WORLD LOGISTICS SERVICE (U.S.A.), INC.
111 W. Ocean Blvd., Suite 1040
PHONE (562) 437-8005

Long Beach, California 90802
FAX (562) 436-2204

WLS standards for automobiles and H/H cargos such as construction machines and trucks.

To Our Valued Customers:
First of all, thank you very much for your continued patronage to our service.
Please note WLS standards on loadable, self propelled cargo (Automobiles ,Trucks, Construction Equipment ,etc.)
which is listed below for:
"Preventing fires from vehicles with faulty ignition"
"Preventing accidents resulting in injuries and hull damages"
"Following Regulations"
1

All vehicles must be in good running condition, unless otherwise stated below.
*A unit with a dead battery is loadable provided we can start the engine with battery packs and drive the unit.
*A non-running unit is loadable, provided the ADDITIONAL CHARGE for LIFT ON operation is acceptable. The vehicle's
engine battery must be disconnected.

2

All vehicles must not have any obvious signs of a potential fire hazard, unless otherwise stated as below.
*A unit with modified, non-standard electrical wiring can be loaded only by a LIFT ON operation. Its engine battery
must be disconnected.
*A unit requiring special starting procedure can be loadedonly by a LIFT ON operation. Its engine battery must be
disconnected.

3

Vehicles must not have continuous fluid leaks of any kind.
*A unit is loadable by a LIFT ON operation even though signs of leakage are seen on ground, provided that no more
dripping is occuring; ie., all leak have stopped after the vehicle was parked.
*A unit that is leaking continuously is NOT acceptable for loading.

4

All vehicles must have their keys with them.

5

All vehicles must be steerable.

6

All vehicles must have fully operating brakes.

7

All vehicles must be securely lashable in the vessel.

8

All vehicles must be intact with no loose or disconnected parts or attachments.

9

Each vehicle must have sufficient fuel for loading and unloading operations, but it must not carry more than 1/4 tank
of fuel.

（Keys for starting, trunk and cargo room)

10

All vehicles must be clean, completely free of mud or other organic material.
We recommend CONSTRUCTION EQUIPMENTS and TRUCKS be power washed prior to arrival at the receiving.

11

Vehicles with Hydraulic System are acceptable for a LIFT ON operation only, provided:
*Batteries in the vehicle for Hydraulic System are not accepted and must be removed.
*Engine battery are disconnected.
*Oil is not leaking from anywhere within the vehicles.

12

WLS do not transport any flooded vehicles.

13

WLS do not transport any hazordous items such as propane tank attached to the trailer,
battery which is not attached to the unit, fire extinguisher.
WLS has the right to remove any dangerous goods with it's own discretion.
EQUIPMENT FOR "LIFT ON" OPERATION

Port
Vancouver, BC
Tacoma
Los Angeles (WWL)
Los Angeles (PASHA)
Yokohama
Osaka
Kanda

Available
Available
Available

Equipment
N/A
N/A
Forklift + Steel Plate
N/A
Forklift + Steel Plate
Forklift + Steel Plate
N/A

WORLD LOGISTICS SERVICE (U.S.A.), INC.
111 W. Ocean Blvd., Suite 1040 Long Beach, California 90802
PHONE (562) 437-8005
FAX (562) 436-2204

自動車、建設機械及びトラック等大型車輌に関するWorld Logistics Service(U.S.A.), Inc.船積み基準の件

お客様各位
平素より弊社サービスをご利用頂き、誠に有難う御座います。
この度、各種車輌(自動車、トラック、建設機械等)の船積み時の状態に関するWorld Logistics Service(U.S.A.), Inc.の基準をご案内致します。
お客様におかれましても、ルール遵守頂けますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

<趣旨>
"エンジン等不具合による車輌からの発火防止の為"
"人的被害や船体損傷に繋がる事故の防止の為"
"各規制の遵守の為"
1

下記の状態を除き、良好な走行が可能である状態であること。
*バッテリー衰弱車輌については、他のバッテリーパックから電源供給を行いエンジンを始動できる場合に限り船積み可とする。
*走行不能の車輌についてはLIFT ONの作業を行うことが出来る、またその追加料金につき了解いただける場合に限り船積み可とする。
その場合エンジンとバッテリーは分断されていること。

2

下記の状態を除き、火災の元となる危険がないものであること。
*標準と異なる電気配線が施された車輌は、LIFT ONの作業のみにより船積み可とする。その場合、エンジンとバッテリーは分断されていること。
*特別な始動手順が必要な車輌については、LIFT ON作業のみにより船積み可とする。その場合エンジンとバッテリーは分断されていること。

3

下記の状態を除き、いかなる種類の液体漏れもない状態であること。
*潤滑油等液体漏れが認められる場合、漏れが止まっているものであれば、LIFT ONの作業のみにより船積み可とする。
*潤滑油等液体が継続的に漏れ続けている車輌については、船積み不可とする。

4

鍵があること。(鍵はトランク、貨物室のものを含む。)

5

ハンドル操作可能であること。

6

ブレーキ操作可能であること。

7

船内にて安全な固縛が可能であること。

8

車輌として完成車の状態であること。車輌に取り付けられていない、もしくは取り付けがゆるい、部品及び装飾品がないこと。

9

船積み、陸揚げに必要な十分な量のガソリンがあること。但しガソリンタンクの1/4を越えていないこと。

10

泥やその他のいかなる自然物質も付着していない状態であること。建設機械やトラックに対しては、搬入前に高圧洗浄されていることが望ましい。

11

油圧システムを備えた車輌は、下記の条件の下、LIFT ONの作業のみにより船積み可とする。
*油圧システム用のバッテリーが車内に置かれていないこと。バッテリーはエンジン用のものだけの状態とする。
*エンジンとエンジン用バッテリーは分断されていること。
*潤滑油等いかなる液体漏れもない状態であること。

12

冠水車は船積み不可とする。

13

危険品が付属されている貨物は船積み不可とする。トレーラーに付属されているプロパンタンク、外付けのバッテリー
消火器などが危険品に当たり、船社は危険と判断したものについては取り除く権利を有する。
LIFT ON機材の有無

港
Vancouver, BC
Tacoma
Los Angeles (WWL)
Los Angeles (PASHA)
Yokohama
Osaka
Kanda

有
有
有

機材
無
無
Forklift + Steel Plate
無
Forklift + Steel Plate
Forklift + Steel Plate
無

