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        Wherever you are moving to –   
               we’ll be right by your side

Schenker-Seino Co., Ltd. 

Schenker-Seino	Co.,	Ltd.	is	a	leading	provider	of	integrated	

logistics	solutions	in	Japan.	Schenker	has	been	active	in	

the	Japanese	market	since	1964	and	has	since	established	

itself	as	a	recognized	and	quality	orientated	force	in	the	

logistics	 field.	 Through	 the	 joint	 venture	 with	 Seino	

Transportation,	we	combine	our	local	strength	and	a	

nationwide	network	in	Japan	with	DB	Schenker’s	global	

services	and	coverage,	being	present	in	1.500	locations	

and	with	55.000	employees.

Apart	 from	 the	 core	 activities	 in	 air	 freight,	 ocean	

freight	and	contract	logistics,	Schenker-Seino	Co.,	Ltd.	

provides	 dedicated	 solutions	 in	 relocations,	 projects	

services	and	event	logistics	on	a	global	base.	

DB SCHENKERmove 

Relocations	is	a	specialist	division	within	DB	Schenker.	

We	offer	a	full-service	package	from	the	initial	planning	

and	organization	of	your	move	all	the	way	to	the	final	

destination.	DB	Schenker’s	global	presence	is	a	firm	

guarantee	of	security	and	professionalism	–	by	land,	

sea	or	air.	This	not	only	relieves	you	of	the	stress	of	

moving,	but	also	means,	you	will	be	able	to	settle	in	at	

your	new	location,	feeling	right	at	home.

西濃シェンカー株式会社

西濃シェンカーは、総合ロジスティックス・ソリューションの

分野で、日本の市場をリードする企業です。DBシェンカーは

1964年に日本市場に参入し、品質重視のロジスティックス

をご提供する会社として地位を築いてきました。西濃

シェンカーは、そのDBシェンカーと西濃運輸による合弁

会社です。日本全国を網羅する西濃運輸のネットワークと、

世界1500ヵ所の拠点に5万5000人の従業員を配置するDB

シェンカーのネットワークをビジネスに活用しています。

航空輸送、海上輸送、ロジスティックスをコアビジネスと

する西濃シェンカーは、プロジェクト・サービス、お引越し、

グローバルなイベントのロジスティックスなどにおいても、

きめ細かいソリューションをご提供いたします。

DBシェンカーのお引越しパッケージ

DBシェンカーには海外引越を専門とする部門があり、お

引越しの計画・手配から輸送まで、トータルなサービスを

ご提供するパッケージをご用意しています。世界各地に

拠点を持つDBシェンカーは、陸上・海上・航空輸送のプロ

フェッショナルとして、世界のあらゆるところへお客さまの

お荷物を安全・確実にお届けいたします。DBシェンカーに

お任せいただけば、お引越しのストレスが大幅に軽減され、

お引越し先ですぐに新しい生活を始めていただけます。

Overseas Network
海外ネットワーク

海外引越・アナカンのご案内

www.schenker-seino.co.jp



You	may	prefer	to	arrange	the	packing	of	some	items	yourself:	No	problem!	
We	can	arrange	the	pre-delivery	of	packing	material	to	you,	as	well	as	some	
helpful	advice.

•	Shock-absorbing	material	should	be	used	inside	the	box
•	Excess-space	in	the	boxes	should	be	avoided	and	each	item	should	be	

wrapped	as	not	to	cause	any	friction	with	the	others
•	The	total	weight	of	any	one	box	should	not	exceed	25kgs
•	Fragile	and	valuable	goods	should	be	wrapped	by	our	specialists
•	Leave	the	boxes	open	for	our	staff	to	check	and	prepare	the	packing	list

お客さまによる荷造りについて（梱包資材のお届け）

お客さまご自身での梱包を希望されるお荷物がある場合は、あらかじめ梱包資材お届け

いたします。

以下の注意事項をご参考に荷造りをお願いいたします。

•  ダンボール箱には緩衝材を詰めてください。

•   ダンボール箱の中に隙間を作らないように詰めてください。品物は一つずつ包んで、

擦れ合わないようにしてください。

•  ダンボール箱1個の重さは25kg以内に収めてください。

•   特に壊れやすいものや貴重品の梱包は、当社のスペシャリストにお任せください。

•   当社のスタッフが内容を確認してパッキングリストをチェックいたしますので、詰め

終わったダンボール箱はふたを開けたままにしておいてください。

DB	SCHENKERmove

The flow of your move
お引越しの流れ

From	the	pre-move	survey	till	shipping,	we	are	by	your	side.	Home	and	away,	Schenker-
Seino	specialists	ensure	your	most	valued	goods	are	taken	care	of.

西濃シェンカーのスペシャリストたちが、海外引越の下見から目的地へのお荷物のお届けまで、一切

を承ります。スタッフ一同が細心の注意を払って、お客さまの大切なお荷物をお運びいたします。

Once	your	date	for	the	move	is	set,	we	recommend	you	to	start	preparing	your	
belongings	and	necessary	documents.	Your	personal	belongings	should	be	di-
vided	into	six	categories:

•	Transport	via	Air
•	Transport	via	Ocean
•	Your	carry-on	luggage
•		Storage	at	origin	at	a	warehouse
•		Delivery	at	origin	to	friends	&	family
•	Disposal

Please	be	aware,	that	there	are	some	items	that	we	cannot	ship	via	our	service,	
including	jewelry,	securities,	bank	notes,	dangerous	goods.	

Our	relocations-specialist	will	arrange	for	the	fas-
test	and	safest	route	to	your	destination	by	using	
your	preferred	mode	of	transport.	DB	Schenker	
being	a	truly	global	logistics	supplier	can	arrange	
any	transport	by	road,	rail,	ocean	or	air.		

We	will	provide	a	tailor-made	quotation	based	
on	your	 individual	 requirements.	According	 to	
your	request	the	quotation	will	cover	all	services	
from	 packing	 at	 your	 house,	 the	 ocean	 or	 air	
transport	and	destination	service	into	your	new	
residence	or	any	part	of	the	journey,	if	required.	
Upon	receipt	of	your	written	confirmation,	we	
will	contact	you	to	finalize	the	packing	date	and	
all	details	of	your	upcoming	move.

Packing materials

We	only	use	high	quality	packing	materials	and	provide	
a	variety	of	sizes	and	shapes,	suitable	to	safely	wrap	all	
your	belongings.		

梱包資材
お客さまのお荷物を安全かつ確実に梱包するため、さまざまなサイズの

高品質なダンボール箱をご用意しております。

2.	Medium
				中

(59cm	x	39cm	x	44cm)

6.	Golf
     ゴルフバッグ用

(130cm	x	38cm	x	29cm)

5.	Books
   書籍用

(45cm	x	34cm	x	29cm)

4.		Flat
				 フラット

(81cm	x	51cm	x	26cm)

3.	Small
    小

(47cm	x	39cm	x	34cm)

1.	Large
    大

(60cm	x	47cm	x	60cm) (61cm	x	52cm	x	92cm)

7.	Hanger-box	
     ハンガーボックス

1. The pre-move survey >> 2. Our quotation >> 3. Necessary documents >> 4. Planning Your Move >>>> 6. Export

Proper	packing	of	your	valued	belongings	is	essential	to	
assure	 that	 your	 shipment	arrives	 at	 its	destination	 in	
the	same	condition	as	when	it	was	loaded.		

お客さまの大切なお荷物がお預かりした時と同じ状態で目的地に到着

するように、当社のスペシャリストがそれぞれの品物に合わせて最適な

荷造りを行います。

Packing by our specialist　 スペシャリストによる荷造りについて

•	Photocopy	of	passport
•	Photocopy	of	air-tickets
•	Packing	list	of	your	shipment	

Descriptions	of	all	items	including	the	number	
of	item	values	should	be	noted	on	the	packing	
list.	It	is	important	to	indicate	the	correct	value	
on	the	packing	list,	as	it	is	the	maximum	amount	
to	be	reimbursed	by	the	insurance	in	case	of	any	
damage.	The	amount	to	be	settled	is	entirely	up	
to	 the	 insurance	 company	 and	 your	 contract	
with	them.
Further	documents	might	be	necessary,	depen-
ding	on	your	destination	country,	of	which	our	
staff	will	inform	you.

お見積りについて

下見が済みましたところで、お見積りをご提出いたします。

お見積り金額をご了承いただけましたら、荷造りの日程

など、細かい点の最終確認を行います。

必要書類について

海外引越の前にご用意いただく書類は下記の通りです。

•  パスポートのコピー

•  航空券のコピー

•  パッキングリスト（梱包明細書）

パッキングリストにはすべての品物の品名と数量、金額を

ご記入ください。万が一、破損などがあった場合に保険金支

払いの対象となりますので、金額は正確にご記入ください。

海外引越のご準備について

お引越しの日程が決まりましたら、お荷物の整理と必要書類の準備を始めていただきます。その際、

お荷物は下記の6つのカテゴリーに分けてください。

•  航空便で運ぶもの

•  船便で運ぶもの

•  ご自分で持っていくもの

•  倉庫に預けていくもの

•  実家や知人に預けていくもの

•  廃棄するもの

貴金属類、現金・有価証券類、危険物など、当社では取り扱えないものもありますのでご注意

ください。 

海外輸送について

引越のスペシャリストが、お客さまのお荷物を安全かつ最も

早く目的地まで運べるよう、輸送の手配を行います。

Schenker-Seino	conducts	a	complimentary	pre-move	survey	at	your	premises	
in	order	to	estimate	the	volume	and	weight	of	your	household	goods,	taking	
into	consideration	any	specific	 requirements	you	might	have.	We	will	pro-
vide	all	necessary	information	that	you	will	need	to	know	for	the	big	move.	
The	pre-move	survey	is	the	opportunity	for	us	to	discuss	and	answer	all	your	
questions	well	in	advance	regarding	your	upcoming	moving	process.

下見について

西濃シェンカーでは無料でお引越しの下見を行い、お客さまのお荷物の種類や量、重さを確認い

たします。お引越しに関するご要望などについても、下見の際に詳しくお伺いいたしますので、

ご不明な点は遠慮なくご質問ください。

Once	your	boxes	are	packed,	they	are	shipped	in	special	tri-wall	
carton	boxes		to	further	protect	them	against	any	damage.		

1.	Large		 (220cm	x	110cm	x	217cm)	

2.	Small		 (110cm	x	110cm	x	217cm)	

荷造りが完了したダンボール箱は、さらに三層構造の強化段ボールケースに入れ、破損

しないよう細心の注意を払ってお運びいたします。

1.  大 　(220cm	x	110cm	x	217cm) 

2.  小　(110cm	x	110cm	x	217cm)

5. Pre-delivery of packing material 


