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2020 年 1 月吉日 

 

お客様各位 

 

HASCO JAPAN 株式会社 

 

【1st Mar.2020～】 

IMO 2020 Low Sulphur Fuel Surcharge 料率変更のお知らせ  

 
 

 

拝啓 時下、貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜

り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、先日 ご案内させていただきました、IMO(国際海事機関)による SOXS 排出規制 

が施行されることにより、EMIRATES SHIPPING LINE においては、ENVIRONMENTAL FUEL 

SURCHARGE として、チャージの適用を開始いたしましたが、LOW SULPHUR FUEL 価格の上昇

(USD 650 -> 700 PER TON)を受け、2020 年 3 月 1 日より、料率を変更することになりまし

たので、ご案内させていただきます。 

トレード毎、燃料価格帯、トレード係数を基に下記の通り算出しております。 

 

お客様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

チャージ名 :  ENVIRONMENTAL FUEL SURCHARGE(EFS) 

 

適用開始時期 :  2020 年 3 月 1 日 (B/L DATE BASIS) 

対象貨物 :  すべての輸出・輸入貨物 

料率  :  燃料油価格帯の変動による１ヵ月毎の調整  

 

3 月からの料率は下記テーブルの青でハイライトしている部分です。 

(中近東航路   USD246/TEU) 

(インド航路   USD251/TEU) 

(東アフリカ航路 USD258/TEU) 

 

 

詳細につきましては、担当営業までご連絡お願い申し上げます。 
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In USD / TEU
Intra-
Asia

IFO PRICE W/B E/B S/B N/B W/B E/B W/B E/B
All

Directio
ns

All
Directio

ns
(Laden)

All
Directio

ns
(Empty)

$350 $82 $41 $66 $33 $86 $43 $84 $42 $20 $1 $0.50
$400 $109 $55 $88 $44 $115 $57 $111 $56 $40 $8 $4
$450 $136 $68 $110 $55 $143 $72 $139 $70 $60 $16 $8
$500 $164 $82 $132 $66 $172 $86 $167 $84 $80 $24 $12
$550 $191 $96 $154 $77 $201 $100 $195 $98 $100 $32 $16
$600 $218 $109 $176 $88 $230 $115 $223 $111 $120 $40 $20
$650 $246 $123 $198 $99 $258 $129 $251 $125 $140 $48 $24
$700 $273 $136 $220 $110 $287 $143 $279 $139 $160 $56 $28
$750 $300 $150 $241 $121 $316 $158 $307 $153 $180 $64 $32
$800 $328 $164 $263 $132 $344 $172 $334 $167 $200 $72 $36
$850 $355 $177 $285 $143 $373 $187 $362 $181 $220 $80 $40
$900 $382 $191 $307 $154 $402 $201 $390 $195 $240 $88 $44
$950 $409 $205 $329 $165 $430 $215 $418 $209 $260 $96 $48
$1,000 $437 $218 $351 $176 $459 $230 $446 $223 $280 $104 $52

Charge Name: Environmental Fuel Surcharge (EFS)

Asia / Middle East
ISC, Middle East / 

   East Africa
Asia / East Africa Asia / ISC ISC / Middle East


