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ユーザーガイド
WorldShipソフトウェアで、出荷準備を簡単に自動化できます。貨物
の処理、ラベルやインボイスの印刷、毎日の出荷状況をUPS® に送
信することや、貨物追跡などを迅速に行えるようになります。
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貨物の処理貨物の処理
一個口貨物を処理する
1...発送先の住所を指定します。
2...UPS®サービスのタイプを選択します。
3...荷物タイプを選択します。
4...請求先の情報を指定します。
5...荷物の重量を入力します。
6...「貨物の処理」をクリックします。
注: すべてのパッケージおよび貨物を処理したら、終業処理を完了してください。
オプション付き貨物を処理する
1...「一個口貨物を処理する」のステップ1～5に従います。
2...「出荷」画面で、「オプション」タブを選択します。
3...適用するオプションの横にあるチェックボックスを選択し、必要に応じて、 

そのオプションに対する追加フィールドに情報を入力します。
4...「貨物の処理」をクリックします。
複数個口貨物を処理する-単一の住所/荷受人（米国、プエルトリコ、 
カナダ）
1...「一個口貨物を処理する」のステップ1～5に従います。
2...出荷貨物に別のパッケージを追加する場合は、「追加」をクリックし、追加す

るパッケージの重量を入力します。
3...同じ重量のパッケージを複数追加する場合は、「個数」にパッケージの数量を

入力します。続いて「追加」をクリックします。
4...「貨物の処理」をクリックします。

注: 手順でコマンドを参照しない場合、画面のサンプルのリボンは最小化され 
ます。右上にある や を使うとリボンを最大化、最小化できます。

出荷
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貨物の処理貨物の処理（続き）（続き）
より大きな貨物の処理
米国、プエルトリコ、カナダから単一の荷受人へ送る大規模な貨物の場合、次の
手順に従います。
 1...発送先の住所を指定します。
 2...UPSサービスタイプを選択します。
 3...荷物タイプを選択します。
 4...請求先の情報を指定します。
 5...すべてのパッケージに適用する貨物および荷物のオプションを選択します。
 6...「ホーム」タブで「複数個口の貨物」を選択します。

7...[複数個口の貨物]ウィンドウで、パッケージの総数を入力して、パッケージ重
量オプションを選択します。「合計貨物重量の入力」を選択した場合、このウィ
ンドウに合計貨物重量を入力します。「出荷ウィンドウでパッケージ重量を入
力」を選択した場合、「出荷」ウィンドウで個々のパッケージの重量を入力しま
す。「グラウンド（フレート価格）で出荷（商品ごとに詳細を入力）」を選択した
場合は、商品を選択し、手順8に従って詳細を入力します。

 8...「OK」をクリックします。
 9...パッケージオプションが1つのパッケージにのみ適用される場合は、ナビゲー

ションコントロールを使用してパッケージを見つけ、パッケージオプションを
選択します。

10...「貨物の処理」をクリックします。

出荷
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輸出貨物の処理輸出貨物の処理
海外へ出荷する貨物を処理する場合、WorldShipで必要な輸出書類を作成する
ことができます。
荷物を処理する
1...発送先の住所を指定します。
2...UPSサービスタイプを選択します。
3...荷物タイプを選択します。
4...請求先の情報を指定します。
5...品物の内容と、パッケージの重量を入力します。
6...「通関書類」タブを選択して、必要な輸出書類を完成します。
7...「貨物の処理」をクリックします。
通関書類のアップロード
UPS.Paperless®.Invoice.（UPSペーパーレス・インボイス）を登録し、選択する
と、オフラインで作成した通関書類をアップロードすることができます。通関書
類をアップロードするには、「通関書類」タブの「通関書類のアップロード」のチ
ェックボックスを選択し、アップロードする通関書類を指定してください。 
「貨物の処理」をクリックした後で、フォームがアップロードされます。

輸出書類作成機能を無効にする
現在、独自の輸出書類を作成されている場合には、下記の手順に従いWorldShip
の輸出書類作成機能を無効にすることができます。
1...「ツール」タブの「荷送人エディタ」を選択します。
2...「変更」をクリックし、それから「国際」タブを選択します。
3...印刷したくない書類に対応するには、「インボイスの有効化」、および「COの

有効化」チェックボックスのチェックマークを解除するか、あるいは「電子輸
出情報」で提出方法として「UPSが代理としてEEIを提出」以外を選択します。

出荷
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輸出貨物の処理輸出貨物の処理（続き）（続き）
出荷処理中に、以下の手順でインボイスの作成を無効にすることができます：
1...「出荷」画面で、「通関書類」タブを選択します。
2...「インボイスの作成」チェックボックスのチェックマークを解除します。
注: WorldShipのインボイス作成機能を無効にした場合は、通関手続きを迅速に
行うために、米国からカナダおよびプエルトリコへの出荷荷物の税関申告額を入
力してください。
注: 書類以外の輸出貨物には、インボイスのコピー3部および必要な輸出関連書
類のコピーをリード・パッケージに添付してください。
米国に電子輸出情報（EEI）を電子的に提出するには 国勢調査局では、まず
AESDirect Webサイトの登録を行い、承認されたユーザーになる必要があり 
ます。以下の手順に従ってください。
[AES出発前]オプションを有効化するは：
1...「ツール」タブで、「荷送人エディタ」を選択し、「変更」をクリックして、 

「国際」タブを選択します。
2...「電子輸出情報」の下で、「ファイリング方法」の「AES Directを使用した自己

ファイル（AESオプション2）」ボックスを選択して、「OK」をクリックします。

AES出発前オプションを使用した国際出荷の処理
1...「出荷先」、「サービス」、「オプション」の各タブに情報を入力します。
2...「依頼主」タブでは、[納税者番号]ボックスに税番号を入力します。
3...［税関用書類］タブの「EEI」タブを選択します。
4...出荷参照番号を入力します。または、WorldShipで「出荷参照番号」用にユ 

ニークな番号を作成したい場合には、「SRNを生成」をクリックします。
5...出荷に割り当てられる「国内取引番号」を入力します。この番号はエアフレー

ト発送では必須です。
6...残りのフィールドに入力して、「AESに送信」をクリックします。
7...WorldShipはAESDirect.Webサイトへのリンクを生成します。法的免責事項を

必ずお読みになってから、「 EEIをAESWebLinkに送信」をクリックします。
8...米国国勢調査局への提出を.完了します。
9...WorldShipに戻ったら、「シップメント処理」をクリックします。
詳細情報については、「サポート」タブでWorldShip」を選択し、「UPS 
WorldShipヘルプ」で「AES」と入力してください。
国際荷送人契約/委任状
米国とプエルトリコからの荷送人のみ：
UPSは、国際荷送人契約書またはリード・パッケージに添付された委任状を必
要とする場合があります。詳細情報については、「サポート」タブでWorldShip」
を選択し、「UPS WorldShipヘルプ」で「国際荷送人契約」または「Power of 
Attorney」と入力してください。

出荷
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後日処理で貨物を処理する後日処理で貨物を処理する
WorldShipの後日処理により、最長183日まで先の集荷日の貨物を処理するこ
とができます。
後日処理を有効にする
後日処理で貨物を処理するには、下記の手順でこの機能を有効にします：
1...「ツール」タブの「システム設定」を選択し、「出荷」タブを選択します。
2...「集荷日の選択」の下にある「手動で集荷日を選択する」チェックボックスを

選択します。この選択を確認する警告メッセージが表示されます。
3...「はい」を選択し、「OK」をクリックします。

出荷
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後日処理で貨物を処理する後日処理で貨物を処理する（続き）（続き）
アクティブな集荷日を選択する
このシステム設定を設定した場合、集荷日を選択する「アクティブな集荷日の選
択」ウィンドウが表示されます。
アクティブな集荷日をその当日に設定する場合は、そのまま「OK」を選択します。
当日以降の日付を選択する場合は、下向き矢印をクリックしてカレンダーを表示
し、そこから集荷日を選択し「OK」をクリックします。選択したアクティブな集荷
日は、「出荷」および「出荷履歴」画面の上部にあるタイトルバーに表示され 
ます。
貨物の処理を実行すると、「出荷履歴」画面の保留集荷グループに、アクティブ
な集荷日別に貨物が表示されます。現在アクティブな集荷日には、文字「A」が表
示されます。
注: 集荷日を変更して貨物の処理を行う必要がない場合は、何もする必要はあり
ません。システムは現在の日付で貨物の処理を行うように構成されています。
アクティブな集荷日の変更
貨物の処理を行う前にアクティブな集荷日を変更する場合は、以下の手順に従っ
てください。
1...「出荷」ウィンドウの「ホーム」タブで「集荷情報」を選択し、次に「アクティ

ブな集荷日」を選択します。
2. .「アクティブな集荷日の選択」ウィンドウで、下向き矢印をクリックしてカレン

ダーを表示し、そこから集荷日を選択し「OK」をクリックします。
3...通常通りに貨物を処理します。アクティブな集荷日の貨物の処理は、「出荷履

歴」画面の保留集荷グループに表示されます。
処理済みの貨物の集荷日を変更するには、下記の手順に従ってください：
1...「出荷履歴」画面で、日付を変更したい貨物または保留集荷グループをハイラ

イトします。
2...「ホーム」タブで、「集荷日」、「集荷日の変更」の順に選択します。
3...「集荷日の変更」ウィンドウで、下向き矢印をクリックしてカレンダーを表示

し、そこから集荷日を選択し「OK」をクリックします。貨物は、その集荷日の保
留集荷グループに表示されます。

詳細情報については、「サポート」タブで「WorldShip」を選択し、次に
「WorldShipヘルプ」を選択します。「後日処理の手順」と入力してください。

返品の処理返品の処理
UPSは商品返品の手続きをスムーズにする多様な返品サービスを提供していま
す。出荷履歴に表示されている貨物を返品として処理を繰り返すか、「出荷」画
面で新しい返品貨物を作成します。
返品を作成する
1...「サービス」タブで、UPSサービスを選択します。
2...「オプション」タブを選択し、それから「貨物のオプション」の「返品サービ

ス」を選択します。
3...ご希望の返品サービスを選択します。
4...パッケージの商品説明を指定します。
5...「返品ラベルのEメール送信」を選択した場合は、「詳細」をクリックし、受取

人のメールアドレスを指定します。
6...「発送元」の住所を指定します。
7...「サービス」タブを選択して、パッケージタイプを選択し、請求先を指定、さら

にパッケージの重量を入力します。
8...「貨物の処理」をクリックします。
注: 地域により「返品サービス」がご利用いただけない場合があります。ご利用可
能なサービスについては、ups.comにアクセスしてください。
返品貨物とセットになった往路の貨物を処理する
1...出荷情報を入力します。
2.  「サービス」タブにある「返品サービス」チェックボックスをクリックします。
3...「貨物の処理」をクリックします。ラベルが印刷され、「出荷」ウィンドウに

は、対応する返品貨物の住所が自動的に表示されます。
4...「オプション」タブを選択します。「返品サービス」オプションが自動的にチェ

ックされます。希望の返品サービスを選択し、商品説明を入力します。
5...「貨物の処理」をクリックします。
注: 「返品サービス」チェックボックスに対するシステム設定を設定する場合は、
「システム設定エディタ」の「出荷」タブをクリックしてください。

出荷

http://ups.com
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パッケージおよび貨物の編集パッケージおよび貨物の編集
WorldShipでは、すでに処理されているパッケージや貨物のうち「終業処理」を
まだ実行していないものを編集することができます。
パッケージまたは貨物を編集する
1...「出荷履歴」ウィンドウの「UPS®の集荷」で、編集したい個別のパッケージま

たは貨物を選択します。
2. .「ホーム」タブの「編集/調整」を選択します。編集を希望するパッケージ/貨

物を確認し、それから適切な変更を行います。
3. .「貨物の処理」をクリックします。（先に印刷したラベルを再作成したラベル

と入れ替えるように促すメッセージが表示されます。）

複数個口貨物から1個のパッケージを削除する
1. .「出荷履歴」ウィンドウの「UPSの集荷」の中で、削除したいパッケージを含む

貨物を選択します。
2...「ホーム」タブの「編集/調整」を選択します。編集を希望するパッケージ/貨

物を確認します。
3...「貨物の処理」の横にあるナビゲーション用矢印を使用して、削除したいパッ

ケージを表示します。
4...「パッケージを削除」をクリックします。そのパッケージの削除を承認します。
5...「貨物の処理」をクリックします。（先に印刷したラベルを再作成したラベル

と入れ替えるように促すメッセージが表示されます。）
米国 のみ: 課金の問題については、課金部門（1-800-811-1648）に電話し、追跡
番号と集荷記録番号をお知らせください。

出荷
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フレート貨物の処理フレート貨物の処理
グラウンド・フレート出荷について
グラウンド・フレートは、米国（アラスカ、ハワイを含む）、カナダ、プエルトリコ、
グアム、米国バージン諸島、メキシコにおける、地域、地域間、長距離のサービス
のほか、専門ソリューションの完全なポートフォリオを提供する一般的なサービ
スです.。
エアフレート出荷について
エアフレートは、地域、地域間、および国際的なサービスのほか、世界中の専門ソ
リューションの完全なポートフォリオを提供する一般的なサービスです。
フレート出荷の処理
1...「フレート」チェックボックスを選択し、「サービス」タブでエアフレートまた

はグラウンド・フレートUPSサービスを選択します。残りのフィールドは、選択し
たUPSサービスに応じて変化します。

2...出荷先住所を指定します。
3...「発送元」の住所を指定します。
4...請求先情報、商品情報、出荷オプション、貨物の寸法、貨物の説明、出荷リファ

レンスナンバー、およびパッキングリストなどの貨物レベルとオプションの詳細
を指定します。「商品情報を入力する」を参照してください。

5...輸出貨物の場合は、輸出書類と品物の詳細を記録します。
6...ここで貨物を完了するか、あるいは後で完了するかを決めます。
	 ■..ここで出荷を完了しない場合は、「保存」（右下隅にある）をクリックして、

ドラフトとして保存することができます。その貨物は、保存した日付と共に「
ドラフト」として出荷履歴に保存されます。ドラフト貨物に対してパッキング
リストを作成した場合、それは保存されません。再度作業する準備ができた
ときには、「出荷履歴」ウィンドウでこの貨物を選択し、次に「ホーム」タブ
の「編集/出荷の調整」をクリックします。

	 ■..出荷が完了したら、「処理」をクリックします。

注: 荷送人設定を設定し
て、扱い単位ごとに特定
の数のラベルを印刷し、
品目をバラ積みにするこ
とができます。 
「ツール」タブで、「荷
送人エディタ」を選択
し、配送業者情報を強
調表示して、「修正」をク
リックします。「貨物」タ
ブをクリックし、扱い単
位ごとおよびバラ積み品
目ごとに印刷するラベル
の数を入力します。

出荷
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フレート出荷の処理フレート出荷の処理（続き）（続き）
商品情報を入力する
1...「サービス」タブの「商品」セクションのそれぞれ行品目に情報を入力します。

「サービス」タブの商品リストは、現在の貨物に追加されている各品目を表示
します。

2...商品リストに各品目を追加するには「追加」をクリックします。もしくは、必要に
応じて「クリア」をクリックして、商品リストの品目をクリアします。選択する、
あるいは貨物に追加する商品の数に制限はありません。制限は貨物の処理中
に適用されます。

注: 手動で商品リストに商品を追加する別の方法として、「商品の検索」をクリッ
クし、「商品の検索」ウィンドウを使用して、以前「商品エディタ」に入力された商
品にアクセスします。貨物に多数の商品を入力したときには、この検索は便利 
です。
フレート料金をリクエストする
処理中の貨物の貨物料金をリクエストするには：
1...「料金の取得」をクリックします。[シップメント料金]ウィンドウが表示され 

ます。
2...料金の詳細情報を確認します。
3...「OK」をクリックします。

出荷
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フレート出荷の処理フレート出荷の処理（続き）（続き）
単一のグラウンド・フレートの集荷を手配する
WorldShipでは、「履歴」、「フレート集荷」、「グラウンド・フレートの集荷依頼」
を選択して、出荷の処理後にグラウンド・フレートの集荷を手配することができ 
ます。
注: システム設定で設定している場合は、出荷処理中に集荷リクエストをスケジ
ュールすることもできます。「ツール」タブで「システム設定」、「出荷」を選択し、
「フレート処理中に集荷を手配する」チェックボックスを選択します。
1...「出荷」ウィンドウで、「出荷先情報」、「出荷セクション」、および「商品」セ

クションに入力します。
2...「処理」をクリックします。「集荷依頼」ウィンドウが表示されます。
3...「集荷場所」には「発送元」住所が表示されます。
4...出荷に関連する、追加の貨物情報を入力します。
5...「集荷日」、「集荷準備完了時刻」、「集荷地終業時刻」を入力します。それ以

外の場合、情報はデフォルトで現在の時刻と日付になります。
6...取扱ユニットの数を入力します。
7...「OK」をクリックします。
複数のグラウンド・フレートの集荷を手配する
次の手順を実行すれば、1回の集荷依頼で複数のグラウンド・フレートを選択で
きます。
1...[出荷履歴]ウィンドウで、グラウンド・フレートのアイコン. .が関連付けられ

ている貨物をクリックします。
2...「ホーム」タブで、「フレート集荷」、「フレート集荷リスト」の順に選択し 

ます。「フレート集荷リスト」ウィンドウが表示されます。
3...「追加」をクリックして、リストにグラウンド・フレートの項目を入力します。こ

のプロセスが機能するには、グラウンド・フレート項目にPRO番号が必要 
です。

4...さらに品目を入力するには、目的の品目がフレート集荷リストに表示されるま
で、手順1と3を繰り返します。

5...「集荷を手配する」を参照してください。

出荷
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フレート出荷の処理フレート出荷の処理（続き）（続き）
エアフレートの集荷、あるいは持ち込みを手配する
定期的にエアフレートの出荷がある荷送人に対して、出荷の処理中に自動的に
持ち込みを手配するには：
1...「サービス」タブにある「持ち込み」チェックボックスをクリックします。
2...通常通りに貨物を処理します。「処理」をクリックしたときに、「持ち込みリク

エスト」ウィンドウが表示されます。
3...「持ち込みリクエスト」ウィンドウで：
	 ■..「出荷済みの個数」に取扱単位を記述します。
	 ■..「持ち込み」で持ち込みの日付と時間を選択します。
	 ■..「OK」をクリックします。
不定期にエアフレートを出荷する荷送人に対して、出荷の処理中に自動的に集荷
もしくは持ち込みを手配するには：
1...通常通りに貨物を処理します。「処理」をクリックすると、「集荷/持ち込みリク

エスト」ウィンドウが表示されます。
2...「集荷/持ち込みリクエスト」ウィンドウで：
	 ■..「出荷済みの個数」に取扱単位を記述します。
	 ■..「集荷/持ち込み」で、「集荷」または「持ち込み」のいずれかを選択し 

ます。
 注: この選択によって、このウィンドウの残りのフィールドがアクティブとなる
か、非アクティブとなるかが決まります。

	 ■...「持ち込み」で持ち込みの日付と時間を選択します。
	 ■...「請求者」で、適切な情報を指定するか、あるいは提供されている「発送

元」情報を使用します。
	 ■..「集荷日」、「集荷準備完了時間」、「集荷場所の終業時間」を入力し 

ます。
	 ■..「集荷場所」に追加説明を提供します。

注: それ以外のすべてのフィールドには発送元の住所が表示され、それらを
更新することはできません。

	 ■..「OK」をクリックします。

出荷
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フレート出荷の処理フレート出荷の処理（続き）（続き）
出荷履歴でフレートの出荷状況を表示する
フレートの出荷状況を表示するには、「出荷履歴」ウィンドウを選択します。 

アイコンは、特定の荷送人のフレート出荷を表します。

出荷
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プロファイルエディタプロファイルエディタ
「プロファイルエディタ」を使用して、事前定義したシステム設定の保存コレク
ションであるプロファイルの追加、削除、および変更が行えます。このプロファ
イルには、各種のサービスオプション、貨物オプション、出荷オプション、および
参照番号なども含まれます。このプロファイルを1つ以上の荷送人に割り当てる
ことができます。

プロファイルを追加するプロファイルを追加する
1...「ツール」タブの「プロファイルの作成/編集」を選択します。
2...「プロファイルエディタへようこそ」画面で「OK」をクリックします。
3...表示されるすべてのタブに備わっているフィールドに対して、適切な値を入力

するか、あるいは選択します。選択した内容は、「出荷」画面の該当するフィー
ルドにデフォルトとして表示されます。

4...リボンで、「保存」をクリックします。
5...「プロファイルの名前を付けて保存」ウィンドウで、最大35文字の固有の名前

を入力し、「OK」をクリックします。
注: 既存のプロファイルを新しいプロファイルの基本にしたい場合は、既存のプ
ロファイル名を選択し、フィールドを変更し、リボンで、「名前をつけて保存」を
クリックします。「プロファイルの名前を付けて保存」ウィンドウで、最大35文字
の固有の名前を入力し、「OK」をクリックします。

プロファイルを荷送人に割り当てるプロファイルを荷送人に割り当てる
1...「ツール」タブの「プロファイルの作成/編集」を選択します。
2...プロファイルエディタのリボンで、「荷送人へプロファイルを割り当てる」をク

リックします。
3...「荷送人のプロファイル」ウィンドウで、以下の手順を実行します：
	 ■..特定の荷送人へプロファイルを割り当てる場合は、その荷送人に割り当てる

プロファイルを、荷送人番号の横にある「プロファイル」から選択します。
	 ■..特定のプロファイルをすべての荷送人に割り当てる場合は、「すべての荷送

人へプロファイルを割り当てる」から適切なプロファイルを選択し、「アサ
イン」をクリックします。

4...「OK」をクリックしてから、「プロファイルエディタを閉じる」をクリックし 
ます。

プロファイル
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アドレス帳で顧客にプロファイルを割り当てるアドレス帳で顧客にプロファイルを割り当てる
1...「ホーム」タブの「住所」を選択し、次に「アドレス帳」を選択します。「アドレ

ス帳の編集」ウィンドウが表示されます。
2...新規荷受人に関する情報を記入するか、あるいは「会社名または個人名」の横

にある「検索」 .をクリックして、アドレス帳内の荷受人を検索します。「アド
レス帳検索」ウィンドウで既存のお客様を探して選択し、「選択」をクリックし
ます。

3...「プロファイル」からプロファイル名を選択します。
4...新規荷受人の場合は「新しい住所の追加」をクリックします。既存の荷受人の

場合は「住所の変更」をクリックします。
5...操作が完了したら「閉じる」をクリックします。
注: また「荷送人エディタ」を使用してプロファイルを割り当てることも、あるいは
「出荷」画面からプロファイルを選択することもできます。

プロファイル 
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レポートの印刷レポートの印刷
「終業処理」を完了するごとに、以下のレポートが自動的に印刷されます：
日次シップメント詳細レポート
最後に行った終業処理以降に処理したすべてのパッケージのサマリを作成し 
ます。これには、個々のパッケージの受取人や出荷情報、合計サマリが表示され
ます。「システム設定エディタ」の「出荷詳細レポートの設定」タブを使用して、
終業処理時にレポートを自動的に印刷するかどうかを選択できます。
高額レポート
このレポートは、「返品サービス」貨物の処理中に、特定額を超える従価料金のパ
ッケージを処理したときのみ、終業処理を行うと自動的に印刷されます。また、こ
のレポートには、各高額貨物のトラッキング・ナンバー、パッケージID、リファレン
ス番号、および従価料金が記載されます。
重要事項： UPSドライバがこのような高額貨物を集荷するときには、必ずこのレ
ポートをドライバに渡してください。UPSドライバがレポートに署名し、集荷時間
および高額パッケージの合計数量をレポートの最終行に記入します。これらの集
荷詳細が記入されたレポートはドライバがパッケージと一緒に持ち帰るので、集
荷確認を残しておきたい場合は、集荷詳細記入済みのレポートをコピーしておい
てください。集荷の詳細にはドライバの署名および手書きの情報が含まれていま
すので、それを再印刷することはできません。
UPSドライバ転送コントロール・レポート（発地が米国/プエルトリコ/カ
ナダ以外の国の場合）
このレポートが終業処理時およびUPS.TradeDirect混載運送完了時に自動的に印
刷されます（なお、仕向地が米国、プエルトリコ以外の場合にのみ該当します）。
このレポートは、業務完了処理中にUPSへの貨物データの転送が成功したことを
示します。
重要事項： UPSドライバがこのような貨物を集荷するときには、必ずこのレポート
をドライバに渡してください。

集荷サマリーバーコードレポート（米国/プエルトリコ/カナダ発地）/
UPS® マニフェストの概要（米国/プエルトリコ/カナダ発地以外）
集荷サマリーバーコードレポートは就業処理中に自動的に印刷され、UPSマニフ
ェストの概要は就業処理中および統合された根菜運送完了時に自動的に印刷さ
れます。これら両方のレポートには、UPSのドライバが集荷する予定のパッケージ
に関する貨物情報の詳細が記述されます。このレポートには以下が含まれます：
■..アカウント情報。
■..アカウント番号、出荷レコードの固有識別番号、および集荷が予定されている

パッケージの総数を含んだバーコード。
■..UPSのドライバが集荷内容を確認するために必要なサマリ情報。
■..パッケージを集荷するUPSドライバの名前、集荷時間、およびUPSドライバが集

荷した貨物の総数を記録するための欄。
重要事項： UPSドライバがこのような貨物を集荷するときには、必ず集荷サマリ
ーバーコードレポートをドライバに渡してください。UPSドライバは、このレポー
トのバーコードをスキャンします。続いてこのレポートに署名し、レポートの下部
に集荷時間および貨物総数を記録します。UPSドライバはこのレポートをスキャ
ンしますが、持ち帰りませんので、ユーザーは記録のためにレポートを保存して
おくことができます。
UPSマニフェスト詳細レポート（発地が米国/プエルトリコ/カナダ以外の
国の場合）
UPSへの貨物データの送信に失敗した場合、このレポートが終業処理時に自動的
に印刷されます。これら両方のレポートには、UPSのドライバが集荷する予定のパ
ッケージに関する貨物情報の詳細が記述されます。
重要事項： UPSドライバがこのような貨物を集荷するときには、必ずこのレポート
をドライバに渡してください。

レポート
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「出荷」画面から出荷をボイドする「出荷」画面から出荷をボイドする
WorldShipでは、すでに処理されている出荷のうち「終業処理」をまだ実行してい
ないものについてはボイドすることができます（以下を参照）。また、終業処理を
実行した後でもパッケージや出荷のボイドを行うこともできます。
1.  「出荷」画面の「ホーム」タブの「ボイド」を選択して、パッケージあるいは出

荷をボイドまたは削除します。
2...出荷をボイドする方法を確認し、「OK」をクリックします。「出荷履歴」画面が

表示され、最後に処理した貨物がハイライトされます。
3...正しい貨物がハイライトされているかを確認します。必要に応じて別の貨物を

選択します。
4...出荷アイコンが矢印、 、 、 、と共に表示された場合、ウェブの「出荷の

ボイドページ」を使用して出荷をボイドする必要があります。「ホーム」タブで
「ボイド」を選択します。
a...WorldShipは、ウェブで「出荷のボイド」ページを使用するよう促します。

注: 矢印付きのアイコンは、パッケージ詳細情報の一部は既にUPSに送信されて
いることを示します。
5...出荷アイコンに矢印が無い場合:
a...「ホーム」タブで「ボイド」を選択します.確認メッセージが表示されます。
b...「はい」をクリックします。パッケージ/貨物の横に「ボイド」のアイコンが表

示されます。
注: ボイドしようとしている荷物がすでに終業処理されていて、さらに国内のボイ
ドポータルによりボイドがサポートされている場合は、米国 ups.com（英語表示
のみ）の「出荷をボイド」アプリケーションに接続されます。以下の「終業処理の
後「出荷履歴」画面でパッケージまたは貨物をボイドする」を参照してください。

パッケージまたは貨物のボイド

http://ups.com
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終業処理の後「出荷履歴」画面でパッケージまたは貨物をボイ終業処理の後「出荷履歴」画面でパッケージまたは貨物をボイ
ドするドする
1...「出荷履歴」画面で、ボイドにするパッケージのトラッキング・ナンバーをハイ

ライトします。
2...「ホーム」タブで「ボイド」を選択します
3...「OK」をクリックします。「UPS出荷のボイドページ」が表示されますので、 

そこでボイド処理を完了します。
4...貨物のボイドが完了したら、WorldShipに戻ります。

パッケージまたは貨物のボイド
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「出荷履歴」画面で、ボイドした荷物または貨物にマークを付ける「出荷履歴」画面で、ボイドした荷物または貨物にマークを付ける
「UPS出荷のボイドページ」からパッケージや貨物をボイドしたときに
は、WorldShipの「出荷履歴」画面には、ボイドが完了していることが自動的には
示されません。しかし、該当のパッケージまたは貨物にボイドされていることを示
すマークを付けることができます。そのパッケージまたは貨物の実際のステータ
スは変更されませんので、この手順を実行する前に、「UPS出荷のボイドページ」
で、パッケージまたは貨物をボイドするために必要な手順を完了しておかなくて
はなりません。
1...「出荷履歴」画面で、「UPS出荷のボイドページ」でボイドしたパッケージまた

は貨物をハイライトします。
2...「ホーム」タブで「シップメントにマークを付ける」を選択します。貨物または

パッケージの横にチェックマークのアイコンが表示されます。
3...「ホーム」タブの「マーク付きアクティビティ」を選択し、次に「マーク付きシ

ップメントのボイド」を選択します。貨物またはパッケージの横に「X」のアイコ
ンが表示されます。

パッケージまたは貨物のボイド
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処理の完了処理の完了
WorldShipは貨物の詳細をUPSへ電子的に送信します。同じ集荷日に別の終業
処理を完了させることも可能です。
保留集荷グループのパッケージの処理が完了したら、終業処理を完了してくだ 
さい。これらの手順は、集荷時間前に完了させてください。
終業処理を完了する
1...「出荷履歴」画面で「保留集荷」グループを選択します。
2...「ホーム」タブの「終業処理」を選択します。
3...処理を続けることを承認します。WorldShipは終業処理レポートを印刷します。

詳細情報は、「レポートの印刷」を参照してください。
4...集荷日の変更処理が起動されている場合は、「アクティブな集荷日の選択」

ウィンドウが表示されます。下向き矢印をクリックしてカレンダーを表示し、そ
こからアクティブな集荷日を選択します（最長183日後の日付まで選択可能）。
「OK」をクリックします。

5...適切なレポートをUPSドライバに渡します。詳細情報は、「レポートの印刷」を
参照してください。

終業時間まで
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住所データの検証住所データの検証
住所検証は、米国50州内の住所が有効かどうかを判断するのに役立ちます。
WorldShipには3種類の住所検証があります。
■..単一の住所、都市、州、ZIP Code™の検証は、パッケージを出荷するときに自動

的に行われます。住所が正しくない場合、WorldShipは代替案を提案します。
■..単一のストリートレベルの住所検証は、市、州、郵便番号だけでなく、通り番

地も検証します。この住所検証オプションを選択するには、.「ホーム」タブの
「出荷」ウィンドウでF8を押し、「住所」、「配送先住所の検証」の順に選択し
ます。WorldShipは、住所をすばやく確認し、住所が正しくないと思われる場合
は別の提案を返します。または、住所が有効かどうかを通知します。このプロ
セスには、住所データへのZIP+4割り当てが含まれます。

■..アドレス帳の検証は、WorldShipアドレス帳のすべての住所の通り番地、市、
州、郵便番号を検証します。この住所検証オプションを選択するには、「ホー
ム」タブでShiftとF9を押し、「住所」、「アドレス帳」の順に選択します。「アド
レス帳の編集」で、「検証のために住所を送信」をクリックします。WorldShip
はすべてのアドレス帳エントリを収集し、それらを検証してから、調整できるよ
うにPCにダウンロードします。このプロセスには、住所データへのZIP+4割り当
ても含まれます。

注: 「アドレス帳の編集」で単一の住所を検証するには、住所情報を入力または
選択して、「住所を検証」をクリックします。
その操作手順については、「サポート」タブの「WorldShip」、「UPS WorldShip
ヘルプ」の順に選択し、「住所の確認」と入力してください。

住所の検証、分類、調整
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住所データの分類住所データの分類
住所の分類は、米国50州またはカナダ内の住所が住宅地域か商業地域かを判
断するのに役立ちます。
WorldShipには2種類の住所分類があります。
■..単一レベルの住所分類は、現在のアドレスを分類します。この住所検証オプシ

ョンを選択するには、.「ホーム」タブの「出荷」ウィンドウでF7を押し、「住
所」、「配送先住所の分類」の順に選択します。WorldShipは、「送り先」タブ
に表示されている住所を分類します。

■..アドレス帳の分類は、WorldShipアドレス帳のすべてのアドレスを分類します。
この住所分類オプションを選択するには、.「ホーム」タブでShiftとF9を押
し、「住所」、「アドレス帳」の順に選択します。「アドレス帳の編集」で、「分類
のために住所を送信」をクリックします。WorldShipはすべてのアドレス帳エン
トリを収集し、それらを分類してから、PCにダウンロードします。

その操作手順については、「サポート」タブの「WorldShip」、「UPS WorldShip
ヘルプ」の順に選択し、「住所の分類」と入力してください。

住所データの調整住所データの調整
調整機能を使用すれば、可能な候補のリストから最適な住所を選択できます。
その操作手順については、「サポート」タブで「WorldShip」、「UPS WorldShip
ヘルプ」の順に選択し、「住所の調整」と入力します。

住所の検証、分類、調整
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貨物を検索する貨物を検索する
1...過去に処理した貨物を検索するには、「ホーム」タブの「履歴の検索」または 

「検索」を選択します。

出荷履歴および貨物追跡

2...検索する出荷に関する適切な情報を入力し、「検索」をクリックします。
詳細情報については、「サポート」タブで「WorldShip」、「UPS WorldShipヘル
プ」の順に選択し「発送の検索」と入力します。
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パッケージまたは貨物を追跡するパッケージまたは貨物を追跡する
「出荷履歴」画面から追跡する
1...「出荷履歴」画面からパッケージを1つ追跡するには、トラッキング・ナンバー

をハイライトして、そのパッケージを選択します。「ホーム」タブの「追跡」を選
択し、次に「このパッケージを追跡する」を選択します。

2...「出荷履歴」画面から複数のパッケージを追跡するには：
	 ■..特定の日付をハイライトして、その日に出荷されたすべてのパッケージを追

跡するか、あるいは特定の貨物をハイライトして、その貨物に含まれるすべて
のパッケージを追跡します。

	 ■..「ホーム」タブの「追跡」を選択し、次に「複数を追跡」を選択します。「ト
ラッキングナンバー・マネージャー」ウィンドウの「1Z」タブで「追加」をクリ
ックし、それから「トラッキングリスト」をクリックします。
 注: 日付または貨物をハイライトし、それから「追加」をクリックしていくこと
で、複数の日付および貨物におけるパッケージを追跡することができます。

3...WorldShipはups.comの「貨物追跡ページ」に直接接続して、パッケージ情報
を表示します。

4...必要に応じて、追跡情報を印刷します。
5...「貨物追跡ページ」ウィンドウを閉じると、WorldShipに戻ります。

UPS®ウェブサイトから追跡する
1...「UPS.com」タブの「UPS貨物追跡」を選択します。WorldShipは、UPSウェブ

サイトの「貨物追跡ページ」に直接接続します。
2...「パッケージと貨物の追跡」タブでUPSトラッキング・ナンバーを入力し、それ

から「追跡」をクリックします。
3...表示される指示に従います。
4...「貨物追跡ページ」ウィンドウを閉じると、WorldShipに戻ります。

出荷履歴および貨物追跡

http://ups.com
http://UPS.com
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フューエル・サーチャージフューエル・サーチャージ
UPSのフューエル・サーチャージは、各貨物に対して表示される料金に自動的に
含まれています。このサーチャージは、月毎に変化する可能性があります。ソフト
ウェアのアップデートが自動的に提供されます。
UPSのフューエル・サーチャージに関する詳細情報については、ups.comホーム 
ページにアクセスするか、あるいは「サポート」タブで「WorldShip」、
「WorldShipヘルプ」の順に選択し、「フューエル・サーチャージ」と入力し 
ます。

請求先情報の選択請求先情報の選択
請求先のフィールドを使用して、運賃、関税等諸費用を誰が払うのかを示します。
これらのフィールドは、「出荷」画面の「サービス」タブなど、幾つかの画面に表
示されます。請求先のフィールドには、以下が含まれます：
運送料金の請求先：荷送人、荷受人、第三者、委託請求先のうち、出荷に対する
運賃の支払い者を入力します。
関税と税金の請求先：荷送人、荷受人、第三者のうち、パッケージ、貨物に対して
課される関税等諸費用の支払い者を入力します。
「関税と税金を分割」チェックボックス：パッケージ、貨物に対して課される関
税等諸費用を、関税支払者の代わりに運賃支払い者に支払いを希望する場合
に、このチェックボックスをチェックします。このチェックボックスを選択すると、
「運賃の請求先」というタイトルが「運賃と関税の請求先」に変わり、「関税と税
金の請求先」というタイトルが「その他税金の請求先」に変わります。この選択を
取り消すには、「関税消費税を分ける」チェックボックスをクリアします。このチ
ェックボックスを選択またはクリアするたびに、確認メッセージが表示され 
ます。

請求および料金に関する機能
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第三者請求第三者請求
1...本ガイドの1ページ目に記載されている説明に従い貨物の処理を行います。 

手順は以下の通りです：
	 ■..発送先の住所を指定します。
	 ■..UPSサービスを選択します。
	 ■..荷物タイプを選択します。
	 ■..「運送料金の請求先」から「第三者」を選択すると、「第三者の住所」ウィン

ドウが表示されます。

請求および料金に関する機能

2...「第三者の住所」ウィンドウで、現在の貨物に関して荷送人が払わなければ
ならない料金すべてを引き受ける個人または会社の住所とアカウントナンバー
を入力します。「OK」をクリックします。

3...「出荷」画面で、パッケージの重量を入力し、「貨物の処理」をクリックします。
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クイックコマンドクイックコマンド
「クイックコマンドエディタ」を使用して、事前定義のコマンドのリストから選択
し、それらを「インポート/エクスポート」タブで使用するために構成できます。 
「クイックコマンドリストを作成する」を参照してください。

クイックコマンドリストを作成するクイックコマンドリストを作成する
1...「インポート/エクスポート」タブで「新規作成」を選択します。
2...「クイックコマンドエディタ」ウィンドウで、「クイックコマンドリスト」に配置す

るコマンドのリストを作成します。
	 ■..コマンドを追加するためには、「使用可能なコマンド」ボックスでコマンド

を選択し、「追加」をクリックします。コマンドは「選択されたコマンド」ボ
ックスに追加されます。

	 ■		.コマンドを削除するには、「選択されたコマンド」ボックスからコマンドを
選択し、「取消」をクリックします。

	 ■		すべてのコマンドを削除するには、「すべて削除」をクリックします。

3...選択したコマンドを以下のように編集します：
	 ■		一回以上追加することが可能なコマンドを追加した場合は、選択したコマ

ンドを構成することができる「クイックコマンドエディタ」ウィンドウが表示さ
れます。「クイックコマンドを変更する」を参照してください。

	 ■		一回しか追加できないコマンドを追加した場合は、ステップ4に進んでくだ 
さい。

  ヒント: 選択したコマンドのデフォルトを変更したい場合は、「編集」をクリッ
クします。 
「クイックコマンドを変更する」を参照してください。

4...「クイックコマンド」リストのコマンドを適切な順になるように調整します。
	 ■		コマンドを上に移動させるには、コマンドを選択してから「上へ移動」をクリ

ックします。
	 ■		コマンドを下に移動させるには、コマンドを選択してから「下へ移動」をクリ

ックします。
5...「インポート/エクスポート」タブの「クイックコマンド」リストを表示して使用

するには、「クイックコマンド」リストのコマンドを選択します。
クイックコマンドを変更するクイックコマンドを変更する
1...「インポート/エクスポート」タブで「新規作成」を選択します。
2...「クイックコマンドエディタ」ウィンドウで、新しいコマンドを追加します。
	 ■	「使用可能なコマンド」ボックスでコマンドを選択します。
	 ■	「追加」をクリックします。
一回以上追加することが可能なコマンドを追加した場合は、選択したボタンを
構成することができる「クイックコマンドエディタ」ウィンドウが表示され、選択
したコマンドに関する情報が示されます。コマンドの名前は、タイトルバーに表示
されます。ステップ4に進んでください。
一回しか追加できないコマンドを追加したときには、そのコマンド名が「選択し
たコマンド」ボックスに表示されます。そのコマンドを編集したい場合は、ステッ
プ3を続けます。そうでない場合は、ステップ７に進んでください。
3...「クイックコマンド」リストの既存のコマンドを編集するには：
	 ■	「選択したコマンド」ボックスでコマンドを選択します。
	 ■	「編集」をクリックします。
「クイックコマンドエディタ」ウィンドウが表示され、選択したコマンドに関する
情報が表示されます。コマンドの名前は、タイトルバーに表示されます。
一回以上追加することが可能なコマンドを編集するには、このままステップ4を
続行します。そうでない場合はステップ5に進んでください。

追加の機能
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クイックコマンドを変更するクイックコマンドを変更する（続き）（続き）
4...必要な操作を完了します。
	 ■	荷送人番号については、「シッパーナンバーの選択」ボックスの下向き矢印

をクリックして、リストから適切な荷送人番号を選択します。
	 ■	プロファイルについては、「プロファイルの選択」ボックスの下向き矢印をク

リックして、リストから適切なプロファイルを選択します。
	 ■

	開始入力によるインポートでは、「開始入力によるインポート」ボックスからマッ
プ名を選択します。
	 ■	インポートのバッチ処理については、「バッチ処理によるインポートの開

始」ボックスからマップ名を選択します。
	 ■	エクスポートのバッチ処理については、「バッチ処理によるエクスポートの

開始」ボックスからマップ名を選択します。
5...コマンドにツールのヒントを追加するには、「ツールのヒント」ボックスに最大
80文字までのテキストを入力するか、事前定義のツールのヒントを使用し 
ます。

6...「OK」をクリックします。
7.  必要に応じて、この手順を繰り返すか、あるいは「OK」をクリックします。

バッチ処理中に印刷されるエラーラベルバッチ処理中に印刷されるエラーラベル
WorldShipは、バッチ処理中に出荷検証が失敗した各パッケージのデフォルト設
定で、エラーラベルを印刷します。ラベルは処理するパッケージを修正する必要
がある情報のエラーを識別し、パッケージのラベルの適切な順序を維持するため
のプレースホルダとして機能します。「バッチ処理中に印刷されるエラーラベル
の印刷」オプションが、「システム設定エディタ」ウィンドウの「印刷設定」タブの
「推奨ラベル印刷」の下にあります。

カスタムラベルカスタムラベル
「カスタムラベルエディタ」は、カスタムラベルの複数のテンプレートを作成、保
存、編集、および削除できるようにします。カスタムラベルには、画像、販売促進
用のメッセージ、テキスト、出荷フィールド、またはこれらの組み合わせが含まれ
ます。使用するカスタムラベルのテンプレートを指定するには、プロファイルに印
刷するラベルを割り当てるか、あるいはカスタムツールバーにボタンを追加し 
ます。

ラベルストックを選択するラベルストックを選択する
適切なラベルストックがラベルプリンタに供給されていることを確認します。必
要なラベルストックは、カスタムラベルのテンプレートタイプによって以下のよう
に異なります。
■..出荷ラベルヘッダーのテンプレートを使用すると、次のラベルストック寸法の

上端の2インチの部分をカスタマイズできます。熱転写.4.x.8.または.4.x.8¼、レ
ーザー.8½.x.11（1ページごとに1枚のラベル）、レーザー.8½.x.11（1ページごと
に2枚のラベル）、およびレーザー.A4.210.x.297。

■..伝票ラベルヘッダーのテンプレートを使用すると、次のラベルストック寸法の
上端の2インチの部分をカスタマイズできます。熱転写.4.x.8.または.4.x.8¼.(ミ
シン目付き)。

■..荷受人ラベルのテンプレートにより、以下の寸法のラベルストックについて
は、荷受人ラベル（出荷ラベルに追加するタイプのラベル）のどの部分でもカ
スタマイズすることが可能です：.4.x.8.または.4.x.6

カスタムラベルのテンプレートを作成、あるいは編集するカスタムラベルのテンプレートを作成、あるいは編集する
1...「ツール」タブの「カスタムラベルの作成/編集」を選択します。「カスタムラベ

ルエディタ」ウィンドウが表示されます。
2...既存のテンプレートを編集したい場合：
	 ■..「既存のテンプレート」で、編集するテンプレートを選択します。
	 ■..「編集」をクリックします。「テンプレートの編集」ウィンドウが表示され 

ます。
.注: UPSサンプルテンプレートを編集したり、削除したりすることはできませ
ん。UPSサンプルテンプレートをコピーして編集することはできます。ステッ
プ3をご覧ください。

	 ■..ステップ6に進んでください。
3...UPS.Sampleテンプレートなどの既存のテンプレートを基にして、テンプレート

を作成したい場合：
	 ■..「既存のテンプレート」で、作成するテンプレートの基準にするテンプレー

トを選択します。
	 ■..「コピー」をクリックします。「テンプレートのコピー」ウィンドウが表示され

ます。
	 ■..「新しいテンプレートの名前を入力」ボックスに50文字以内のテンプレー

ト名を入力し、「OK」をクリックします。「テンプレートの編集」ウィンドウ
が表示されます。

	 ■..ステップ6に進んでください。

追加の機能



© 2006-2021 United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved. 01/21 ユーザーガイド 28

カスタムラベルのテンプレートを作成、あるいは編集するカスタムラベルのテンプレートを作成、あるいは編集する（続き）（続き）
4...既存のテンプレートを削除したい場合：
	 ■..「既存のテンプレート」で、編集するテンプレートを選択します。
	 ■..「削除」をクリックします。削除の可否を確認するメッセージが表示され 

ます。
	 ■..「はい」をクリックします。「カスタムラベルエディタ」ウィンドウが表示され

ます。
	 ■..ステップ11に進んでください。
5...新しいテンプレートを作成したい場合：
	 ■..「新規テンプレート」で、「テンプレートタイプ」ボックスの下向き矢印をク

リックし、ラベルのタイプを選択します。
	 ■..「テンプレート名」ボックスに、新しいテンプレートの名前を50文字以内で

入力します。
	 ■..「作成」をクリックします。「テンプレートの編集」ウィンドウが表示され 

ます。
6...次に挙げる追加オプションの1つを使用して、キャンバスに各要素を追加し 

ます：
. .注: フィールド列ラベルをクリックすると、WorldShipフィールドをアルファベット

順に並べ替えることができます。
	 ■..フィールドの追加.–「WorldShipフィールド」ボックスの下向き矢印をクリッ

クし、それからフィールドカテゴリーを選択します。フィールドカテゴリーの
リストからフィールドを選択して、キャンパス上でそのフィールドを配置する
場所までフィールドをドラッグ＆ドロップします。

	 ■..カスタムテキストの追加.–「カスタムテキスト」ボックスに、45文字以内でテ
キストを入力し、「テキストの追加」をクリックします。続いてキャンパス上
で、そのテキストを配置する場所をクリックします。

	 ■..テキストなしフィールドの追加.–「データフィールドのみ追加」チェックボッ
クスを選択します。

	 ■..テストデータの追加.–.「テストデータの表示」チェックボックスを選択し、
テストデータをフィールドに自動入力します。

	 ■..キャンバスに画像を追加.－.画像ライブラリから画像を選択し、キャンバス
上でその画像を配置する場所までドラッグ＆ドロップします。

	 ■..イメージライブラリに画像を追加.－「ライブラリ画像を追加」をクリックしま
す。「画像の追加」ウィンドウで、イメージへのパスを指定するか、または「参
照」をクリックして画像を選択します。「OK」をクリックします。画像はイメー
ジライブラリに保存されます。

	 ■..水平線の追加.–.「テンプレート」の「線を追加」をクリックします。キャンバ
ス上で、マウスの左ボタンをクリックして押さえて、線の開始を示し、そのま
ま線の終了までドラッグし、最後にマウスの左ボタンを放します。

追加の機能
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カスタムラベルのテンプレートを作成、あるいは編集するカスタムラベルのテンプレートを作成、あるいは編集する（続き）（続き）
 7...必要に応じて、キャンバスに配置したフィールドやテキストのプロパティを変更

します。
	 ■..キャンバスの項目を選択します。
	 ■..「フィールドのプロパティ」で、フォントや位置揃えを変更したり、テキスト

を太字にしたり、バーコードを定義したりします。
	 ■..「WorldShip」フィールドリストで、フィールドの長さを変更します。
	 ■..「変更」をクリックします。
 8...キャンバスからフィールドを削除します：
	 ■..フィールドを1つのみ削除するには、キャンバスからそのフィールドを選択

し、「取消」をクリックします。削除の可否を確認するメッセージが表示さ
れます。「はい」をクリックすると、キャンバスからそのフィールドが削除さ
れます。

	 ■..すべてのフィールドを削除するには、「すべて削除」をクリックします。削除
の可否を確認するメッセージが表示されます。「はい」をクリックすると、キ
ャンバスからすべてのフィールドが削除されます。

 9...カスタムラベルをテストするには、「テストラベルの印刷」をクリックします。
ラベルは、現在のシステム基本設定で選択されているラベルプリンタを使用
して印刷されます。

10...カスタムラベルのテンプレートをプロファイルと関連付けるには、「プロファ
イルと関連付ける」で適切なプロファイルのチェックボックスを選択してくだ
さい。保存されたカスタムラベルのテンプレートは、選択されたプロファイル
で処理されるすべての出荷において使用されます。
注: 「プロファイルエディタ」ウィンドウで「カスタムラベルを選択する」をク
リックすることによって、カスタムラベルをプロファイルに関連付けることも
できます。

11..「OK」をクリックします。

カスタムラベルの印刷設定カスタムラベルの印刷設定
1...「ツール」タブの「システム設定エディタ」を選択し、続いて「印刷設定」タブ

を選択します。
2...プリンタグリッドで適切なラベルプリンタを強調表示し、「プリンタの設定」を

クリックします。
3...「ラベルプリンタの設定」ウィンドウで、適切なラベルの構成が選択されてい

ることを確認してください。使用するラベルの形式に応じて、「ラベルストック
の寸法」および「拡張部分の使用」ボックスをアップデートしてください。

4...適用をクリックします。
5...ドキュメントラベルまたは荷受人ラベルを表示するには、「印刷設定」タブで

適切なチェックボックスを選択します。
6...「アップデートする」および「OK」をクリックします。

追加の機能
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ヘルプにアクセスするヘルプにアクセスする
ヘルプへのアクセス方法には、次のオプションがあります。
1.  ソフトウェア内で：
WorldShipヘルプ
	 ■..特定情報を見つけるには、「サポート」タブの「WorldShip」を選択し、次に

「UPS World-Shipヘルプ」を選択します。「キーワード」タブで、タスク名、
用語、コンセプトなどを入力し、それからEnterを押します。

	 ■..WorldShipに関する一般情報を見つけるには、「サポート」タブの
「WorldShip」を選択し、次に「UPS WorldShipヘルプ」を選択して、「目
次」タブを選択し、適切なトピックを選択します。

	 ■..特定のウィンドウにおけるヘルプを見つけるには、右上の隅にある「?」（利
用可能な場合のみ）をクリックし、続いて「ヘルプ」ボタン（利用可能な場合
のみ）をクリックするか、あるいはShiftキーを押さえて「F1」を押します。

	 ■..WorldShipのユーザーガイド、およびインストールガイドは、表示および印刷
が行えるようにPDF形式で提供されています。adobe.comから無償でダウン
ロードできる.Adobe®.Reader®.ソフトウェアがインストールされていることを
確認します。本ガイドを入手するには次の手順に従ってください。

. . 1...「サポート」タブの「WorldShip」を選択し、次に「UPS WorldShipユーザ
ーガイド」を選択します。

. . 2...「WorldShipユーザーガイド」ページで、目的のガイドに対応する「ダウンロ
ード」リンクをクリックします 。

. . 3..必要に応じて、マニュアルを表示および印刷します。
2.  ウェブ上で：
worldship.ups.com.に移動して、追加のサポート文書を検索します。

3.  電話で（米国のみ）：
WorldShipについて、本ガイドまたはWorldShipヘルプでご不明な点がございま
したら、1-888-553-1118にお問い合わせください。
お電話の際、以下の情報を予めご用意ください。
	 ■..お客様のUPSアカウントナンバーおよびWorldShipソフトウェアのバージョン

（World-Shipスクリーンの右下隅に表示されています）。
	 ■..ご使用のPCのOS（オペレーティングシステム）の名称およびバージョンとプ

リンタの種類。

一般的な情報については、1-800-PICK-UPS®に電話してください 
（1-800-742-5877）。国際配送情報については、1-800-782-7892に電話してくだ
さい。

ZIP.Codeは、その所有者の商標または登録商標です。
UPS、UPSブランドマーク、ブラウンカラー、ups.com、WorldShip、およびQuantum.View.Notify、 
および1-800-PICK-UPS.は、United.Parcel.Service.of.America,.Incのサービスマーク、 
商標、または登録商標です。
Adobe.Readerは、Adobe.Systems.Incorporatedの登録商標です。All.rights.reserved.

リソース

http://worldship.ups.com
http://ups.com
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テクニカルサポートの連絡先テクニカルサポートの連絡先
WorldShipについて、本ガイドまたはWorldShipヘルプでご不明な点がございましたら、以下の番号にお問い合わせください。

アフガニアイルランド共和国 ............................................................+353 (0) 15245447
アゼルバイジャン ......................................+10 99 412 493 39 91 / +994-12-490 6989,

+994-12-493 3991
アフガニスタン ...........................................................+93-79-3204045 / 9647814318252
アラブ首長国連邦 .........................................................800-4774（フリーダイヤル）
アルジェリア .......................................................................................................+49 69 66404364
アルゼンチン ......................................................................................................... 0 800 122 0286
アルバニア ..............................................................................................................+355682048904
アルメニア ............................................................................................................. 10 3741 27 30 90
アンゴラ .................................................................................................................+49 69 66404364
イスラエル .................................................................................................. 00-972-(0) 35-770112
イタリア .................................................................................................................... +39 0248270032
インド ............................91-22-2827-6111 / 00 0800 852 1113（フリーダイヤル）
インドネシア ..................................................................................................... 001 803 852 3670
ウェールズ ...................................................................................................... +44 (0) 2079490192
ウズベキスタン ............................................................................................. +998 (71) 1203838
ウルグアイ ............................................................................................................ 000 405 296 651
エクアドル .................................................................................................................... 1800 000 119
エジプト .................................................................................................................+49 69 66404364
エストニア ................................................................................................................... 372 666 47 00
エチオピア ...........................................................................................................+49 69 66404364
エルサルバドル ..................................................................................................................800 6191
オーストラリア ..........................................................................................................1800 148 934
オーストリア .............................................................................................+43 (0) 1 50 15 96 002
オマーン ..................................................................................................................+49 69 66404364
オランダ ...........................................................................................................+31 (0) 20 50 40 602
カザフスタン .....................................................................................................+49 69 66404364
カタール .................................................................................................................+49 69 66404364
カナダ ................................................................................ 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
カメルーン ............................................................................................................+49 69 66404364 
ガーナ .......................................................................................................................+49 69 66404364
キプロス ...............................................................................................................................77 77 7200
キルギスタン.......................................................... +996 312 699 988 / +996-312-979713
ギリシャ ........................................................................................................................210-99 84 334
クウェート ............................................................................................................+49 69 66404364
グアテマラ .................................................................................................................1800 835 0384
ケイマン諸島 .......................................................................................................1-888-960-2686
ケニア .......................................................................................................................+49 69 66404364
コートジボワール ..........................................................................................+49 69 66404364
コスタリカ ..................................................................................................................0800 052 1591
コソボ ........................................................................................................................ +381 38 24 22 22
コロンビア .............................................................................................................. 01800 752 2293

コンゴ民主共和国 ........................................................................................+49 69 66404364
サウジアラビア ...............................................................................................+49 69 66404364
ザンビア .................................................................................................................+49 69 66404364
シンガポール ...............................................................................................................800 852 3362
ジブチ.......................................................................................................................+49 69 66404364
ジブラルタル ..........................................................................................................+350 200 42332
ジンバブエ ...........................................................................................................+49 69 66404364
スイス..................................................................................................................... +41 (0) 442115700
スウェーデン ............................................................................................... +46 (0) 85 79 29 041
スコットランド ..........................................................................................  +44 (0) 2079490192
スペイン ................................................................................................................+34 (0) 917459877
スリランカ ............................................................................................................+49 69 66404364
スロバキア .................................................................................................................  +421 2 16 877
スロベニア ..................................................................................................................  38642811224
セネガル ....................................................................................................................221 33 8646042
セルビア .................................................................................................................+381 11 2286 422
タイ ............................................................................................................................001 800 852 3658
タンザニア ...........................................................................................................+49 69 66404364
チェコ共和国 ...................................................................................................... +42 0239016468
チュニジア ...........................................................................................................+49 69 66404364
チリ ........................................................................................................................................800 835 682
デンマーク ....................................................................................................... +45 (0) 35 25 65 04
トルコ .................................................................................................................. 0090-212-413 2222
ドイツ ............................................................................................................ +49 (0) 69 66 30 80 37
ドミニカ共和国 .................................................................................................1-888-760-0095
ナイジェリア.......................................................................................................+49 69 66404364
ニカラグア ........................................................................................................... 001800 226 0452
ニュージーランド .................................................................................................. 0800 443 785
ノルウェー ......................................................................................................... +47 (0) 22 5777 34
ハンガリー  .......................................................................................................... +36 (0) 17774820
バーレーン  ...........................................................................................................+49 69 66404364
バハマ ......................................................................................................................... 1-888-960-2683
バミューダ諸島 ................................................................................................. 1-888-960-2678
バングラデシュ  ..............................................................................................+49 69 66404364
パキスタン ............................................................................................................+49 69 66404364
パナマ .......................................................................................................................... 00800 052 1414
パラグアイ ...........................................................................................................009800 521 0051
フィリピン ............................................................. 1800 1855 0023または1800 765 2927
フィンランド .............................................................................................. +358 (0) 923 11 34 07
フランス ................................................................................................................+33 (0) 157324060
ブラジル .................................................................. 0800 8923328または55 11 569 46606
ブルガリア .......................................................................................................................0700 1 8877

ブルガリア  ......................................................................................................................0700 1 8877
ブルンジ .................................................................................................................+49 69 66404364
プエルトリコ ............................................................... 1-888-UPS-TECH (1-888-877-8324)
ベネズエラ ................................................................................................................ 0800 100 5772
ベラルーシ ............................................................................................................ 375-17-227-2233
ベルギー .............................................................................................................+32 (0) 22 56 66 19
ペルー .................................................................................................................................0800 009 19 
ホンジュラス .......................................................................................................................800-0123
ボスニア .............................................................................................................................033 788 160
ボリビア ............................................................................................................................800 100 807
ポーランド ......................................................................................................... +48 (0) 222030321
ポルトガル ......................................................................................................+351 (0) 21 9407061
マラウィ .................................................................................................................+49 69 66404364
マリ ................................................................................................................................+223 2029 91 52
マレーシア ................................................................................................................... 1800 80 4709
メキシコ ..................................................................................................................01 800 714 65 35
モーリシャス ......................................................................................................+49 69 66404364
モーリタニア ........................................................................................................ +222 4529 28 89
モザンビーク .....................................................................................................+49 69 66404364
モナコ .....................................................................................................................+33 (0) 157324060
モルドバ.................................................................................................................... +373-22-403901
モロッコ ..................................................................................................................+49 69 66404364 
ヨルダン .................................................................................................................+49 69 66404364
ラトビア .....................................................................................................................................7805643
リトアニア ..................................................................................................................370-37-350505
ルーマニア .............................................................................................................. 40 21 233 88 77
ルクセンブルグ ........................................................................................FR 00 33 8050 10365
ルワンダ .................................................................................................................+49 69 66404364
レバノン .................................................................................................................+49 69 66404364
ロシア ............................................................................................................................7 49 5961 2211
英国 ...................................................................................................................... +44 (0) 2079490192
韓国 ............................................................................................................................ 00798 8521 3669
香港 ........................................................................................................................................... 8206 2133
台湾 ..................................................................................................................................00801 855 662
中華人民共和国.......................................................................................................400 013 3023
南アフリカ............................................................................................................+49 69 66404364
日本...................................................................................................................................00531 85 0020
米国 ....................................................................................................................................888-553-1118
米国 バージン諸島 .............................................................................................1888 877 8324
北アイルランド ........................................................................................... +44 (0) 2079490192

リソース
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危険品について危険品について
危険品は契約サービスです。アップグレードした後、「ツール」タブの「システム
設定エディタ」を選択し、次に「危険物」を選択します。化学物質記録データ 
ソースおよび危険物関連の書類を印刷するためのデフォルト設定を構成する必
要があります。WorldShipは、既存の外部データソースまたはWorldShipデータ
ソースから化学物質記録をインポートします。

危険品の化学物質記録の編集危険品の化学物質記録の編集
荷送人は、「危険品化学物質記録エディタ」を使用して、既存の危険品記録を表
示、削除、または変更できます。さらに、これらの記録をパーソナル化学物質テー
ブルに保存することもできます。
危険品（DG）記録を編集するには：
1...新しい化学物質記録を入力するには、「出荷」ウィンドウの「オプション」タブ

にある「危険物のリファレンス」ボックスから「新規記録」を選択します（「新
規記録」オプションは、データベースリソースとしてWorldShipを選択した場合
にのみ表示されます）。

2...次に「危険品化学物質品記録エディタ」ウィンドウが表示されます。 
「規定の設定」ボックスには特定の情報が選択されていますが、そのボックス
は編集できません。「数量」ボックス、「単位」ボックス、および「梱包タイプ」
の情報は入力する必要があります。「輸送モード」の情報は「規定の設定」ボ
ックスから取り込まれます。

3...「保存」ボタンをクリックしたときに情報が不足している場合には、WorldShip
はその旨を知らせるメッセージを表示し、さらに入力された化学物質記録が化
学物質テーブルに保存されることを通知します。

4...「削除」ボタンを選択したときには、WorldShipは、現在の記録を化学物質 
テーブルから削除することを確認するメッセージを表示します。

5...「クリア」ボタンをクリックしたときは、化学物質記録が変更されていることを
警告するメッセージが表示されます。さらに、その編集をクリアするか、あるい
は保持するかを尋ねるメッセージが表示されます。

危険品貨物
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危険品の化学物質記録の表示危険品の化学物質記録の表示
カスタム化学元素記号表またはUPS化学物質表の化学物質レコードを表示する
には、「出荷」ウィンドウの「マイサービス」タブの「危険品化学物質情報の表
示」を選択するか、「危険品化学物質レコードエディタ」で「化学物質レコードの
表示」をクリックします。
カスタム化学元素記号表のレコードを表示するには：
1...「危険品化学物質情報の表示」画面では、「化学元素記号表」のデフォルトは

「カスタム」、「規制の設定」のデフォルトは「すべて」に設定されており、 
「検索結果」ウィンドウには、現在「カスタム化学元素記号表」に存在するす
べての規定セットに対応するレコードが表示されます。特定の検索条件を入力
して、検索結果をフィルターすることができます。

2...記録を1つ選択し、「記録の詳細」ウィンドウで、その記録の各フィールドと値
を確認します。

3...選択した記録を削除するには、「削除」をクリックし、その削除を確認します。
UPS化学物質テーブルの記録を表示するには：
1...「危険品化学物質記録ビューアー」ウィンドウで、「化学元素記号表」の

「UPS」を選択します。「規定の設定」ボックスは、デフォルトでテーブル内の
最初の規定セットに設定されています。検索条件には、「規定の設定」、「識別
番号」、および「正しい出荷名」が含まれています。「検索結果」には、「規定の
設定」ボックスに設定されている値によって特定される規定セットを備えた記
録がすべて表示されています。

2...「記録の詳細」には、現在選択されている記録の値または内容が表示され 
ます。選択した記録を削除することはできません。

3...UPS化学物質データをご自分のパーソナル化学物質テーブルに追加して、それ
を危険品貨物で使用することができます。

危険品貨物
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危険品貨物の処理危険品貨物の処理
1...出荷先住所を指定します。
2.  「発送元」の住所を指定します。
3...UPSサービスや請求先情報、商品情報、出荷オプション、貨物の寸法、貨物の

説明、出荷リファレンスナンバー、およびパッキングリストなどの貨物レベルと
オプションの詳細を指定します。

4...「オプション」タブで「危険物」を選択します。
5...「現在の規定セット」ボックスにある下向き矢印をクリックして、適切な規定

セットを選択します。
6...「危険品リファレンス1」ボックスにある下向き矢印をクリックして、DGリファ

レンスを選択するか、あるいは「詳細」をクリックして、DGリファレンスを見つ
けます。

7...貨物に追加の危険品がある場合は、ステップ5と6を繰り返します。そうでない
場合は、「貨物の処理」をクリックします。

危険品の輸送をフレート出荷の一部として処理するには：
1...上記のステップ1と2に従います。
2...「サービス」タブで、「フレート」チェックボックスをオンにし、「グラウンド・フ

レート」サービスを選択し、商品情報を入力して、「HM/DG」チェックボックス
をオンにします。

3...「オプション」タブの「HAZMAT/危険物」チェックボックスはすでに選択され
ています。続けて「緊急連絡先氏名」と「緊急電話番号」を入力します。

4...「貨物の処理」をクリックします。

危険品貨物


