
国際郵便約款新旧対照表 

※下線部分は改正部分 

現    行 改    正 

国際郵便約款 

 

 （略） 

 

（料金の返還） 

第５１条 既に支払われた国際郵便に関する料金は、次に掲げるものであって、かつ、それぞれ次に掲げる請求期間内

において、これを支払った者（７の場合において受取人に損害賠償するものにあっては、受取人）からの請求があっ

た場合に、これを返還します。 

 

区  別 返還される料金 請求期間 

１～６の３ （略） （略） （略） 

７ 書留若しくは保険付とする通常郵便物、

小包郵便物又はＥＭＳ郵便物に関し、亡失

又は内容品の全部の盗取若しくは全面的な

損傷について当社が損害賠償しなければな

らない場合（外国来郵便物にあっては、受

取人が郵便物の不良状態を理由として受取

りを拒絶した場合も含みます。） 

（略） 損害賠償の通知

を受けた日から６

か月 

 

 

 

８ 引受停止により郵便物の運送業務の一部

又は全部が行われなかった場合 

差出しの際に支払われた郵便物の料金（そ

の郵便物が、料金表第１表（通常郵便物の料

金）第１の７(2)の規定により差し出された郵

便物である場合には、支払われた料金を上回

らないことを限度として、その郵便物につい

て料金表第１表第２の４(2)の規定により算

出される料金とします。９及び１０について

も同様とします。）、特殊取扱の料金及び配達

時間保証扱いの料金 

料金を支払った

日から１年 

９～１１ （略） （略） 

 

２ 前項の請求は、当社が別に定めるところにより、これをしていただきます。 

国際郵便約款 

 

 （略） 

 

（料金の返還） 

第５１条 既に支払われた国際郵便に関する料金は、次に掲げるものであって、かつ、それぞれ次に掲げる請求期間内

において、これを支払った者（７の場合において受取人に損害賠償するものにあっては、受取人）からの請求があっ

た場合に、これを返還します。 

 

区  別 返還される料金 請求期間 

１～６の３ （略） （略） （略） 

７ 書留若しくは保険付とする通常郵便物、

小包郵便物又はＥＭＳ郵便物に関し、亡失

又は内容品の全部の盗取若しくは全面的な

損傷について当社が損害賠償しなければな

らない場合（外国来郵便物にあっては、受

取人が郵便物の不良状態を理由として受取

りを拒絶した場合も含みます。） 

（略） 損害賠償の通知

を受けた日から６

か月 

７の２ 国際特定記録とする郵便物を亡失し

た場合であって、当社が責任を負うべき事

由がある場合 

差出しの際に支払われた郵便物の料金及び

国際特定記録料 

料金を支払った

日から１年 

８ 引受停止により郵便物の運送業務の一部

又は全部が行われなかった場合 

差出しの際に支払われた郵便物の料金（そ

の郵便物が、料金表第１表（通常郵便物の料

金）第１の７(2)の規定により差し出された郵

便物である場合には、支払われた料金を上回

らないことを限度として、その郵便物につい

て料金表第１表第２の４(2)の規定により算

出される料金とします。９及び１０について

も同様とします。）、特殊取扱の料金及び配達

時間保証扱いの料金 

 

９～１１ （略） （略） 

 

２ 前項の請求は、当社が別に定めるところにより、これをしていただきます。 



 

現    行 改    正 

３・４ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査請求） 

第８９条 調査請求は、小包郵便物、書留郵便物又は保険付郵便物に不着、内容品亡失、損傷、遅延、受取通知用紙の

未受領等が発生した場合に、郵便物の差出人又は受取人の請求により、郵便物の取扱いについて調査する取扱いです。 

 

２ 前項の請求は、差出人又は受取人が料金表で定める額の手数料を添えて、これを行っていただきます。 

 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ （略） 

 

第５節 国際特定記録 

 

（国際特定記録の取扱い） 

第８４条の２ 国際特定記録は、郵便物の引受けを記録する取扱いです。 

２ 国際特定記録の取扱いは、当社が別に定める条件によりこの取扱いを行う国に宛てた小形包装物について行います。 

３ 国際特定記録とする郵便物を引き受けたときは、差出人に郵便物の受領証を交付します。 

 

（調査請求） 

第８９条 調査請求は、小包郵便物、書留郵便物、保険付郵便物又は国際特定記録とする郵便物に不着、内容品亡失、

損傷、遅延、受取通知用紙の未受領等が発生した場合に、郵便物の差出人又は受取人の請求により、郵便物の取扱い

について調査する取扱いです。 

２ 前項の請求は、差出人又は受取人が料金表で定める額の手数料を添えて、これを行っていただきます。 

 

 （略） 

 

 

   附 則（平成２９年８月２５日 2017-日国際第173号） 

 

（実施期日） 

第１条 この改正は、平成２９年１０月１日から実施します。 
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国際郵便に関する料金表新旧対照表 

※下線部分は改正部分 

現    行 改    正 

国際郵便に関する料金表 

 

 （略） 

 

第１表 通常郵便物の料金 

第１ 適用 

１～６ （略） 

７ 印刷物及び小形包装物の特別料金 

(1)～(3)  （略） 

(4) 国際 e パケットライト郵便物の料金 

次の条件を満たす非優先扱いとする航空小形包装物（(1)から(3)までに掲げる条件を満たすものを除きま

す。）に適用します。 

ア 当社が別に定める方法により電子情報処理組織（当社の使用に係る電子計算機と差出人の使用に係る入

出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。）を使用して作成した書面を添えて

差し出されたものであること。 

イ 国際特定記録郵便としたものであること。 

 

 

 

 

 

第２ 料金額 

１～３ (略) 

４ 印刷物及び小形包装物の特別料金 

   (1)・(2) （略） 

(3) 国際eパケット郵便物の料金 

 

 

重量 第１地帯 第２地帯 第３地帯 

（略） （略） （略） （略） 

2.0kgまで 1,950円 2,655円 3,645円 

  

国際郵便に関する料金表 

 

 （略） 

 

第１表 通常郵便物の料金 

第１ 適用 

１～６ （略） 

７ 印刷物及び小形包装物の特別料金 

(1)～(3)  （略） 

(4) 国際 e パケットライト郵便物の料金 

次の条件を満たす国際特定記録とする小形包装物に適用します。 

 

ア 当社が別に定める方法により電子情報処理組織（当社の使用に係る電子計算機と差出人の使用に係る入

出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。）を使用して作成した書面を添えて

差し出されたものであること。 

イ 本邦からはSAL扱いにより、名宛国内においては航空扱いにより運送するものであること。 

（注） (4)の当社が別に定める方法は、インターネットを介して、当社の使用に係る電子計

算機へ接続し、差し出そうとする小形包装物の内容品の明細、価格等の税関検査に関する

事項その他必要事項を入出力装置から入力した後、その電子計算機から取得した書面に係

る情報に基づき印字する方法とします。 

  

第２ 料金額 

１～３ (略) 

４ 印刷物及び小形包装物の特別料金 

(1)・(2) （略） 

(3) 国際eパケット郵便物の料金 

国際eパケット郵便物の料金は、次表に掲げる料金に、第６表第２（料金額）に規定する書留料等の料金を

加えた額とします。 

重量 第１地帯 第２地帯 第３地帯 

（略） （略） （略） （略） 

2.0kgまで 1,950円 2,655円 3,645円 
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現    行 改    正 

  (4) 国際 e パケットライト郵便物の料金 

 

 

重量 第１地帯 第２地帯 第３地帯 

100gまで 160円 180円 200円 

200gまで 210円 250円 290円 

300gまで 260円 320円 380円 

400gまで 330円 410円 490円 

500gまで 400円 500円 600円 

600gまで 470円 590円 710円 

700gまで 540円 680円 820円 

800gまで 610円 770円 930円 

900gまで 680円 860円 1,040円 

1.0kgまで 750円 950円 1,150円 

1.25kgまで 970円 1,220円 1,470円 

1.5kgまで 1,190円 1,490円 1,790円 

1.75kgまで 1,410円 1,760円 2,110円 

2.0kgまで 1,630円 2,030円 2,430円 

  

第２表 通常郵便物の料金割引 

第１ 適用 

通常郵便物（当社が発行する航空書簡及び国際郵便葉書、盲人用郵便物、低料印刷物、特別郵袋印刷物、航

空優先大量郵便物、航空非優先大量郵便物並びに国際 e パケット郵便物を除きます。以下この第１において同

じとします。）の料金については、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定めるところにより割引をします。

この場合において、１及び２のいずれも満たすものについては、割引率のいずれか高い方の条件を満たすもの

とみなします。 

１・２ (略) 

第２ （略） 

 

第６表 特殊取扱の料金 

第１ 適用 

１ 通常郵便物の特殊取扱（書留、速達、受取通知及び保険付）及び小包郵便物の特殊取扱（速達、受取通知及び

保険付）の料金は、第２（料金額）の表のとおりとします。 

２ 書留については、第３（料金割引）に定めるところにより、料金割引を適用します。 

(4) 国際 e パケットライト郵便物の料金 

国際eパケットライト郵便物の料金は、次表に掲げる料金に、第６表第２（料金額）に規定する国際特定記

録料の料金を加えた額とします。 

重量 第１地帯 第２地帯 第３地帯 

100gまで 160円 180円 200円 

200gまで 210円 250円 290円 

300gまで 260円 320円 380円 

400gまで 330円 410円 490円 

500gまで 400円 500円 600円 

600gまで 470円 590円 710円 

700gまで 540円 680円 820円 

800gまで 610円 770円 930円 

900gまで 680円 860円 1,040円 

1.0kgまで 750円 950円 1,150円 

1.25kgまで 970円 1,220円 1,470円 

1.5kgまで 1,190円 1,490円 1,790円 

1.75kgまで 1,410円 1,760円 2,110円 

2.0kgまで 1,630円 2,030円 2,430円 

 

第２表 通常郵便物の料金割引 

第１ 適用 

通常郵便物（当社が発行する航空書簡及び国際郵便葉書、盲人用郵便物及び特別郵袋印刷物並びに低料印刷

物、航空優先大量郵便物、航空非優先大量郵便物、国際 e パケット郵便物及び国際eパケットライト郵便物の

料金が適用されるものを除きます。以下この第１において同じとします。）の料金については、次に掲げる区

分に従い、それぞれ次に定めるところにより割引をします。この場合において、１及び２のいずれも満たすも

のについては、割引率のいずれか高い方の条件を満たすものとみなします。 

１・２ (略) 

第２ （略） 

 

第６表 特殊取扱の料金 

第１ 適用 

１ 通常郵便物の特殊取扱（書留、速達、受取通知、保険付及び国際特定記録）及び小包郵便物の特殊取扱（速達、

受取通知及び保険付）の料金は、第２（料金額）の表のとおりとします。 

２ 書留については、第３（料金割引）に定めるところにより、料金割引を適用します。 
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現    行 改    正 

 

第２ 料金額 

 

料 金 の 区 別 料 金 額 

（略） （略） 

保険料 
通常郵便物 （略） 

小包郵便物 （略） 

 

 

 

附 則（平成２８年８月２９日 2016-日国際第５３号）  

（実施期日） 

第１条 この改正規定は、平成２８年１０月１日から実施します。 

（料金表に係る改正規定の失効） 

第２条 料金表第１表第１（適用）の７の(4)及び第２（料金額）の４の(4)の改正規定は、平成２９年９月３０日限り、

その効力を失います。 

 

 

 

 

第２ 料金額 

 

料 金 の 区 別 料 金 額 

（略） （略） 

保険料 
通常郵便物 （略） 

小包郵便物 （略） 

国際特定記録料 ３７０円 

 

 

附 則（平成２８年８月２９日 2016-日国際第５３号） 

この改正規定は、平成２８年１０月１日から実施します。 

 

 

 

 

附 則（平成２９年８月２５日 2017-日国際第173号） 

この改正規定は、平成２９年１０月１日から実施します。 
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