BEGINNING A NEW LIFE IN JAPAN

日本で始まる新しい生活のために

Mail service
● Post oﬃce

All post oﬃce buildings are marked by the 〒
symbol. Regular tellers for postal service are
open from 9:00 to 17:00 Monday to Friday, while
larger oﬃces such as Himeji, Himeji Minami,
Kodera, and Gochaku Post Oﬃces are open after
17:00 and on Sat., Sun. and national holidays for
certain services.

郵便を送るとき
● International mail

●郵便局は

●国際郵便について

<Letters>

〒マークのあるところが郵便局です。一般の郵
便の窓口は月〜金曜日の午前9時〜午後5時で
すが、姫路郵便局、姫路南、香寺、御着など大
きな郵便局では午後5時以降や土、日、祝日も
受け付けているところがあります。

〈封書〉
最高2kgまで。料金は郵送先の国によってちが
います。
〈航空書簡〉
郵便局の窓口で売っている既製の用紙を使用す
ると世界中どこでも90円で送れます。
〈国際郵便はがき〉
世界中どこでも航空扱いは70円で送れます。
形や大きさの規格は、長さ14〜23.5cm、幅
9〜12cmです。
〈航空印刷物〉
最高5kgまで。原則として開封で差し出される
もの。
〈航空小形包装物〉
国によって多少違いますが最高2kgまで送れま
す。郵便局にある税関票付を貼ります。
〈国際スピード郵便（EMS）〉
30kg（国によっては20kg）までの郵便物な
ら最も早い国際郵便サービス。

Up to 2kg. Postal fee varies depending on
destination country.

<Kokushokan (Aerogram)>

Aerogram forms are available at post oﬃces for
90 yen, regardless of destination country.

<Postcards (by air)>

Available at uniform rate of 70 yen regardless
of destination country. Rules for shape and size
is: 14-23.5cm in length x 9-12cm in width.

● Post Oﬃce Services

Services include collection and delivery of
postcards, enclosed envelopes and small
parcels, as well as ﬁnancial services of deposit
and transfer. Remittance to destinations
nationwide and major overseas cities is
possible. (Tellers for ﬁnancial services only
open 9:00-16:00 on weekdays. Closed on Sat.,
Sun. and national holidays.)

<Printed documents by air>

Available up to 5kg. Envelopes must be
unsealed in principle.

<Small packages by air>

Available up to 2kg, the limit varying depending
on the destination country. A zeikan hyoufu
(custom inspection notiﬁcation) must be
attached.

Website (Japanese/English)

<International Express Mail Service
(EMS)>

http://www.post.japanpost.jp/index.html

● Domestic mail

●郵便局業務
ハガキ、封書、小荷物の集配業務のほか、貯金、
振込などの金融業務も行っています。また日本
全国、
そして海外の主要都市への送金もできます。
（ただし、金融業務の窓口は、平日の午前9時から
午後4時まで。土日祝日は、お休みです）
ゆうびんホームページ（日・英）
http://www.post.japanpost.jp/index.html

●国内郵便について

The quickest international mailing service
oﬀered by Japan Post, available for letters and
parcels up to 30kg (20kg for some destinations).

Letters

◇配達所要日数

国によりちがいます
（例）10キロの荷物をアメリカ・ニューヨー
クに送った場合
〈国際スピード郵便（EMS）〉
2日
〈航空便〉
10日
〈船 便〉
2〜3カ月
〈エコノミー航空便（SAL便）〉
2週間

◇Time for delivery
(varies depending on destination)
e.g.) If a 10kg-parcel were sent to New York, USA:

<EMS>
<Air mail>
<Sea mail>
<Economy Air (SAL)>

2 days
10 days
2-3 months
2 weeks

For inquiry about international mail service, contact:

Post Office, Counter Sales Department
079-222-4850
Postal Service Department
079-223-7124

For quick delivery, sokutatsu (express mail) service is
available for an extra fee. For delivery of valuable
documents or items, kakitome (registered mail)
service is recommended, by which compensation is
provided if delivery fails. These services can be
requested at the post oﬃce counter.
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その他国際郵便に関する問い合わせは
079-222-4850
079-223-7124

姫路郵便局 窓口営業部
郵便部

急いで配達してほしい時には別途料金を支払い
「速達」にすると通常便より速く届けてもらえ
ます。
また重要な文書・物は「書留」にすると万一の
場合に損害賠償が受けられます。
窓口に申し出てください。
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