
  

 

 

切手の種類 

郵送先別に、Nederland と Internationaal、の 2 種類。 

オランダ国内 20g までの場合 Nederland「１」、20g 以上 50g までの場合 Nederland「2」または「１」

を 2 枚となる。 

 

       Nederland             Internationaal               

0-20g                

  €0.83     €1.40  

20-50g                

€1.66    €1.40+€1.40 

 

日本向けの切手は internationaal を使用。他の切手でも料金が満たされていれば発送可能。 

 

 

切手が購入できる場所：AH や bruna・Winter・Primera などの文房具店。 

文房具店の軒先に TNT の表示が出ていれば、ポストカウンターが設置されている。 

ここで切手の購入や小包の発送が可能。小包用の箱も購入可能。 

 

 

郵便に関するオランダ語 

 
オランダ語 日本語 オランダ語 日本語 オランダ語 日本語 

postkantoor 郵便局 retour afzender 差出人戻し 

 
aan de 

bewoner(s) van 
こちらにお住まい

の方（々）へ 
Geschenk 贈り物 van (afzender) ～より（送り主） binnenland オランダ国内 
Postzegel 切手 douane 税関 buitenland オランダ国外 
getekend/ 

handtekening 
署名 verzendbewijs バーコード付きの 

税関告知書（送り状） 

binnen europe ヨーロッパ内 

douaneverklaring 税関告知書 aan 

(geadresserde)  
様へ（宛て先） buiten europe ヨーロッパ外 

brievenbus ポスト priority⇔

standard 
航空便⇔普通郵便

（船便など） 

オランダ郵便事情 



  

 

  オランダから発送の 日本あて郵便料金  （通貨ユーロ） 

◎ Brief 書状、印刷物、小型包装物 

 送料 必要切手枚数 

0～20g 

20～50g 

50～100g 

100～350g 

350ｇ～2kg* 

 1.40 

 2.80 

  4.20 

  8.40 

15.40 

１x internationaal 

２x internationaal 

３x internationaal 

6x internationaal 

11x internationaal 

    

  ◎ Pakket  重量２kg までの小包（ Track & Traceなし 追跡不可）   

 送料 

0～２kg  18.20 

 

 

◎ Pakket  重量 20kg までの小包（ Track & Traceあり 追跡可） 

 送料 

0～２kg 

２～５kg 

５～10kg 

10～20kg 

  24.30 

  34.30 

  58.30 

105.30 
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英語サイトはこちら www.postnl.nl/en/ 

ポストカウンターに置いてある「Posttarieven」（料金表）も参照。 

・最大サイズ 100 x 50 x 50cm 

Douaneverklaring（税関告知書）貼付 

（実物は緑色）下記図参照 

＊2kgを超えるものはPakket扱い 

最小サイズ 14×９cm 

最大サイズ 38×26.5×3.2cm 

郵便ポストに入らないサイズは 

Pakket の料金を参照 

・最大サイズ 100 x 50 x 50cm 

・最大重量 20kg まで。 

・小包は書留と同様の扱い。 

・verzendbewijs というバーコード付の税関告知書 

（送り状）貼付 

・紛失の場合、賠償クレーム可能。 

 

（２０１8 年１月現在） 

http://www.postnl.nl/en/


  

知っていると便利  

１２月切手（Decemberzegel） 

11 月下旬になるとクリスマス・新年のカード用に特別切手が販売される。 

オランダ国内宛なら通常より割安な 12 月切手が使える。 

２０枚綴りのシートになっていて、バラでは買えない。 

また国外に出すときには額面どおりの切手としか使えない。 

この 12 月切手でカードを送れるのは、発売日から翌年の 1 月上旬まで。 

その期間を過ぎると、切手自体は一年を通して使用できるが、正規の郵便料金との差額を追加で支

払わなければならない。 

 

不在連絡票 

小包や速達，書留の配達時に留守だった場合，郵便受けの中に下記のような 

TNTpost の通知が入っている。主なものは「連絡票」と「引き取り通知」の 2 種類。 

どちらにも まず、宛先人と差出人の住所と氏名，配達時間が記されている。 

次に、具体的処置が書かれている。 

  

①連絡票 

Het pakket is bezorgd bij uw buren op 

huisnummer OX  

小包をご近所の OX 番地のお宅に預けまし

た。  

 

De zending wordt de eerstvolgende 

dag(ma t/m za) opnieuw op uw adress 

aangeboden tussen ～ 

郵便物は翌営業日（月から金）の次の時間帯

に再配達する、などと記されている。 

最下段に、 

Het is niet mogelijk de zending eerder 

af te halen. 

郵便局での引き取りはできません、と注意書

きがある。 

 

 

 

 

Uw pakket is bezorgd bij de buren op  

Nummer ○×  

小包をご近所の○×番のお宅に預けました。 

 

 We komen morgen weer bij u langs 

(uitgezonderd zon-en feestdagen) 

  再配達します。（日曜祝日を除く） 

 



  

 

②引き取り通知 

郵便物は持ち帰ったので窓口まで引き取りに来るようにという通知。 

どこの郵便局で保管しているかが記されている。（郵便局名を確認する） 

郵便局に取りに行く場合，この通知とパスポートや ID カード等の身分証明書を持参する。 

U kunt de zending vanaf de eerstvolgende werkdag na 10:00 uur(op maandag na 

13:30 uur) gedurende drie weken afhalen op postvestiging,  

「郵便物は、翌営業日の 10 時以降（月曜日の場合は 13：30 以降）、3 週間以内に該当の郵便

窓口にてお受け取りください。」というところにチェックがあれば、指定の郵便局に取りに行く。  


