
平成１９年届出積合せ運賃　　０７年 × ％

大阪府下 上　野 彦　根 岐阜・大垣 多治見 浜　松 飯　田 松　本 沼　津 小田原 八王子 松戸・船橋 太　田 宇都宮 水　戸 郡　山 庄　内 本　荘 秋　田 水　沢 弘　前 函　館 小　樽 札　幌 旭　川 帯　広　 北　見 釧　路
奈　良 大　津 近　江 養老・笠松 土岐・関 土　岐 袋　井 諏　訪 富　士 糸魚川 横　浜 東京・浅草 下仁田 小　山 北茨木 白　川 いわき 福　島 横　手 熊　代 盛　岡 青　森 室　蘭 札幌西 札幌 東大阪
尼　崎 京　都 滋　賀 南濃・高須郡上八幡 多治見 金　谷 伊　那 富　山 長　野 鶴　見 市川・深川 佐　野 土　浦 大牟田 入　野 長崎東 出　水 仙　台 古　川 大　館 十和田 苫小牧 美　唄 仙台 堺
京都南 亀　岡 姫　路 各務原・名西美濃加茂 白　鳥 高　山 静　岡 黒　部 上　田 横浜南 錦糸町 大田原 日　立 筑　後 佐世保 八　代 仙台南 山　形 枕　崎 八　戸 東　京 千葉 尼崎

和歌山 加　西 名東・大曽根 武　豊 萩　原 金　沢 藤　枝 大　田 浜　田 相模原 板橋・板北 千　葉 秩　父 佐　賀 長　崎 延　岡 宮　崎 都　城 鹿　屋 船橋 神戸
神　戸 枇杷島 東　海 豊　橋 三　次 高　岡 岩　国 下　松 座　間 足　立 柏 新　潟 鹿　島 熊　本 川　内 鹿児島 志布志 さいたま 岡山
西神戸 名古屋 岡　崎 豊　川 東広島 能　登 柳　井 山　口 厚　木 足立東 木更津 前　原 有　田 詫　麻 加治木 川﨑 広島
神　明 垂井・大府 知　立 加　賀 松　江 呉 宇和島 藤　沢 世田谷・中野 佐　倉 鳥　栖 伊万里 横浜 北九州
淡　路 笠寺・津島 小　牧 福　井 米　子 西広島 茅ヶ崎 中　野 越　谷 唐　津 大　分 相模原 福岡
徳　島 一宮・敦賀 武　生 倉　吉 松　山 広　島 上　越 京浜・大森 熊　谷 中津大分 浜松 熊本

四日市・鈴鹿 伊　勢 福　山 出　雲 甲　府 大宮・入間 久　喜 名古屋 鹿児島
久居・津 鳥　取 尾　道 中　村 益　田 和光・本庄 三　条 京都
多度・桑名 倉　敷 土　佐 大　洲 萩 川　越 福　岡
長　浜 三　豊 今　治 宇　部 東松山 行　橋 大　阪
福知山・舞鶴 高　知 川　崎 筑　後
津山・備前 新　浜 長　岡 福岡北
岡　山 下　関 ＦＷＹ中津
坂出・高松 北九州

35円
129円

青 森 青 森 63円
秋 田 秋 田 50円

ｋｍ 山 形 ｋｍ 山 形 66円
新 潟 新 潟
富 山 富 山 10円
石 川 石 川
福 井 福 井

立方米 ｋｇ 才
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　　　信号えん管　信号火せん初煙剤）、その他　これらに類するもの

航空送料金（10ｋｇごとに）

集
荷
先

冬 期 割 増 料 集
荷
先

21～25

集配料（1000ｋｇまで） 集配料（1001ｋｇまで）
宇　野　－　高　松
青　森　－　函　館

（1）　品　目　割　増

　　　　　度量衝器および　その部品

冬 期 割 増 料 項　　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

　　２．　ショーケース
　　３．　楽器類　および　その部品または　付属品、精密機械、

　　１．　引越荷物

北 海 道 易損品

割　増　率

　　　関門トンネル
一口につき

（10円未満の端数切り上げ）

和歌山　－小松島
竹　原　－　波　方
三　崎　－　臼　井２割増

容積、キログラム換算票
16～20 21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 26～30 31～35 46～50 11/ 16～4/ 15 12/1～3/31ｋｇ 貴重品

１０割増36～40

北 海 道

ｋｇ

　　　浄化水素酸、塩化スルホン酸、その他のこれらに類するもの

発煙品
　２．硝酸、硫酸、塩酸（酸類含有量１０分の１以下の希望酸、

46～50 11/ 16～4/ 15 12/1～3/31 16～20

　１．火薬、爆薬、加工品（雷管、火管、導火線、実包、空砲煙火

濃酸品 　　　希硫酸、希塩酸を除く。）

１個の長さ　４．５メートル、重量　５００キログラム　または　容積　２平方メートル　をこえるもの

41～45

火薬品

（２）　特　大　品　割　増

　　１．　貨幣、証券類、貴金属、その他　高価品で
高価品 　　　　　貨物運送契約第９条　第１項に揚げる貨物

２割増

１０割増動物
　　２．　活鮮魚介類その他腐敗または変質しやすいもの

割　増　率項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

　　１．　生きた動物、その他特殊な管理を要する生き物



1㌧車 2㌧車 3㌧車 4㌧車 5㌧車 6㌧車 8㌧車 10㌧車 12㌧車 14㌧車 2㌧超毎
Ａ ０６年度貸切運賃表

丸長運送株式会社
所在地 大阪府河内長野市上原西町6-20
TEL：0721-52-2845　FAX：0721-50-1078

こちらは届出運賃適用例です。
詳細はご相談下さい営業のものが詳しくお話を伺います。
まずはご気軽にご連絡ください。


