、、、又又又又はははは明告明告明告明告されたされたされたされた配達先又配達先又配達先又配達先又はははは到達地到達地到達地到達地においにおいにおいにおいてててて荷受人荷受人荷受人荷受人

又又又又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人のののの指定指定指定指定するするするする者者者者にににに貨物貨物貨物貨物をををを引引引引きききき渡渡渡渡しますしますしますします。。。。    

（（（（    管理者等管理者等管理者等管理者等にににに対対対対するするするする引渡引渡引渡引渡しししし））））    

第十九条第十九条第十九条第十九条    当店当店当店当店はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当該各号当該各号当該各号当該各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者にににに対対対対するするするする貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しをもってしをもってしをもってしをもって荷荷荷荷

受人受人受人受人にににに対対対対するするするする引渡引渡引渡引渡しとみなしますしとみなしますしとみなしますしとみなします。。。。    

    一一一一    荷受人荷受人荷受人荷受人がががが引渡先引渡先引渡先引渡先にににに不在不在不在不在のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその引渡先引渡先引渡先引渡先におけるにおけるにおけるにおける同居者同居者同居者同居者、、、、従業員又従業員又従業員又従業員又はこれにはこれにはこれにはこれに準準準準ずるずるずるずる者者者者    

    二二二二    船舶船舶船舶船舶、、、、寄宿舎寄宿舎寄宿舎寄宿舎、、、、旅館等旅館等旅館等旅館等がががが引渡先引渡先引渡先引渡先のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその管理者又管理者又管理者又管理者又はこれにはこれにはこれにはこれに準準準準ずるずるずるずる者者者者    

（（（（    留置権留置権留置権留置権のののの行使行使行使行使））））    

第二十条第二十条第二十条第二十条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物にににに関関関関しししし受受受受けけけけ取取取取るべきるべきるべきるべき運賃運賃運賃運賃、、、、料金等又料金等又料金等又料金等又はははは品代金等品代金等品代金等品代金等のののの支払支払支払支払をををを受受受受けなければけなければけなければけなければ、、、、当該貨当該貨当該貨当該貨

物物物物のののの引渡引渡引渡引渡しをしませんしをしませんしをしませんしをしません。。。。    

２２２２        商人商人商人商人であるであるであるである荷送人荷送人荷送人荷送人がががが、、、、そのそのそのその営業営業営業営業のためにのためにのためにのために当店当店当店当店とととと締結締結締結締結したしたしたした運送契約運送契約運送契約運送契約についてについてについてについて、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを所定期所定期所定期所定期

日日日日までにまでにまでにまでに支払支払支払支払わなかったときはわなかったときはわなかったときはわなかったときは、、、、当店当店当店当店はははは、、、、そのそのそのその支払支払支払支払をををを受受受受けなければけなければけなければけなければ、、、、当該荷送人当該荷送人当該荷送人当該荷送人とのとのとのとの運送契約運送契約運送契約運送契約によっによっによっによっ

てててて当店当店当店当店がががが占有占有占有占有するするするする荷送人所有荷送人所有荷送人所有荷送人所有のののの貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しをしないことがありますしをしないことがありますしをしないことがありますしをしないことがあります。。。。    

（（（（    貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの受戻証券性受戻証券性受戻証券性受戻証券性））））    

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証をををを発行発行発行発行したときはしたときはしたときはしたときは、、、、これとこれとこれとこれと引換引換引換引換えでなければえでなければえでなければえでなければ、、、、貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しをしませしをしませしをしませしをしませ

んんんん。。。。    

２２２２        貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人がががが貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証をををを喪失喪失喪失喪失したときはしたときはしたときはしたときは、、、、そのそのそのその者者者者がががが公示催告公示催告公示催告公示催告のののの申立申立申立申立てをしてをしてをしてをし、、、、かつかつかつかつ、、、、そのそのそのその

貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの正当正当正当正当なななな権利者権利者権利者権利者であることをであることをであることをであることを示示示示ししししてててて相当相当相当相当のののの担保担保担保担保をををを提供提供提供提供したしたしたした後後後後でなければでなければでなければでなければ、、、、当店当店当店当店はははは当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物

のののの引渡引渡引渡引渡しをしませんしをしませんしをしませんしをしません。。。。    

３３３３        前項前項前項前項のののの担保担保担保担保はははは、、、、除権判決除権判決除権判決除権判決のののの確定後確定後確定後確定後、、、、これをこれをこれをこれを返還返還返還返還しますしますしますします。。。。    

（（（（    指図指図指図指図のののの催告催告催告催告））））    

第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条    当店当店当店当店はははは、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人をををを確知確知確知確知することができないすることができないすることができないすることができない場合場合場合場合はははは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人にににに対対対対しししし、、、、相当相当相当相当のののの期間期間期間期間

をををを定定定定めめめめ貨物貨物貨物貨物のののの処分処分処分処分につきにつきにつきにつき指図指図指図指図すべきことをすべきことをすべきことをすべきことを催告催告催告催告することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、次次次次のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人にににに対対対対しししし、、、、相当相当相当相当のののの期間期間期間期間をををを定定定定めめめめ、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの受取受取受取受取をををを催告催告催告催告しししし、、、、

そのそのそのその期間経過期間経過期間経過期間経過のののの後後後後、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人にににに対対対対しししし、、、、前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする指図指図指図指図とととと同同同同じじじじ内容内容内容内容のののの催告催告催告催告をすることがありをすることがありをすることがありをすることがあり

ますますますます。。。。    

    一一一一    貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しについてのしについてのしについてのしについての争争争争いがあるときいがあるときいがあるときいがあるとき。。。。    

    二二二二    荷受人荷受人荷受人荷受人がががが、、、、貨物貨物貨物貨物のののの受取受取受取受取をををを怠怠怠怠りりりり、、、、若若若若しくはしくはしくはしくは拒拒拒拒みみみみ、、、、又又又又はそのはそのはそのはその他他他他のののの理由理由理由理由によりこれをによりこれをによりこれをによりこれを受受受受けけけけ取取取取ることがでることがでることがでることがで

きないとききないとききないとききないとき。。。。    

（（（（    引渡不能引渡不能引渡不能引渡不能のののの貨物貨物貨物貨物のののの寄託寄託寄託寄託））））    

第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条    当店当店当店当店はははは、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人をををを確知確知確知確知することができないすることができないすることができないすることができない場合又場合又場合又場合又はははは前条第二項各号前条第二項各号前条第二項各号前条第二項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、荷荷荷荷



受人受人受人受人のののの費用費用費用費用をもってをもってをもってをもって、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物をををを倉庫営業者倉庫営業者倉庫営業者倉庫営業者にににに寄託寄託寄託寄託することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより貨物貨物貨物貨物のののの寄託寄託寄託寄託をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人にににに対対対対しししし

てててて通知通知通知通知しますしますしますします。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより貨物貨物貨物貨物をををを寄託寄託寄託寄託したしたしたした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、倉庫証券倉庫証券倉庫証券倉庫証券をををを作作作作らせたらせたらせたらせたときはときはときはときは、、、、そのそのそのその証券証券証券証券

のののの交付交付交付交付をもってをもってをもってをもって貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しにしにしにしに代代代代えることがありますえることがありますえることがありますえることがあります。。。。    

４４４４        当店当店当店当店はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより寄託寄託寄託寄託をしたをしたをしたをした貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しのしのしのしの請求請求請求請求があったがあったがあったがあった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物につにつにつにつ

いていていていて倉庫証券倉庫証券倉庫証券倉庫証券をををを作作作作らせたときはらせたときはらせたときはらせたときは、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等及料金等及料金等及料金等及びびびび寄託寄託寄託寄託にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用のののの弁済弁済弁済弁済をををを受受受受けるまでけるまでけるまでけるまで、、、、当該倉庫当該倉庫当該倉庫当該倉庫

証券証券証券証券をををを留置留置留置留置することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

（（（（    引渡不能引渡不能引渡不能引渡不能のののの貨物貨物貨物貨物のののの供託供託供託供託））））    

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条    当店当店当店当店はははは、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人をををを確知確知確知確知することができないすることができないすることができないすることができない場合又場合又場合又場合又はははは第二十二条第二項各号第二十二条第二項各号第二十二条第二項各号第二十二条第二項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合にににに

はははは、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物をををを供託供託供託供託することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより貨物貨物貨物貨物のののの供託供託供託供託をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人にににに対対対対しししし

てててて通知通知通知通知しますしますしますします。。。。    

（（（（    引渡不能引渡不能引渡不能引渡不能のののの貨物貨物貨物貨物のののの競売競売競売競売））））    

第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条    当店当店当店当店はははは、、、、第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより荷送人荷送人荷送人荷送人にににに対対対対してしてしてして指図指図指図指図すべきことをすべきことをすべきことをすべきことを求求求求めためためためた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、

荷送人荷送人荷送人荷送人がががが指図指図指図指図しないときはしないときはしないときはしないときは、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物をををを競売競売競売競売することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより貨物貨物貨物貨物のののの競売競売競売競売をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人にににに対対対対しししし

てててて通知通知通知通知しますしますしますします。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより競売競売競売競売をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、そのそのそのその代価代価代価代価のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をををを運賃運賃運賃運賃、、、、料金等並料金等並料金等並料金等並びにびにびにびに指指指指

図図図図のののの請求及請求及請求及請求及びびびび競売競売競売競売にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用にににに充当充当充当充当しししし、、、、不足不足不足不足があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人にそのにそのにそのにその支払支払支払支払いをいをいをいを請求請求請求請求しししし、、、、余剰余剰余剰余剰がががが

あるときはあるときはあるときはあるときは、、、、これをこれをこれをこれを荷送人荷送人荷送人荷送人にににに交付交付交付交付しししし、、、、又又又又はははは供託供託供託供託しますしますしますします。。。。    

（（（（    引渡不能引渡不能引渡不能引渡不能のののの貨物貨物貨物貨物のののの任意売却任意売却任意売却任意売却））））    

第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条    当店当店当店当店はははは、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人をををを確知確知確知確知することができないすることができないすることができないすることができない場合又場合又場合又場合又はははは第二十二条第二項各号第二十二条第二項各号第二十二条第二項各号第二十二条第二項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合にににに

おいておいておいておいて、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物がががが腐敗又腐敗又腐敗又腐敗又はははは変質変質変質変質しやすいものであってしやすいものであってしやすいものであってしやすいものであって、、、、第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条のののの手続手続手続手続をとるいとまがないときをとるいとまがないときをとるいとまがないときをとるいとまがないとき

はははは、、、、そのそのそのその手続手続手続手続によらずによらずによらずによらず、、、、公正公正公正公正なななな第三者第三者第三者第三者をををを立立立立ちちちち会会会会わせてわせてわせてわせて、、、、これをこれをこれをこれを売却売却売却売却することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる売却売却売却売却にはにはにはには、、、、前条第二項及前条第二項及前条第二項及前条第二項及びびびび第三項第三項第三項第三項のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用しますしますしますします。。。。    

        

第五節第五節第五節第五節    指図指図指図指図    

（（（（    貨物貨物貨物貨物のののの処分権処分権処分権処分権））））    

第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条    荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人はははは、、、、当当当当店店店店にににに対対対対しししし、、、、貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送のののの中止中止中止中止、、、、返送返送返送返送、、、、転送転送転送転送そのそのそのその他他他他のののの

処分処分処分処分につきにつきにつきにつき指図指図指図指図することができますすることができますすることができますすることができます。。。。    

２２２２        前項前項前項前項にににに規定規定規定規定するするするする荷送人荷送人荷送人荷送人のののの権利権利権利権利はははは、、、、貨物貨物貨物貨物がががが到達地到達地到達地到達地にににに達達達達したしたしたした後荷受人後荷受人後荷受人後荷受人がそのがそのがそのがその引渡引渡引渡引渡しをしをしをしを請求請求請求請求したときはしたときはしたときはしたときは、、、、

消滅消滅消滅消滅しますしますしますします。。。。    

３３３３        第一項第一項第一項第一項のののの指図指図指図指図をするをするをするをする場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当店当店当店当店がががが要求要求要求要求したときはしたときはしたときはしたときは、、、、指図書指図書指図書指図書をををを提出提出提出提出しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

４４４４        貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの指図指図指図指図をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする場合場合場合場合はははは、、、、当該貨物引換証当該貨物引換証当該貨物引換証当該貨物引換証をををを提示提示提示提示しなければなしなければなしなければなしなければな

りませんりませんりませんりません。。。。    

（（（（    指図指図指図指図にににに応応応応じないじないじないじない場合場合場合場合））））    

第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条    当店当店当店当店はははは、、、、運送上運送上運送上運送上のののの支障支障支障支障がががが生生生生じるおそれがあるとじるおそれがあるとじるおそれがあるとじるおそれがあると認認認認めるめるめるめる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、前条第一項前条第一項前条第一項前条第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる

指図指図指図指図にににに応応応応じないことがありますじないことがありますじないことがありますじないことがあります。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、指図指図指図指図にににに応応応応じないときはじないときはじないときはじないときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人にににに

通知通知通知通知しますしますしますします。。。。    



    

第六節第六節第六節第六節    事故事故事故事故    

（（（（    事故事故事故事故のののの際際際際のののの措置措置措置措置））））    

第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条    当店当店当店当店はははは、、、、次次次次のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくなくなくなく、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人にににに対対対対しししし、、、、相当相当相当相当のののの期間期間期間期間をををを

定定定定めめめめ、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの処分処分処分処分につきにつきにつきにつき指図指図指図指図をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    

    一一一一    貨物貨物貨物貨物のののの著著著著しいしいしいしい滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損損損損そのそのそのその他他他他のののの損害損害損害損害をををを発見発見発見発見したしたしたした時時時時。。。。    

    二二二二    当初当初当初当初のののの運送経路又運送経路又運送経路又運送経路又はははは運送方法運送方法運送方法運送方法によることができなによることができなによることができなによることができなくなったときくなったときくなったときくなったとき。。。。    

    三三三三    相当相当相当相当のののの期間期間期間期間、、、、当該運送当該運送当該運送当該運送をををを中断中断中断中断せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないときないときないときないとき。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項各号前項各号前項各号前項各号のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、指図指図指図指図をまついとまがないときをまついとまがないときをまついとまがないときをまついとまがないとき又又又又はははは当店当店当店当店のののの定定定定めためためためた期間内期間内期間内期間内にににに前項前項前項前項のののの

指図指図指図指図がないときはがないときはがないときはがないときは、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人のののの利益利益利益利益のためにのためにのためにのために、、、、当店当店当店当店のののの裁量裁量裁量裁量によってによってによってによって、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物

のののの運送運送運送運送のののの中止若中止若中止若中止若しくはしくはしくはしくは返送又返送又返送又返送又はははは運送経路若運送経路若運送経路若運送経路若しくはしくはしくはしくは運送方法運送方法運送方法運送方法のののの変更変更変更変更そのそのそのその他他他他のののの適切適切適切適切なななな処分処分処分処分をすることがあをすることがあをすることがあをすることがあ

りますりますりますります。。。。    

３３３３        第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる指図指図指図指図にはにはにはには、、、、前条前条前条前条のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用しますしますしますします。。。。    

（（（（    危険品等危険品等危険品等危険品等のののの処分処分処分処分））））    

第三十条第三十条第三十条第三十条    当店当店当店当店はははは、、、、第十五条第十五条第十五条第十五条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる明告及明告及明告及明告及びびびび明記明記明記明記をしなかったをしなかったをしなかったをしなかった爆発爆発爆発爆発、、、、発火発火発火発火そのそのそのその他運送上他運送上他運送上他運送上のののの危険危険危険危険をををを

生生生生ずるおそれのあるずるおそれのあるずるおそれのあるずるおそれのある貨物貨物貨物貨物についてについてについてについて、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ、、、、いつでもそのいつでもそのいつでもそのいつでもその取卸取卸取卸取卸しししし、、、、破棄破棄破棄破棄そのそのそのその他運送上他運送上他運送上他運送上のののの危険危険危険危険をををを除除除除

去去去去するためのするためのするためのするための処分処分処分処分をすることができますをすることができますをすることができますをすることができます。。。。同条同条同条同条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる明告及明告及明告及明告及びびびび明記明記明記明記をしたをしたをしたをした場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該当該当該当該

貨物貨物貨物貨物がががが他他他他にににに損害損害損害損害をををを及及及及ぼすおそれをぼすおそれをぼすおそれをぼすおそれを生生生生じたときもじたときもじたときもじたときも同様同様同様同様としますとしますとしますとします。。。。    

２２２２        前項前段前項前段前項前段前項前段のののの処分処分処分処分にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用はははは、、、、すべてすべてすべてすべて荷送人荷送人荷送人荷送人のののの負担負担負担負担としますとしますとしますとします。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる処分処分処分処分をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、遅滞遅滞遅滞遅滞なくそのなくそのなくそのなくその旨旨旨旨をををを荷送人荷送人荷送人荷送人にににに通知通知通知通知しますしますしますします。。。。    

（（（（    事故証明書事故証明書事故証明書事故証明書のののの発行発行発行発行））））    

第三十一条第三十一条第三十一条第三十一条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの全部滅失全部滅失全部滅失全部滅失にににに関関関関しししし証明証明証明証明のののの請求請求請求請求があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡期間期間期間期間のののの満了満了満了満了のののの

日日日日からからからから一月以内一月以内一月以内一月以内にににに限限限限りりりり、、、、事故証明書事故証明書事故証明書事故証明書をををを発行発行発行発行しますしますしますします。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの一部滅失一部滅失一部滅失一部滅失、、、、きききき損又損又損又損又はははは延着延着延着延着にににに関関関関しししし、、、、そのそのそのその数量数量数量数量、、、、状態又状態又状態又状態又はははは引渡引渡引渡引渡しのしのしのしの日時日時日時日時につきにつきにつきにつき証明証明証明証明のののの請請請請

求求求求があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの引渡引渡引渡引渡しのしのしのしの日日日日にににに限限限限りりりり、、、、事故証明書事故証明書事故証明書事故証明書をををを発行発行発行発行しますしますしますします。。。。ただしただしただしただし、、、、特別特別特別特別のののの事情事情事情事情がががが

あるあるあるある場合場合場合場合はははは、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの引渡引渡引渡引渡しのしのしのしの日以降日以降日以降日以降においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、発行発行発行発行することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

    

第七節第七節第七節第七節    運賃及運賃及運賃及運賃及びびびび料金料金料金料金    

（（（（    運賃及運賃及運賃及運賃及びびびび料金料金料金料金））））    

第三十二条第三十二条第三十二条第三十二条    運賃及運賃及運賃及運賃及びびびび料金並料金並料金並料金並びにそのびにそのびにそのびにその適用方法適用方法適用方法適用方法はははは、、、、当店当店当店当店がががが定定定定めるめるめるめる運賃料金表運賃料金表運賃料金表運賃料金表によりますによりますによりますによります。。。。    

２２２２        個人個人個人個人をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした運賃及運賃及運賃及運賃及びびびび料金並料金並料金並料金並びにそのびにそのびにそのびにその適用方法適用方法適用方法適用方法はははは、、、、営業所営業所営業所営業所そのそのそのその他他他他のののの事業所事業所事業所事業所のののの店頭店頭店頭店頭にににに掲示掲示掲示掲示しますしますしますします。。。。    

（（（（    運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの収受方法収受方法収受方法収受方法））））    

第三十三条第三十三条第三十三条第三十三条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物をををを受受受受けけけけ取取取取るときまでにるときまでにるときまでにるときまでに、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人からからからから運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを収受収受収受収受しますしますしますします。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの額額額額がががが確定確定確定確定しないときはしないときはしないときはしないときは、、、、そのそのそのその概算額概算額概算額概算額のののの前渡前渡前渡前渡しをしをしをしを受受受受けけけけ、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、

料金等料金等料金等料金等のののの確定後荷送人確定後荷送人確定後荷送人確定後荷送人にににに対対対対しししし、、、、そのそのそのその過不足過不足過不足過不足をををを払払払払いいいい戻戻戻戻しししし、、、、又又又又はははは追徴追徴追徴追徴しますしますしますします。。。。    

３３３３        当店当店当店当店はははは、、、、第一項第一項第一項第一項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、貨物貨物貨物貨物をををを引引引引きききき渡渡渡渡すときまでにすときまでにすときまでにすときまでに、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを荷受人荷受人荷受人荷受人からからからから収受収受収受収受

することをすることをすることをすることを認認認認めることがありますめることがありますめることがありますめることがあります。。。。    

（（（（車両留置料車両留置料車両留置料車両留置料））））    

第三十三条第三十三条第三十三条第三十三条のののの二二二二    当店当店当店当店はははは、、、、車両車両車両車両がががが貨物貨物貨物貨物のののの発地又発地又発地又発地又はははは着地着地着地着地にににに到着後到着後到着後到着後、、、、荷送荷送荷送荷送人又人又人又人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人のののの責責責責によりによりによりにより留置留置留置留置されされされされ

たたたた時間時間時間時間（（（（貨物貨物貨物貨物のののの積込積込積込積込みみみみ又又又又はははは取卸取卸取卸取卸しのしのしのしの時間時間時間時間をををを含含含含むむむむ。）。）。）。）にににに応応応応じてじてじてじて、、、、当店当店当店当店がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる車両留置料車両留置料車両留置料車両留置料をををを収受収受収受収受しししし

ますますますます。。。。    



（（（（    延滞料延滞料延滞料延滞料））））    

第三十四条第三十四条第三十四条第三十四条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物をををを引引引引きききき渡渡渡渡したときまでにしたときまでにしたときまでにしたときまでに、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人がががが運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを支払支払支払支払わなかっわなかっわなかっわなかっ

たときはたときはたときはたときは、、、、貨物貨物貨物貨物をををを引引引引きききき渡渡渡渡したしたしたした日日日日のののの翌日翌日翌日翌日からからからから運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの支払支払支払支払をををを受受受受けたけたけたけた日日日日までのまでのまでのまでの期間期間期間期間にににに対対対対しししし、、、、年利十年利十年利十年利十

四四四四....五五五五パーセントパーセントパーセントパーセントのののの割合割合割合割合でででで、、、、延滞料延滞料延滞料延滞料のののの支払支払支払支払をををを請求請求請求請求することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

（（（（    運賃請求権運賃請求権運賃請求権運賃請求権））））    

第三十五条第三十五条第三十五条第三十五条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部がががが天災天災天災天災そのそのそのその他他他他やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない事由又事由又事由又事由又はははは当店当店当店当店がががが責任責任責任責任をををを負負負負うううう事由事由事由事由にににに

よりよりよりより滅失滅失滅失滅失したしたしたしたときはときはときはときは、、、、そのそのそのその運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを請求請求請求請求しませんしませんしませんしません。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当店当店当店当店はははは既既既既にににに運賃運賃運賃運賃、、、、料金料金料金料金

等等等等のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をををを収受収受収受収受しているときはしているときはしているときはしているときは、、、、これをこれをこれをこれを払払払払いいいい戻戻戻戻しますしますしますします。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部がそのがそのがそのがその性質若性質若性質若性質若しくはしくはしくはしくは欠陥又欠陥又欠陥又欠陥又はははは荷送人荷送人荷送人荷送人のののの責任責任責任責任によるによるによるによる事由事由事由事由によってによってによってによって滅失滅失滅失滅失しししし

たときはたときはたときはたときは、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの全額全額全額全額をををを収受収受収受収受しますしますしますします。。。。    

（（（（    事故等事故等事故等事故等とととと運賃運賃運賃運賃、、、、料金料金料金料金））））    

第三十六条第三十六条第三十六条第三十六条    当店当店当店当店はははは、、、、第二十七条及第二十七条及第二十七条及第二十七条及びびびび第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより処分処分処分処分をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、そのそのそのその処分処分処分処分にににに応応応応じてじてじてじて、、、、

又又又又はははは既既既既にににに行行行行ったったったった運送運送運送運送のののの割合割合割合割合にににに応応応応じてじてじてじて、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを収受収受収受収受しますしますしますします。。。。ただしただしただしただし、、、、既既既既にそのにそのにそのにその貨物貨物貨物貨物についてについてについてについて運運運運

賃賃賃賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの全部又全部又全部又全部又はははは一部一部一部一部をををを収収収収受受受受しているしているしているしている場合場合場合場合にはにはにはには、、、、不足不足不足不足があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人にそのにそのにそのにその支支支支

払払払払をををを請求請求請求請求しししし、、、、余剰余剰余剰余剰があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、これをこれをこれをこれを荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人にににに払払払払いいいい戻戻戻戻しますしますしますします。。。。    

（（（（    中止手数料中止手数料中止手数料中止手数料））））    

第三十七条第三十七条第三十七条第三十七条    当店当店当店当店はははは、、、、運送運送運送運送のののの中止中止中止中止のののの指図指図指図指図にににに応応応応じたじたじたじた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの所持人所持人所持人所持人がががが責任責任責任責任をををを負負負負

わないわないわないわない事由事由事由事由によるときをによるときをによるときをによるときを除除除除いていていていて、、、、中止手数料中止手数料中止手数料中止手数料をををを請求請求請求請求することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。ただしただしただしただし、、、、荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは貨物引貨物引貨物引貨物引

換証換証換証換証のののの所持人所持人所持人所持人がががが、、、、貨物貨物貨物貨物のののの積込積込積込積込みのみのみのみの行行行行われるべきであったわれるべきであったわれるべきであったわれるべきであった日日日日のののの前日前日前日前日までにまでにまでにまでに運送運送運送運送のののの中止中止中止中止をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、ここここ

のののの限限限限りではありませんりではありませんりではありませんりではありません。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの中止手数料中止手数料中止手数料中止手数料はははは、、、、次次次次のののの各号各号各号各号のとおりとしますのとおりとしますのとおりとしますのとおりとします。。。。    

    一一一一    積合積合積合積合せせせせ貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、一運送契約一運送契約一運送契約一運送契約につきにつきにつきにつき五百円五百円五百円五百円    

    二二二二    貸切貸切貸切貸切りりりり貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、使用予定車両使用予定車両使用予定車両使用予定車両がががが普通車普通車普通車普通車であるであるであるである場合場合場合場合はははは一両一両一両一両につきにつきにつきにつき三千五百円三千五百円三千五百円三千五百円、、、、小型小型小型小型

車車車車であるであるであるである場合場合場合場合はははは、、、、一両一両一両一両につきにつきにつきにつき二千五百円二千五百円二千五百円二千五百円    

    

第八節第八節第八節第八節    責任責任責任責任    

（（（（    責任責任責任責任のののの始期始期始期始期））））    

第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条    当店当店当店当店のののの貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損損損損についてのについてのについてのについての責任責任責任責任はははは、、、、貨物貨物貨物貨物をををを荷送人荷送人荷送人荷送人からからからから受受受受けけけけ取取取取ったったったった時時時時にににに始始始始まりますまりますまりますまります。。。。    

（（（（    責任責任責任責任とととと挙証挙証挙証挙証））））    

第三十九条第三十九条第三十九条第三十九条    当店当店当店当店はははは、、、、自己又自己又自己又自己又はははは使用人使用人使用人使用人そのそのそのその他運送他運送他運送他運送のためにのためにのためにのために使用使用使用使用したしたしたした者者者者がががが貨物貨物貨物貨物のののの受取受取受取受取、、、、引渡引渡引渡引渡しししし、、、、保管及保管及保管及保管及びびびび

運送運送運送運送にににに関関関関しししし注意注意注意注意をををを怠怠怠怠らなかったことをらなかったことをらなかったことをらなかったことを証明証明証明証明しないしないしないしない限限限限りりりり、、、、貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損又損又損又損又はははは延着延着延着延着についてについてについてについて損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償

のののの責任責任責任責任をををを負負負負いますいますいますいます。。。。    

（（（（    コンテナコンテナコンテナコンテナ貨物貨物貨物貨物のののの責任責任責任責任））））    

第四十条第四十条第四十条第四十条    前条前条前条前条のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、コンテナコンテナコンテナコンテナにににに詰詰詰詰められためられためられためられた貨物貨物貨物貨物であってであってであってであって当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの積卸積卸積卸積卸しのしのしのしの方法等方法等方法等方法等がががが

次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合にににに該当該当該当該当するもののするもののするもののするものの滅失又滅失又滅失又滅失又はきはきはきはき損損損損についてについてについてについて、、、、当店当店当店当店にににに対対対対しししし損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの請求請求請求請求をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする

者者者者はははは、、、、そのそのそのその損害損害損害損害がががが当店又当店又当店又当店又はそのはそのはそのはその使用人使用人使用人使用人そのそのそのその他運送他運送他運送他運送のためにのためにのためにのために使用使用使用使用したしたしたした者者者者のののの故意又故意又故意又故意又はははは過失過失過失過失によるものであによるものであによるものであによるものであ

ることをることをることをることを証明証明証明証明しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

    一一一一    荷送人荷送人荷送人荷送人がががが貨物貨物貨物貨物をををを詰詰詰詰めたものであることめたものであることめたものであることめたものであること。。。。    

    二二二二    コンテナコンテナコンテナコンテナのののの封印封印封印封印にににに異常異常異常異常がないがないがないがない状態状態状態状態でででで到着到着到着到着していることしていることしていることしていること。。。。    

（（（（    特殊特殊特殊特殊なななな管理管理管理管理をををを要要要要するするするする貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送のののの責任責任責任責任））））    

第四十一条第四十一条第四十一条第四十一条    当店当店当店当店はははは、、、、動物動物動物動物そのそのそのその他特殊他特殊他特殊他特殊なななな管理管理管理管理をををを要要要要するするするする貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送についてについてについてについて、、、、第十四条第二号第十四条第二号第十四条第二号第十四条第二号のののの規定規定規定規定にににに基基基基



づきづきづきづき付添人付添人付添人付添人がががが付付付付されたされたされたされた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの特殊特殊特殊特殊なななな管理管理管理管理についてについてについてについて責任責任責任責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。    

（（（（    荷送人荷送人荷送人荷送人のののの申告等申告等申告等申告等のののの責任責任責任責任））））    

第四十二条第四十二条第四十二条第四十二条    当店当店当店当店はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの内容内容内容内容をををを容易容易容易容易にににに知知知知ることができないものについてることができないものについてることができないものについてることができないものについて、、、、運送状運送状運送状運送状のののの記載又記載又記載又記載又はははは荷送人荷送人荷送人荷送人

のののの申告申告申告申告によりによりによりにより運送受託書運送受託書運送受託書運送受託書、、、、貨物発送通知書等貨物発送通知書等貨物発送通知書等貨物発送通知書等にににに品名品名品名品名、、、、品質品質品質品質、、、、重量重量重量重量、、、、容積又容積又容積又容積又はははは価額価額価額価額をををを記載記載記載記載したときはしたときはしたときはしたときは、、、、

そのそのそのその記載記載記載記載についてについてについてについて責任責任責任責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。    

（（（（    運送状等運送状等運送状等運送状等のののの記載記載記載記載のののの不完全等不完全等不完全等不完全等のののの責任責任責任責任））））    

第四十三条第四十三条第四十三条第四十三条    当店当店当店当店はははは、、、、運送状若運送状若運送状若運送状若しくはしくはしくはしくは外装表示等外装表示等外装表示等外装表示等のののの記載又記載又記載又記載又はははは荷送人荷送人荷送人荷送人のののの申告申告申告申告がががが不実又不実又不実又不実又はははは不不不不備備備備であったためであったためであったためであったため

にににに生生生生じたじたじたじた損害損害損害損害についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその責任責任責任責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当店当店当店当店がががが損害損害損害損害をををを被被被被ったときはったときはったときはったときは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人はそのはそのはそのはその損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

（（（（    免責免責免責免責））））    

第四十四条第四十四条第四十四条第四十四条    当店当店当店当店はははは、、、、次次次次のののの事由事由事由事由によるによるによるによる貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損損損損、、、、延着延着延着延着そのそのそのその他他他他のののの損害損害損害損害についてはについてはについてはについては、、、、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの責責責責

任任任任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。    

    一一一一    当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの欠陥欠陥欠陥欠陥、、、、自然自然自然自然のののの消耗消耗消耗消耗、、、、虫害又虫害又虫害又虫害又はははは鼠害鼠害鼠害鼠害    

    二二二二    当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物のののの性質性質性質性質によるによるによるによる発火発火発火発火、、、、爆発爆発爆発爆発、、、、むれむれむれむれ、、、、かびかびかびかび、、、、腐敗腐敗腐敗腐敗、、、、変色変色変色変色、、、、さびそのさびそのさびそのさびその他他他他これにこれにこれにこれに類似類似類似類似するするするする事由事由事由事由    

    三三三三    同盟罷業同盟罷業同盟罷業同盟罷業、、、、同盟怠業同盟怠業同盟怠業同盟怠業、、、、社会的騒擾社会的騒擾社会的騒擾社会的騒擾そのそのそのその他他他他のののの事変又事変又事変又事変又はははは強盗強盗強盗強盗    

    四四四四    不可抗力不可抗力不可抗力不可抗力によるによるによるによる火災火災火災火災    

    五五五五    地震地震地震地震、、、、津波津波津波津波、、、、高潮高潮高潮高潮、、、、大水大水大水大水、、、、暴風雨暴風雨暴風雨暴風雨、、、、地地地地すべりすべりすべりすべり、、、、山崩山崩山崩山崩れれれれ等等等等そのそのそのその他他他他のののの天災天災天災天災    

    六六六六    法令又法令又法令又法令又はははは公権力発動公権力発動公権力発動公権力発動によるによるによるによる運送運送運送運送のののの差止差止差止差止めめめめ、、、、開封開封開封開封、、、、没収没収没収没収、、、、差押差押差押差押ええええ又又又又はははは第三者第三者第三者第三者へのへのへのへの引渡引渡引渡引渡しししし    

    七七七七    荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人のののの故意又故意又故意又故意又はははは過失過失過失過失    

（（（（    高価品高価品高価品高価品にににに対対対対するするするする特則特則特則特則））））    

第四十五条第四十五条第四十五条第四十五条    高価品高価品高価品高価品についてはについてはについてはについては、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人がががが申込申込申込申込みをするにみをするにみをするにみをするに当当当当たりたりたりたり、、、、そのそのそのその種類及種類及種類及種類及びびびび価額価額価額価額をををを明告明告明告明告しなければしなければしなければしなければ、、、、

当店当店当店当店はははは損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの責任責任責任責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。    

（（（（    責任責任責任責任のののの特別消滅事由特別消滅事由特別消滅事由特別消滅事由））））    

第四十六条第四十六条第四十六条第四十六条    当店当店当店当店のののの貨物貨物貨物貨物のののの一部消滅又一部消滅又一部消滅又一部消滅又はきはきはきはき損損損損についてのについてのについてのについての責任責任責任責任はははは、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人がががが留保留保留保留保しないでしないでしないでしないで貨物貨物貨物貨物をををを受受受受けけけけ取取取取っっっっ

たときはたときはたときはたときは、、、、消滅消滅消滅消滅しますしますしますします。。。。ただしただしただしただし、、、、貨物貨物貨物貨物にににに直直直直ちにちにちにちに発見発見発見発見するこするこするこすることのできないきとのできないきとのできないきとのできないき損又損又損又損又はははは一部滅失一部滅失一部滅失一部滅失があったがあったがあったがあった場場場場

合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡しのしのしのしの日日日日からからからから二週間以内二週間以内二週間以内二週間以内にににに当店当店当店当店にににに対対対対してそのしてそのしてそのしてその通知通知通知通知をををを発発発発したときはしたときはしたときはしたときは、、、、このこのこのこの限限限限りでりでりでりで

はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの規定規定規定規定はははは、、、、当店当店当店当店にににに悪意悪意悪意悪意があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、これをこれをこれをこれを適用適用適用適用しませんしませんしませんしません。。。。    

（（（（    損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額））））    

第四十七条第四十七条第四十七条第四十七条    貨物貨物貨物貨物にににに全部滅失全部滅失全部滅失全部滅失があったがあったがあったがあった場合場合場合場合のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額はははは、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの引渡引渡引渡引渡すべきであったすべきであったすべきであったすべきであった日日日日のののの到達到達到達到達

地地地地のののの価額価額価額価額によってによってによってによって、、、、これをこれをこれをこれを定定定定めますめますめますめます。。。。    

２２２２        貨物貨物貨物貨物にににに一部滅失又一部滅失又一部滅失又一部滅失又はきはきはきはき損損損損があったがあったがあったがあった場合場合場合場合のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額はははは、、、、そのそのそのその引渡引渡引渡引渡しのあったしのあったしのあったしのあった日日日日におけるにおけるにおけるにおける引引引引きききき渡渡渡渡ささささ

れたれたれたれた貨物貨物貨物貨物とととと一部滅失又一部滅失又一部滅失又一部滅失又はきはきはきはき損損損損がなかったときのがなかったときのがなかったときのがなかったときの貨物貨物貨物貨物とのとのとのとの到達地到達地到達地到達地のののの価額価額価額価額のののの差額差額差額差額によってこれをによってこれをによってこれをによってこれを定定定定めますめますめますめます。。。。    

３３３３        第三十五条第一項第三十五条第一項第三十五条第一項第三十五条第一項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失のためのためのためのため荷送人又荷送人又荷送人又荷送人又はははは荷受人荷受人荷受人荷受人がががが支払支払支払支払うことをうことをうことをうことを要要要要しないしないしないしない運賃運賃運賃運賃、、、、

料金等料金等料金等料金等はははは、、、、前二項前二項前二項前二項のののの賠償額賠償額賠償額賠償額よりこれをよりこれをよりこれをよりこれを控除控除控除控除しますしますしますします。。。。    

４４４４        第一項及第一項及第一項及第一項及びびびび第二項第二項第二項第二項のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、貨物貨物貨物貨物のののの到達地到達地到達地到達地のののの価額又価額又価額又価額又はははは損害額損害額損害額損害額についてについてについてについて争争争争いがあるときはいがあるときはいがあるときはいがあるときは、、、、公公公公

平平平平なななな第三者第三者第三者第三者のののの鑑定又鑑定又鑑定又鑑定又はははは評価評価評価評価によりそのによりそのによりそのによりその額額額額をををを決定決定決定決定しますしますしますします。。。。    

５５５５        貨物貨物貨物貨物がががが延着延着延着延着したしたしたした場合場合場合場合のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額はははは、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの総額総額総額総額をををを限度限度限度限度としますとしますとしますとします。。。。    

第四十八条第四十八条第四十八条第四十八条    当店当店当店当店はははは、、、、前条前条前条前条のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、当店当店当店当店のののの悪意又悪意又悪意又悪意又はははは重大重大重大重大なななな過失過失過失過失によってによってによってによって貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損損損損

又又又又はははは延着延着延着延着をををを生生生生じじじじたときはたときはたときはたときは、、、、それによりそれによりそれによりそれにより生生生生じたじたじたじた一切一切一切一切のののの損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償しますしますしますします。。。。    

（（（（    時効時効時効時効））））    



第四十九条第四十九条第四十九条第四十九条    当店当店当店当店のののの責任責任責任責任はははは、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人がががが貨物貨物貨物貨物をををを受受受受けけけけ取取取取ったったったった日日日日からからからから一年一年一年一年をををを経過経過経過経過したときはしたときはしたときはしたときは、、、、時効時効時効時効によってによってによってによって消消消消

滅滅滅滅しますしますしますします。。。。    

２２２２        前項前項前項前項のののの期間期間期間期間はははは、、、、貨物貨物貨物貨物のののの全部滅失全部滅失全部滅失全部滅失のののの場合場合場合場合においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物をををを引渡引渡引渡引渡すべきであったすべきであったすべきであったすべきであった日日日日からこれをからこれをからこれをからこれを起起起起

算算算算しますしますしますします。。。。    

３３３３        前二項前二項前二項前二項のののの規定規定規定規定はははは、、、、当店当店当店当店にににに悪意悪意悪意悪意があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、これをこれをこれをこれを適用適用適用適用しませんしませんしませんしません。。。。    

（（（（    利用運送利用運送利用運送利用運送のののの際際際際のののの責任責任責任責任））））    

第五十条第五十条第五十条第五十条    当店当店当店当店がががが他他他他のののの貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業者貨物自動車運送事業者のののの行行行行うううう運送又運送又運送又運送又はははは他他他他のののの運送機関運送機関運送機関運送機関をををを利用利用利用利用してしてしてして運送運送運送運送をををを行行行行うううう場合場合場合場合にににに

おいてもおいてもおいてもおいても、、、、運送上運送上運送上運送上のののの責任責任責任責任はははは、、、、このこのこのこの約款約款約款約款によりによりによりにより当店当店当店当店がががが負負負負いますいますいますいます。。。。    

（（（（    賠償賠償賠償賠償にににに基基基基づくづくづくづく権利取得権利取得権利取得権利取得））））    

第五十一条第五十一条第五十一条第五十一条    当店当店当店当店がががが貨物貨物貨物貨物のののの全部全部全部全部のののの価額価額価額価額をををを賠償賠償賠償賠償したときはしたときはしたときはしたときは、、、、当店当店当店当店はははは、、、、当該貨物当該貨物当該貨物当該貨物にににに関関関関するするするする一切一切一切一切のののの権利権利権利権利をををを取得取得取得取得

しますしますしますします。。。。    

    

第九節第九節第九節第九節    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸    

（（（（    通通通通しししし運送状等運送状等運送状等運送状等））））    

第五十二条第五十二条第五十二条第五十二条    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸にににに係係係係るるるる貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送をををを当店当店当店当店がががが引引引引きききき受受受受けけけけ、、、、かつかつかつかつ、、、、最初最初最初最初のののの運送運送運送運送をををを行行行行うううう場合場合場合場合（（（（    以下以下以下以下このこのこのこの節節節節

においてにおいてにおいてにおいて「「「「連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合」」」」というというというという。）。）。）。）においてにおいてにおいてにおいて、、、、当店当店当店当店がががが運送状運送状運送状運送状をををを請求請求請求請求したときはしたときはしたときはしたときは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人はははは、、、、全運全運全運全運

送送送送についてのについてのについてのについての運送状運送状運送状運送状をををを提出提出提出提出しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

２２２２        連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当店当店当店当店はははは、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人からからからから貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証のののの請求請求請求請求があったがあったがあったがあった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当店当店当店当店はははは全運送全運送全運送全運送

についについについについてのてのてのての貨物引換証貨物引換証貨物引換証貨物引換証をををを発行発行発行発行しますしますしますします。。。。    

（（（（    運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの収受収受収受収受））））    

第五十三条第五十三条第五十三条第五十三条    当店当店当店当店はははは、、、、連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、貨物貨物貨物貨物をををを受受受受けけけけ取取取取るときまでにるときまでにるときまでにるときまでに、、、、全運送全運送全運送全運送についてのについてのについてのについての運賃運賃運賃運賃、、、、料金料金料金料金

等等等等をををを収受収受収受収受しますしますしますします。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、全運送全運送全運送全運送についてのについてのについてのについての運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等をををを、、、、最後最後最後最後のののの運送運送運送運送をををを行行行行ったったったった運送事運送事運送事運送事

業者業者業者業者がががが貨物貨物貨物貨物をををを引引引引きききき渡渡渡渡すときまでにすときまでにすときまでにすときまでに、、、、荷受人荷受人荷受人荷受人からからからから収受収受収受収受することをすることをすることをすることを認認認認めることがありますめることがありますめることがありますめることがあります。。。。    

３３３３        第一項第一項第一項第一項のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、運賃運賃運賃運賃、、、、料金等料金等料金等料金等のののの額額額額がががが確定確定確定確定しないときはしないときはしないときはしないときは、、、、第三十三条第二項第三十三条第二項第三十三条第二項第三十三条第二項のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用しししし

ますますますます。。。。    

（（（（    中間運送人中間運送人中間運送人中間運送人のののの権利権利権利権利））））    

第五十四条第五十四条第五十四条第五十四条    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当店当店当店当店よりよりよりより後後後後のののの運運運運送事業者送事業者送事業者送事業者はははは、、、、当店当店当店当店にににに代代代代わってそのわってそのわってそのわってその権利権利権利権利をををを行使行使行使行使しますしますしますします。。。。    

（（（（    責任責任責任責任のののの原則原則原則原則））））    

第五十五条第五十五条第五十五条第五十五条    当店当店当店当店はははは、、、、連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損又損又損又損又はははは延着延着延着延着についてについてについてについて、、、、他他他他のののの運送事業者運送事業者運送事業者運送事業者とととと連連連連

帯帯帯帯してしてしてして損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの責任責任責任責任をををを負負負負いますいますいますいます。。。。    

((((運送約款等運送約款等運送約款等運送約款等のののの適用適用適用適用))))    

第五十六条第五十六条第五十六条第五十六条    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、他他他他のののの運送事業者運送事業者運送事業者運送事業者のののの行行行行うううう運送運送運送運送についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその事業者事業者事業者事業者のののの運送約款又運送約款又運送約款又運送約款又はははは

運送運送運送運送にににに関関関関するするするする規定規定規定規定のののの定定定定めるところによりますめるところによりますめるところによりますめるところによります。。。。ただしただしただしただし、、、、貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損又損又損又損又はははは延着延着延着延着によるによるによるによる損害損害損害損害がががが生生生生じじじじ

たたたた場合場合場合場合であってであってであってであって、、、、かつかつかつかつ、、、、そのそのそのその損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた事業者事業者事業者事業者がががが明明明明らかでないらかでないらかでないらかでない場合場合場合場合のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの請求請求請求請求についてはについてはについてはについては、、、、

このこのこのこの運送約款運送約款運送約款運送約款のののの定定定定めるとこめるとこめるとこめるところによりますろによりますろによりますろによります。。。。    

（（（（    引渡期間引渡期間引渡期間引渡期間））））    

第五十七条第五十七条第五十七条第五十七条    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合のののの引渡期間引渡期間引渡期間引渡期間はははは、、、、各運送事業者各運送事業者各運送事業者各運送事業者ごとにごとにごとにごとに、、、、そのそのそのその運送約款又運送約款又運送約款又運送約款又はははは運送運送運送運送にににに関関関関するするするする規定規定規定規定

によりによりによりにより計算計算計算計算したしたしたした引渡期間又引渡期間又引渡期間又引渡期間又はそれにはそれにはそれにはそれに相当相当相当相当するものをするものをするものをするものを合算合算合算合算したしたしたした期間期間期間期間にににに、、、、一運送機関一運送機関一運送機関一運送機関ごとにごとにごとにごとに一日一日一日一日をををを加算加算加算加算しししし

たものとしますたものとしますたものとしますたものとします。。。。    

（（（（    損害賠償事務損害賠償事務損害賠償事務損害賠償事務のののの処理処理処理処理））））    



第五十八条第五十八条第五十八条第五十八条    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、貨物貨物貨物貨物のののの滅失滅失滅失滅失、、、、きききき損又損又損又損又はははは延着延着延着延着についてのについてのについてのについての損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償はははは、、、、そのそのそのその請求請求請求請求をををを受受受受けけけけ

たたたた運送事業者運送事業者運送事業者運送事業者がががが損害損害損害損害のののの程度程度程度程度をををを調査調査調査調査しししし、、、、損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償のののの額額額額をををを決定決定決定決定してそのしてそのしてそのしてその支払支払支払支払いをしますいをしますいをしますいをします。。。。    

（（（（    損害賠償請求権損害賠償請求権損害賠償請求権損害賠償請求権のののの留保留保留保留保））））    

第五十九条第五十九条第五十九条第五十九条    連絡運輸連絡運輸連絡運輸連絡運輸のののの場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける第四十六条第一項第四十六条第一項第四十六条第一項第四十六条第一項のののの留保留保留保留保又又又又はははは通知通知通知通知はははは、、、、そのそのそのその運送運送運送運送をををを行行行行ったったったった運送事業運送事業運送事業運送事業

者者者者のいずれにのいずれにのいずれにのいずれに対対対対してもしてもしてもしても行行行行うことができますうことができますうことができますうことができます。。。。    

    

第三章第三章第三章第三章    附帯業務附帯業務附帯業務附帯業務    

    

（（（（    附帯業務附帯業務附帯業務附帯業務））））    

第六十条第六十条第六十条第六十条    当店当店当店当店はははは、、、、品代金品代金品代金品代金のののの取立取立取立取立てててて、、、、荷掛金荷掛金荷掛金荷掛金のののの立替立替立替立替ええええ、、、、貨物貨物貨物貨物のののの荷造荷造荷造荷造りりりり、、、、仕分仕分仕分仕分けけけけ、、、、保管保管保管保管、、、、検収及検収及検収及検収及びびびび検品検品検品検品そそそそ

のののの他貨物自動車運送事業他貨物自動車運送事業他貨物自動車運送事業他貨物自動車運送事業にににに附帯附帯附帯附帯してしてしてして一定一定一定一定のののの時間時間時間時間、、、、技能技能技能技能、、、、機器等機器等機器等機器等をををを必要必要必要必要ととととするするするする業務業務業務業務（（（（    以下以下以下以下「「「「附帯業務附帯業務附帯業務附帯業務」」」」

というというというという。）。）。）。）をををを引引引引きききき受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当店当店当店当店がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる料金又料金又料金又料金又はははは実際実際実際実際にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用をををを収受収受収受収受しますしますしますします。。。。    

２２２２        附帯業務附帯業務附帯業務附帯業務についてはについてはについてはについては、、、、別段別段別段別段のののの定定定定めがあるめがあるめがあるめがある場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、性質性質性質性質のののの許許許許すすすす限限限限りりりり、、、、第二章第二章第二章第二章のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用しますしますしますします。。。。    

（（（（    品代金品代金品代金品代金のののの取立取立取立取立てててて））））    

第六十一条第六十一条第六十一条第六十一条    品代金品代金品代金品代金のののの取立取立取立取立てのてのてのての追付又追付又追付又追付又はははは変更変更変更変更はははは、、、、そのそのそのその貨物貨物貨物貨物のののの発送前発送前発送前発送前にににに限限限限りりりり、、、、これにこれにこれにこれに応応応応じますじますじますじます。。。。    

２２２２        当店当店当店当店はははは、、、、品代金品代金品代金品代金のののの取立取立取立取立てのてのてのての委託委託委託委託をををを受受受受けたけたけたけた貨物貨物貨物貨物をををを発送発送発送発送したしたしたした後後後後、、、、荷送人荷送人荷送人荷送人がががが、、、、当該品代金当該品代金当該品代金当該品代金のののの取立取立取立取立てのてのてのての委託委託委託委託

をををを取取取取りりりり消消消消したしたしたした場合又場合又場合又場合又はははは荷送人若荷送人若荷送人若荷送人若しくはしくはしくはしくは荷受人荷受人荷受人荷受人がががが責任責任責任責任をををを負負負負うううう事由事由事由事由によりによりによりにより当該品代金当該品代金当該品代金当該品代金のののの取立取立取立取立てがてがてがてが不能不能不能不能となとなとなとな

ったったったった場合場合場合場合はははは、、、、当該品代金当該品代金当該品代金当該品代金のののの取立料取立料取立料取立料のののの払戻払戻払戻払戻しはしませんしはしませんしはしませんしはしません。。。。    

（（（（    付保付保付保付保））））    

第六十二条第六十二条第六十二条第六十二条    運送運送運送運送のののの申込申込申込申込みにみにみにみに際際際際しししし、、、、当店当店当店当店のののの申出申出申出申出によりによりによりにより荷送人荷送人荷送人荷送人がががが承諾承諾承諾承諾したときはしたときはしたときはしたときは、、、、当店当店当店当店はははは荷送人荷送人荷送人荷送人のののの費用費用費用費用にににに

よってよってよってよって運送保険運送保険運送保険運送保険のののの締結締結締結締結をををを引引引引きききき受受受受けますけますけますけます。。。。    

２２２２        保険料率保険料率保険料率保険料率そのそのそのその他運送保険他運送保険他運送保険他運送保険にににに関関関関するするするする事項事項事項事項はははは、、、、店頭店頭店頭店頭にににに掲示掲示掲示掲示しますしますしますします。。。。    

    


