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Established in 2012 and Headquartered in Pittsburgh, PA,  Sine Trading International is a customs bro-
ker and freight forwarder in the United States.   

赛因国际贸易成立于2012年，是美国目的港代理，专业为世界各国电商和国际货代提供美国尾程

的清关和派送。赛因深圳分公司位于深圳南山区海翔广场408号。 

2012年に Sine Trading Internationalを設立しました。お客様に納得して頂ける価格で米国内

の通関業務と配送サービスを提供いたします。当社は世界中の現地代理店との密接なネットー

ワークを駆使し、米国向け輸出案件を迅速かつ丁寧なサービスで確実に対応いたします。 

Sine is licensed by the U.S. Customs and Border Protection (CBP) to clear customs and operate Con-
tainer Freight Station (CFS). Sine owns an office building of 21,000 square feet.  

赛因总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。拥有美国海关批准的清关执照和海关监管仓，并在宾

夕法尼亚州拥有自有物业建筑面积约2300平的办公大楼。 

通関業のライセンスを有する弊社はアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグに拠点を置

き、混載貨物専用倉庫と２3００平方フィートを越えるオフィスビルを所有しております。  

On an average day there are 20 to 60 international flights in the sky, 5 to 20 steamships in the ocean, 800 
to 2000 trucks on the road transporting 40,000 to 120,000 kilos of deliverable goods on behalf of Sine.   

平均每天天空中有20到60架国际航班，海上有5到20艘轮船，陆地上有大约800到2000辆卡车装载

着40到120吨赛因和赛因合作伙伴的货物，忙碌的奔波在各地。 

一日当たり20～60便もの国際線が空を行き来し、海上では5～20隻の汽船が行き交い、地上では

800～2000台の配送トラックが4万～12万キロの長距離を駆け巡り弊社の荷物を届けています。 

We have built a solid network of partners in China, and are expanding into India, Japan, Australia, Taiwan, 
Viet Nam, and Benelux. 

赛因已经成功建立了中美专线，印美专线，日美专线，并开始开发台湾，越南和比荷卢到美国的专线。 

弊社は中国に現地代理店を構え、その他にもインド、日本、オーストラリア、台湾、ベトナムそして欧州((ベルギー、

オランダ等)など広範囲にネットワークの構築・拡大しております。 



We partner with Freight Forwarders from around the world for shipments coming into the U.S. Sine’s part-

ners oversee the international air freight or ocean freight of a shipment. Sine fulfills customs clearance in the 

U.S. and delivery to destination(s).   

赛因与世界各国的国际货代合作，以货物落地美国为界，赛因的合作伙伴负责头程的空运或海运部

分，赛因负责尾程的清关，提货和派送。 

世界中のフレイトフォワーダーと提携し、アメリカ向けのお荷物を配送しております。グローバル

に展開する国際航空貨物・海上貨物の運送事業者と協業しております。米国内にお荷物が到着した

後、弊社にて通関から最終納品先へと配送いたします。 

A typical partner of Sine consolidates shipments from shippers, especially E-commerce resellers that sell on 
Amazon.com or direct-to-consumer platforms.  

头程既可以是整柜，也可以是拼柜；既可以是海运，也可以是空运。 

パートナー企業：利用運送事業者様やAmazon.com などのeコマースサイトの販売代理店様です。 

Sine Trading International provides cost-effective customs clearance and freight forwarding in the U.S..   

赛因提供美国目的港的清关，派送和电商小包尾程服务。头程既可以是空运，也可以是海运。 

弊社はアメリカで費用対効果の高い通関サービスとフレイトフォワードサービスを提供しておりま

す。 

Shipments can be FBA shipments or duty-free E-commerce packages valued less than $800 as well as general 
DDU, DDP shipments. 

货物可以是亚马逊FBA货物，或者是321清关的虚拟海外仓电商小包，也可以是传统的DDU，DDP货物。 

DDPやDDUなどの一般的な輸出案件の他に、eコマースサイト向けのFBA輸出もサポートしており

ます。  

Delivery can be Truck Load (TL), Less than Truckload (LTL), Ground. 

赛因尾程提供整柜，卡车，快递和电商小包的递送服务。 

弊社では、トラック一台分未満 (LTL)、トラック積荷 (TL)、またスモールパッケージなどお客様

のニーズに合わせた配送サービスをご提供いたします。   



 Step by Step Tracking. Sine’s proprietary software system developed solely for international shipping gives 
you detailed step by step tracking.  From order placement, customs clearance que, customs cleared, 
to pickup dispatch and transit details through delivery to consignee.   

跟踪信息全。从下单，清关，提货，交付快递公司，到递送过程中的每一步，赛因自有知识产权的软

件系统为您提供一步步的实时详细跟踪。 

確実なトラッキングサービス。弊社の追跡ソフトウェアを利用し、荷送人は注文が確定されてか

ら、通関手続き、集荷の発送、配送までのあらゆるステップをリアルタイムで確認できます。 

Veteran Customs Clearance. Sine’s inhouse customs clearance team makes sure every shipment receives 
personal touch. We clear your shipments prior to their arrival in the U.S. If customs wants to exam a shipment 
we communicate with customs proactively to avoid hefty storage charges. 

清关实力强。不管是专线货物还是电商小包，赛因都使用自己的清关团队，绝不把你的货物转手外包

给别人。所以赛因提供的货物信息都是直接来自于赛因清关团队的最快，最直接，最权威的信息。 

経験豊富な通関士。弊社の通関チームが安心・安全・丁寧な通関サービスをご提供いたします。税

関検査が必要となる場合、高額な保管料が発生する前に迅速に対応いたします。 

Large Port Network. Sine has ground operations at 15 largest U.S. airports and seaports from West Coast to 
East Coast.  Partners can ship to the port closest to their destination, saving transit time and money.  

交货港口多。从美西到美东，赛因在15个空港和海港都有自己的地面操作团队。合作伙伴可以将货物

发到离目的地最近的港口，从而节省时间和运费。 

広範なネットワーク。弊社は海上・航空問わず、米国内の全15主要港から各地方港まで幅広く

対応しております。  

Recovery With Haste. Sine’s ground operation teams are dedicated, diligent and considerate. More than 90% 
of shipments are picked up from airline warehouses or terminals within 24 hours after they are available.  

提货速度快。赛因50%的货物都能在货物到达当天提货，40%的货物都能在第二天提货。 

迅速な対応。自社グラウンドネットワークを構築しており、グラウンドチームにより、約90%ほど

のお荷物を24時間以内に航空会社のウェアハウスや空港から集荷しております。  
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