SpotOn
キャンセル・

・訂正料

更新日：2021年9月15日
＜更新箇所は太字・下線付きにて表示しております＞

QSPOTで始まる運賃契約番号が適用されるブッキングには、その他のブッキングと異なるキャンセル ・ No-Show ・ 訂正料がかかります
のでご注意ください。
適用開始日
料金

2021年9月15日
キャンセル： USD300/コンテナ (MEX EB *1 & EPIC WB *2 以外)
*1 Mediterranean Club Express East Bound
USD120/コンテナ (MEX EB & EPIC WB)
*2 Europe Pakistan India Consortium West Bound
No-Show ： USD600/コンテナ (MEX EB & EPIC WB以外)
USD120/コンテナ (MEX EB & EPIC WB)
訂正
： USD150/コンテナ/訂正 (MEX EB & EPIC WB, 中国出し以外)
RMB1,000/コンテナ/訂正（中国出し）
USD70/コンテナ/訂正 (MEX EB & EPIC WB)
上記とは異なる通貨で支払われる場合、料金はSpot Bookingで指定された通貨に変換してお支払いいただきます。
上記料金はBooking Party へご請求いたします。

ブッキングの訂正
定義
変更内容
1 早期のキャンセル
キャンセル料の適用無し
（一部またはコンテナ 一部またはコンテナ全量を以下に当てはまる条件下で
キャンセルする場合
全量)
- booking confirmation の受領後
- ETD (scheduled estimated time of departure) 前日
から起算して3週間（21日目）以前

例
空コンテナのピックアップ前で
ブッキングキャンセルがETDの
前日から起算して21日目以前

2 キャンセル
（一部またはコンテナ
全量）

キャンセル料 / コンテナが適用される場合
空コンテナのピックアップ前で
一部またはコンテナ全量を以下に当てはまる条件下で ブッキングキャンセルがETD前日
キャンセルする場合
から起算して21 日未満から10日
- booking confirmation の受領後
目より前 (ETD前日から起算)
- ETD (scheduled estimated time of departure) 前日から
空コンテナのピックアップ後で
起算して21日未満から10日目より前まで
ブッキングキャンセルがETD前日
キャンセル料はキャンセルされたコンテナの本数分発生
から起算して21 日未満から10日
目より前 (ETD前日から起算)
3 No Show または
No-show fee / コンテナが適用される場合
空コンテナのピックアップ前で
直前のキャンセル
ETD (scheduled estimated time of departure) 前日から ブッキングキャンセルが
（一部またはコンテナ 起算して10日前以降に一部またはコンテナ全量をキャン 10日前以降 (ETD前日から起算)
全量）
セルする場合、または CY カットまでに一部または全ての または no showの場合
コンテナ搬入がされなかった場合
空コンテナのピックアップ後
ブッキングキャンセルが
10日前以降 (ETD前日から起算)
または no showの場合
4 本船変更 (COV)
SpotOn での見積時とは異なる本船 （vessel/voyage ）に 空コンテナピックアップ前の
本船（vessel/voyage ）変更
船積みを変更。
空コンテナのピックアップ後の
Origin/仕向地の変更(COO/COD)が無い場合。
<ETD前日から起算して10日前以降の本船変更は出来ま 本船（vessel/voyage ）変更
せん。>
5 Origin の変更 (COO) origin を Spot platformでサービス可能な別のorigin に
変更
6 仕向地の変更 (COD) 積み港にコンテナ搬入前に、荷揚港や最終仕向け地を
変更

SpotOnでの見積りから積み港を
変更
空コンテナのピックアップ前に
荷揚港を変更
空コンテナのピックアップ後に
荷揚港を変更

適用料金・費用
キャンセル料適用無し

キャンセル料

キャンセル料
+
空コンテナピックアップ費用*
No-Show 料金

No-Show 料金
+
空コンテナピックアップ費用*
キャンセル料
訂正料
+
オンラインで運賃再見積もり
キャンセル料
キャンセル料
訂正料
+
オンラインで運賃再見積もり

ブッキングの訂正
定義
変更内容
7 コンテナタイプの
コンテナ本数は変わらず、サイズやタイプを変更
変更
（空コンテナピック前）

例
コンテナタイプの変更
20' から 40'
コンテナタイプの変更
40ST から 40HC/45HC
コンテナタイプの変更
40HC/45HC か ら 40ST
コンテナタイプの変更
40' から 20'

8 TEUが変わらない、ま ブッキングのTEUは変わらず、その他の内容を変更
たは増加しない内容
でのブッキング変更

9 コンテナの追加

⚫
⚫
⚫
⚫

SpotOn での見積りに記載されているコンテナ本数を
超えた本数にブッキングを変更

品名 (commodity) の変更

適用料金・費用
キャンセル料
+
オンラインで運賃再見積もり
キャンセル料
+
オンラインで運賃再見積もり
キャンセル料
+
オンラインで運賃再見積もり
キャンセル料
+
オンラインで運賃再見積もり
訂正料適用無し

ブッキング時の重量から
訂正料適用無し
Over Weight Surchargeの課徴対
+
象となる重量に変更
オンラインで運賃再見積もり
party の変更
訂正料適用無し
(consignee, notify party など)
booking confirmation 受領後の付加
訂正料適用無し
価値サービスVAS の追加
コンテナ本数の追加
オンラインで運賃再見積もり

*空コンテナピックアップ費用とは、ディテンションチャージ、リフトオン/オフなど、コンテナのピックアップおよび返却にかかるすべての費用を指します。
日数は暦日（Calendar Days）でカウントいたします。
キャンセル・No-show・訂正料のお支払いを減額、免除する事は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
SpotOn Frequently Asked Questionsもあわせてご参照ください。

キャンセル料・訂正料を含むSpotOn Bookingに関する最新情報は、こちらよりTerms and conditions の “cancelation and amendment
fees” をご参照ください。

