
WEB店舗名 　東北美術品支店、東京美術品支店、北海道美術品センター、長野駐在員事務所、中部美術品支店、

　関西美術品支店、京都美術品支店、中国美術品支店、九州美術品支店、海外美術品支店

　支店長　嶋村純一　　　　　　担当　伊藤正顕

　０３－６５６７－８５００（代表）（平日９－１８時）

　kuroneko_sompo@y-logi.com

　払込票による、コンビニ・郵便局払込（払込手数料は弊社負担）

　クレジットカード決済（準備中）

　搬入・搬出料金 ・梱包不要輸送サービスご利用 料金表Ａをご参照ください

・直接搬入・梱包返却ご利用 料金表Ｂをご参照ください

・宅配便での送付・梱包返却 料金表Ｃをご参照ください

サービスの提供について

　お支払い後のキャンセルについて、指定書類を弊社にて受領後4週間以内に指定口座へ返金致します。

　払込票による入金確認後、またはクレジットカード決済確認後

　海外への発送はコンビニオンライン決済できません。

特定商取引法に基づく表示
販売業者名　 　ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社　　 

運営統括責任者

所在地　　   
  〒104-0045

　東京都中央区築地2丁目3番4号

その他

ＴＥＬ　　   

メールアドレス

お支払方法

出品料金以外の必要料金



　１．≪　申 込　≫

・２０２１年９月１３日以降、最寄のセンターへ電話にてご予約ください。（平日１０：００～１７：００）
・１０月中頃より、申込が集中することが予想されます。輸送専用車の台数に限りがあるため、申込状況により、お断りさせていただく
　場合もございます。お早目にお申込みください。

　２．≪　サ ー ビ ス 内 容　≫

①ヤマトグローバルロジスティクスジャパンの専門スタッフにて作品を集荷します。
②・③出品者ご本人様に代わり搬入受付・搬出受付を行います。
④ヤマトグローバルロジスティクスジャパンの専門スタッフにて作品返却します。

　  ◎　直接搬入を行う場合の業者指定はございません。

　　     ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝをご利用いただける場合は、２０２１年９月１３日以降に必ず事前に電話予約をしてください。

　  ◎　集荷及び配達の日時指定は出来ません。同一地域を一括集荷できるよう調整させていただいております。

　  　   集荷配達日時は予約後、決まり次第改めてご連絡させていただきます。

　  ◎　万が一の事故で損傷した作品については、修復を前提とした最大１０万円までの修復費用を補償させていただきます。
　  　   ただし、額縁のキズ・へこみ等の破損は対象外とさせていただきます。

 ※「ヤマトグローバルロジスティクスジャパン(株)」は2021年4月1日より社名を「ヤマト運輸(株)」と変更させていただきます。

全国９センター近郊限定　ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝの梱包不要輸送サービスのご案内
【Ａ　直接搬入・直接搬出】の代理業者扱い（必ず事前電話予約が必要です。）

審査会・展覧会

ご 注 意

受
付

ＦＡＣＥ２０２２

受
付

<<料金表>>A

①作品集荷・お預かり ②搬入受付

③搬出受付④作品返却・配達



東京都 東京都23区内

埼玉県 川口市・草加市・八潮市

千葉県 浦安市･市川市・松戸市・船橋市

神奈川県 川崎市 (川崎区・幸区・中原区・高津区) ・ 横浜市 (港北区・鶴見区)

東京都 狛江市・調布市・三鷹市・武蔵野市

埼玉県 朝霞市・和光市・戸田市・蕨市・三郷市

千葉県 習志野市・千葉市(美浜区)・鎌ヶ谷市

神奈川県 川崎市 (多摩区・宮前区) ・横浜市 (都筑区・神奈川区)

東京都 稲城市・府中市・小金井市･西東京市・東久留米市・清瀬市

埼玉県 新座市・志木市・さいたま市・越谷市・吉川市

千葉県 千葉市(中央区・稲毛区・花見川区)・八千代市・白井市・柏市・流山市

神奈川県 川崎市（麻生区）・横浜市(青葉区・緑区・保土ヶ谷区・西区・南区･中区)

町田市・多摩市・日野市・国立市・国分寺市・小平市・立川市・東村山市

東大和市･武蔵村山市

埼玉県 春日部市・ふじみ野市・富士見市・所沢市・松伏町・三芳町

千葉県 千葉市(緑区･若葉区)・四街道市・佐倉市・印西市・我孫子市

神奈川県 横浜市(金沢区・磯子区・港南区・栄区・戸塚区･泉区・旭区・瀬谷区)

東京都 八王子市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・青梅市・日の出町・瑞穂町

埼玉県 入間市・狭山市・川越市・上尾市・蓮田市・白岡市・宮代町・杉戸町・伊奈町

千葉県 八街市・富里市・成田市・野田市・酒々井町・栄町

逗子市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・大和市・綾瀬市・海老名市・座間市

寒川町・相模原市（南区・中央区）　※緑区は別途お問い合わせ

  ※その他地域の詳細については、各店所へお問い合わせください。

  ※その他地域の詳細については、各店所へお問い合わせください。  ※その他地域の詳細については、各店所へお問い合わせください。

  ※その他地域の詳細については、各店所へお問い合わせください。

¥16,000¥16,000¥16,000¥16,000

¥17,000¥17,000¥17,000¥17,000

¥18,000¥18,000¥18,000¥18,000

¥19,000¥19,000¥19,000¥19,000

神奈川県

¥20,000¥20,000¥20,000¥20,000

東京都

<<料金表>>A 関東詳細エリア
※料金はすべて税込

Ｓ１００号までの料金です。Ｓ１００号をこえる作品は、

Ｓ１００号までの料金です。Ｓ１００号をこえる作品は、Ｓ１００号までの料金です。Ｓ１００号をこえる作品は、

Ｓ１００号までの料金です。Ｓ１００号をこえる作品は、

３０００円（税込）を追加した料金となります。

３０００円（税込）を追加した料金となります。３０００円（税込）を追加した料金となります。

３０００円（税込）を追加した料金となります。

◆　北海道　◆

◆　北海道　◆◆　北海道　◆

◆　北海道　◆ ◆　東北　◆

◆　東北　◆◆　東北　◆

◆　東北　◆ ◆　中部　◆

◆　中部　◆◆　中部　◆

◆　中部　◆ ◆　信越　◆

◆　信越　◆◆　信越　◆

◆　信越　◆

北海道美術品センター 東北美術品支店 中部美術品支店 美術品長野駐在員事務所

tel  011-796-9935 tel  022-706-1579 tel  0568-51-3961 tel  0263-31-5120

fax  011-867-5319 fax  022-777-3531 fax  0568-51-3622 fax  0263-40-0868

◆　関西　◆

◆　関西　◆◆　関西　◆

◆　関西　◆ ◆　京都　◆

◆　京都　◆◆　京都　◆

◆　京都　◆ ◆　中国　◆

◆　中国　◆◆　中国　◆

◆　中国　◆ ◆　九州　◆

◆　九州　◆◆　九州　◆

◆　九州　◆

関西美術品支店 京都美術品支店 中国美術品支店 九州美術品支店

tel  06-6612-8760 tel  075-602-4193 tel  082-831-0028 tel  092-629-3111

fax  06-6612-8759 fax  075-602-1312 fax  082-831-0133 fax  092-629-3100



　１．≪申 込 と 支 払　≫

・対象の搬入出方法を選択された方は、作品サイズが確定しましたら、
 下記いずれかの方法で必ずご連絡ください。ご連絡いただいてから１０日間ほどで
 サービス料金の払込用紙をお届けいたします。

   ＴＥＬ　０１２０-２２３-５２９（平日１０：００～１７：００） ※支払期限（事前にお支払いただきます。）

   ＦＡＸ　０３-６８５８-７６００  【Ｂ　直接搬入・梱包返却】の方は、搬出作業前まで

   Email　kuroneko_sompo@y-logi.com　  【Ｃ　宅配便で送付・梱包返却】の方は、搬入受付期日前まで

　２．≪サ ー ビ ス 内 容　≫

【Ｂ　直接搬入・梱包返却】の場合

①審査会場、または展覧会場より出品者ご本人様に代わり搬出受付
②作品に合わせて発送用に梱包
③返却先へ向け宅配業者を手配・発送
※搬入は出品者ご本人様、または代理人（業者など）の方に直接行っていただきます。

【Ｃ　宅配便で送付・梱包返却】の場合

①届いた作品の荷受け、開梱
②作品票や作品の状態を確認
③出品者ご本人様に代わり搬入受付
※指定場所までの送付手配は出品者ご本人様に直接行っていただきます。

　  ◎　当社へ作品を送られる際の宅配業者の指定はございません。
　　     保険も含め、必ず出品者ご本人様にて手配をお願いいたします。
　　　　地域によっては、ヤマトグローバルロジスティクスジャパン指定の宅配業者にて集荷に

④審査会場、または展覧会場より出品者ご本人様に代わり搬出受付 　　　  お伺いすることも可能です。料金等はお問い合わせください。
⑤作品に合わせて発送用に梱包 　  ○　如何なる理由でも、到着した作品の梱包資材は保管できませんので、
⑥返却先へ向け宅配業者を手配・発送 　  　   あらかじめご了承ください。

    ○　送付期間は２０２１年１０月２５日（月） ～ １０月２９日（金） 必着でお願いします。
    ＊　価格など商品内容は予告なく変更となる場合が御座いますので予めご了承ください
    ＊　離島など地域によっては、対応不可や別途費用が発生する場合が御座います。
　　　　 お申し込みの際に該当地域条件のお客様へは別途ご連絡させて頂きます。
    ＊　「ヤマトグローバルロジスティクスジャパン(株)」は2021年4月1日より社名を
　　　　 「ヤマト運輸(株)」と変更させていただきます。

【Ｂ　直接搬入・梱包返却】もしくは【Ｃ　宅配便で送付・梱包返却】を選択された方へ
荷受後の作業代行・梱包返却サービスのご説明　（必ず費用が発生します。）

<<料金表>>B

<<料金表>>C

ご 注 意

受
付

受
付

①搬出受付 ②再梱包 ③返却発送

①作品開梱 ②作品チェック ③搬入受付

受
付

④搬出受付 ⑤再梱包 ⑥返却発送

FACE2022の【Ｂ 直接搬入・梱包返却】または

【Ｃ 宅配便で送付・梱包返却】を申し込んで、

作品サイズが確定したので連絡しました。

ありがとうございます。承りました。

事前にサービス料金をお支払いただきます。

サービス料金の払込用紙をお届けいたしますので、

●●日までにお支払ください。

お問い合わせ

ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

ＴＥＬ ０１２０-２２３-５２９（平日１０：００～１７：００）

ＦＡＸ ０３-６８５８-７６００

Email kuroneko_sompo@y-logi.com


