
Tax-Free
Shopping Guide

IWATAYA MAIN STORE

OPEN 10:00 AM
CLOSE 8:00 PM
Annex 7F Restaurants
“EAT PARADISE”
OPEN11:00AM–CLOSE10:00PM

レシート貼付欄 (セロハンテープで貼付）

サービスご案内

海外発行クレジットカード対応 ATM（銀聯カード含む）
●新館6階=エムアイカード・イオン銀行共同ATM
●本館B2階=ゆうちょ銀行ATM

ホテルデリバリーサービス（無料）
●受付時間：午後6時まで（当日午後9時までに届け）
●受付場所：新館1階=免税カウンター
●対象商品：当店での当日お買い上げ品（当日宿泊者に限る。一部除外品あり）
●対象ホテル：市内主要ホテル
※詳しくは免税カウンターでお問い合わせください

服务介绍

서비스 안내

Service Information

2019.10月版

販売員の方へ 
◎	この冊子について：免税の手続き方法や、免税手数料の説明を、お客さまに指し示し
ながらお読みいただいてください
◎領収書：免税カウンターで発行いたします
◎	閉店前の対応：閉店10分前以降は、免税カウンターに電話連絡の上、販売員が同行で
ご案内ください
◎不明点は免税カウンター（内）2131にお問い合わせください

お買場名：	 内線	 扱者

可使用海外发行信用卡的ATM（包括银联卡）
●新馆6楼 MICARD及AEON银行共同ATM
●本馆B2楼 邮储银行ATM

해외 발행 신용카드를 사용할 수 있는 ATM（유니온페이 카드 포함）
●신관 6층 MICARD · AEON은행 공동 ATM
●본관 B2층 유초은행 ATM

免费Wi-Fi
●使用地点：本馆、新馆（部分区域除外）

电话口译

●详情请询问工作人员

무료 Wi-Fi
●이용 가능 장소: 본관·신관（일부 구역 제외）

전화 통역
●자세한 내용은 직원에게 문의하시기 바랍니다

酒店送货服务（免费）

●受理时间：下午6点之前（当天晚上9点前送达）
●受理地点：新馆1楼 免税服务台
●对象商品：当天在本店购买的商品（限定当天的住宿旅客,部分商品除外）
●送货酒店：市区主要酒店　※ 详情请询问免税服务台

호텔 배송 서비스（무료）
●접수 시간：오후 6시까지（당일 오후 9시까지 배송）
●접수 장소：신관 1층 면세 카운터
●대상 상품：해당 점포에서 당일 구매하신 상품
（당일 숙박 고객으로 제한. 일부 상품 제외）
●대상 호텔：시내 주요 호텔
※자세한 내용은 면세 카운터에 문의하시기 바랍니다

发行GUEST CARD/贵宾卡
在三越伊势丹集团百货店内购物时，享受5%优惠
（用现金、信用卡、银联卡、支付宝、微信支付付款时可使用。部分商品除外）
●发卡对象：访日外国旅客（非居住者）
●发行场所：新馆1楼 免税服务台
※请事先通过以下方式进行申请

GUEST CARD
미츠코시 이세탄 그룹 백화점에서 쇼핑하시면 5% 할인 혜택을 드립니다
（현금, 신용카드, 유니온페이 카드, 알리페이, 위챗페이 사용 가능. 일부 상품 제외.）
●발행 대상자：일본을 방문하는 외국인（비거주자）고객
●발행 장소：신관 1층 면세 카운터
※사전에 아래에서 신청해 주십시오.

Cash Machines (ATM) for International Credit Cards(Includes UnionPay Card)

●		MICARD & AEON Bank ATM: Annex 6F
●		Japan Post Bank ATM: Main Building B2F

Telephone interpretation

●		Inquire a staff member for more information

Free Wi-Fi

●	Wi-Fi areas: Main Building, Annex (in certain areas)

Hotel Delivery Service (Free)

●	Operating hours: Open until 6PM (Same day delivery until 9PM)
●	Reception area: Annex 1F Tax-Free counter
●		Applicable products: Items purchased in-store on the same day

(Limited to same-day stays, Some exceptions apply)
●		Aapplicable hotels: Major hotels within town 

* Inquire at the Tax-Free counter for more information

Isetan-Mitsukoshi GUEST CARD

GUEST CARD
三越伊勢丹グループ百貨店でのお買物時に5%優待いたします
（現金、クレジットカード、銀聯カード、アリペイ、WeChat	Payで利用可能。
一部除外品あり）
●発行対象者：訪日外国人（非居住者）のお客さま
●発行場所：新館1階=免税カウンター
※事前に下記よりお申し込みください

無料 Wi-Fi
●ご利用可能場所：本館・新館（一部エリア除く）

電話通訳
●詳しくは係員にお問い合わせください

5% discount all shopping at Isetan-Mitsukoshi Group Department Stores
(Cash, credit card, UnionPay card, Alipay, WeChat Pay accepted. Some exceptions apply.)
●	Eligible persons: customers who are foreign visitors (non-residents) in Japan 
●	Issuance location: Annex 1F Tax-Free counter
*Please apply in advance via the following methods.

*Passport required
*The information in this guide may be subject to change

Tax-Free counter
Annex 1F Information counter

Overall Floor Guide
   全馆指南 /全館指南/전관 안내/
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大催事場
Exhibition Hall
大型特卖场

展銷活動會場
대형 특별 행사장

レストラン街「イートパラダイス」
“Eat Paradise” Restaurant Zone
美食街“餐饮乐园”

美食街「餐飲樂園」
레스토랑가 ‘이트 파라다이스’

エステティックサロン・ヘアーサロン
Beauty salons and hair salons
美容沙龙 ·美发沙龙
美容沙龍．美髮沙龍
에스테틱살롱ㆍ헤어살롱

紳士服・用品・雑貨・紳士靴
Men’s clothing, accessories, sundries, and shoes
男士服装・欧美精品・杂货・男士鞋
男士服飾・歐美精品・雜貨・男鞋
신사복ㆍ양품ㆍ잡화ㆍ신사화

リビング（インテリア・タオル・寝具）／呉服・和装小物雑貨
Home (décor, towels, and bedding) / Kimono/ Accessories for Japanese traditional clothing
家饰（室内装饰 ·毛巾 ·寝具）/和服・和服配饰
傢飾（擺飾品．毛巾．寢具）/和服・和服配件雜貨
리빙（인테리어 타월 침구）/기모노ㆍ기모노용 소품 잡화

婦人服（モード・レディス＆メンズ）／フォーマルウェア／婦人肌着・ナイティ
Women’s clothing (Mode Women’s & Men’s) / Formalwear / Women’s undergarments and nightgowns
女士服装（时尚女装＆男装）/礼服 /女士内衣・睡衣
女士服飾（時尚女裝＆男裝）/ 禮服 / 仕女內衣褲・睡衣
숙녀복（모드ㆍ레이디스&맨즈）/정장/숙녀 내의ㆍ잠옷

婦人服（レディス＆メンズ）／コンテンポラリーデザイナーズ
Women’s clothing (Women’s & Men’s) / Contemporary designer fashions
女士服装（女装＆男装）／当代设计师品牌
女士服飾（女裝＆男裝）/當代設計師品牌
숙녀복（레이디스&맨즈）/컨템퍼러리 디자이너스

食料品（フーズマーケット・ベーカリー）
Foods (food market and bakery)
食品（超市・糕点）
食品（超市・麵包）
식료품（푸드마켓ㆍ베이커리）

婦人靴／インターナショナルブティック
Women’s shoes / International boutiques
女士鞋 /世界名牌
女鞋 / 世界名牌
숙녀화/인터내셔널 부티크

ベビー・子供服 用品 玩具／紳士カジュアル・スポーツ・ゴルフ
Infants’ and children’s clothing, products and toys / Men’s casual, athletic, and golf clothing
婴儿・儿童服装 用品 玩具 /男士休闲・运动・高尔夫服装
嬰兒服飾・兒童服飾 用品 玩具 / 男士休閒・運動・高爾夫服飾用品
유아복・아동복 아동용품 완구/신사 캐주얼・스포츠・골프

リビング（食器・家庭用品）／工芸・茶道具／メガネ／宝飾
Home (tableware and furnishings) / Crafts and tea ceremony utensils / Eyeglasses / Jewelry
家饰（餐具 ·家庭用品）/工艺 ·茶具 /眼镜 /珠宝首饰
傢飾（餐具．家庭用品）/工藝．茶道具 /眼鏡 /珠寶鑽飾
리빙（식기 가정용품）/공예 차도구/안경/보석장식품

婦人服／大きいサイズの婦人服／小さいサイズの婦人服
Women’s clothing / Women’s plus-size clothing / Petite clothing
女士服装 /大号女装 /小号女装
淑女裝 / 大號女裝 / 小號女裝
숙녀복/숙녀복（큰 사이즈）/숙녀복（작은 사이즈）

婦人服 エレガンスデザイナーズ／宝飾・時計
Women’s elegant designer fashions / Watches and jewelry
女士服装 典雅设计师品牌 /珠宝首饰 ·钟表
女士服飾 典雅設計師品牌 /珠寶鑽飾．鐘錶
숙녀복 엘레강스 디자이너스/보석장식품ㆍ시계

化粧品／インターナショナルブティック
Cosmetics/ International boutiques
化妆品 /世界名牌
化妝品 / 世界名牌
화장품/인터내셔널 부티크

アクセサリー／インターナショナルブティック
Accessories / International boutiques
珠宝配饰 /世界名牌
飾品配件 / 世界名牌
액세서리/인터내셔널 부티크

婦人服／ハンドバッグ／婦人服飾雑貨
Women’s clothing / Handbags / Women’s jewelry 
女士服装 /手提包 /女士服装杂货
淑女裝 / 手提包 / 仕女服飾雜貨
숙녀복/핸드백/숙녀복식잡화

インターナショナルブティック
International boutiques
世界名牌

世界名牌
인터내셔널 부티크

食料品（和洋菓子・惣菜・和洋酒・フーズギフト）
Foods (Japanese/Western-style sweets, deli foods, Japanese/Western liquor,and Japanese/Food gifts)
食品（日式及西式糕点 ·家常菜 ·日本酒和洋酒 ·食品礼盒）
食品（日式及西式甜點．熟食．日本酒及洋酒．食品禮盒）
식료품(일본과자ㆍ양과자ㆍ반찬ㆍ일본술ㆍ양주ㆍ선물용 식품)

●総合案内所 
●General Information 
●综合服务台  ●綜合諮詢處
●종합안내소  ●

●案内所 ● Information 
●服务台 ●諮詢處 ●안내소
●

●免税カウンター 
● Tax-Free counter 
●免税服务台 ●免税服務台 
●면세 카운터
● 

ライフスタイルフロア／ザ・コンランショップ
Lifestyle Floor / THE CONRAN SHOP
生活时尚楼层 / THE CONRAN专卖店
生活型態樓層 /THE CONRAN SHOP
라이프 스타일 플로어/THE CONRAN SHOP

本館

新館

Main Bldg./本馆 /本館 /본관/

Annex /新馆 /新館 /신관/
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Information　服务台　諮詢處 
안내소

Women’s restroom　女士洗手间　
女士洗手間　숙녀용 화장실

Men’s restroom　男士洗手间　
男士洗手間　신사용 화장실

Handicapped restroom　多功能洗手间　
多功能洗手間　다기능 화장실

B
2
F

B
2
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全館のご案内

自動外貨両替機
●新館1階=免税カウンター

韓国
ウォン

欧ユーロ

米ドル

中国元

香港ドル

台湾ドル

タイ
バーツ

シンガ
ポール
ドル

→

Automatic Foreign Currency Exchange Machines

●	Annex 1F Tax-Free counter

→

自动外币兑换机

●新馆1楼 免税服务台

→

자동 외화 환전기
●신관 1층 면세 카운터

→

※支付宝与微信支付仅限部分柜台使用

Scan here for the latest information 

请在大众点评网上发表您的点评

Iwataya Main Store
official website
(English)

TripAdvisor
Please leave a review!

iwataya_honten 
Official Instagram account 
of Iwataya Main Store.

三越伊势丹集团百货
定期发送时令信息。
敬请关注。

Check out the Iwataya 
Main Store official 
Facebook page.

SSID:IWATAYA_Wi-Fi

※需护照
※本手册上登载的部分内容可能会发生更改

※여권 필요
※게재된 내용은 일부 변경될 수 있습니다

※パスポート必要
※掲載内容は一部変更になる場合がございます

인터넷 회원 가입은
여기에서⇒ 위쳇 미니 프로그램의 유저는

「日本三越伊势丹百货贵宾卡」
로 검색

Web入会の方は
こちら⇒ WeChatミニプログラムの方は

「日本三越伊势丹百货贵宾卡」
で検索

网上入会的顾客
请扫描此处⇒ 微信小程序的顾客请搜索

“日本三越伊势丹百货贵宾卡”

For web registration, 
scan here⇒ WeChat Mini Program 

users: search for 
“日本三越伊势丹百货贵宾卡”

21_1910_iwataya_honten.indd   1-6 19/09/06   18:51



タイ語 日本語英語 繁体中文簡体中文 韓国語

 (ต้องมีตราประทับเข้าประเทศ) 

当店では、免税手数料として、2019年10月1日より免税対象商品代金の1.55%
（1円未満切り捨て）を頂戴いたします。あらかじめご了承くださいますよう、お願
い申しあげます。（商品返品時、免税手数料は返金いたしません）

●非居住者（日本に入国してから 6 か月未満の外国人）※再入国日は適用されません

●海外に居住している日本人（入国スタンプ、海外居住の証明が必要）

●自動化ゲートを利用してご入国の場合、パスポートに入国スタンプが
ない方は免税手続きを承れません。
※買物されたご本人（代理人不可）

免税対象商品…商用除く	※一部テナントは対象外

1日の当店の合計購入金額
5,000円以上（税抜）

商品購入後、当日中に買物された
ご本人が免税カウンターにお越しください。

購入者誓約書に
サインを
してください。

下記 4点をお持ちください

※電子決済の場合は、使用したスマートフォン等をお持ちください

※パスポート、レシート、カードの名義一致必要

❸レシート ❹ご利用カード
（クレジットカード等、
カード類をご利用の場合）

消費税込の購入金額と免税の購入金額の
差額をお渡しいたします。
※免税手数料と相殺となります。

ご出国の際、税関へパスポートに
貼付された購入記録票をご提出ください。

消耗品は商品購入時、または免税カウンターにて
係員が指定の袋に入れて包装します。
①購入後、30	日以内に日本国から持ち出してください。
②出国するまで絶対に指定の袋を開けないでください。
③農畜水産物等は、出国の際、輸出検査を受ける必要があります。
④法令等により農畜水産物等の持込を禁止している国・地域があります。
⑤液体物は機内に持ち込むことができません。免税購入の場合、チェックインカウンター
にて税関職員を呼び免税手続きを受けた後、スーツケース等に入れて各航空会社のカウン
ターにお預けください。

1日の当店の合計購入金額
5,000円以上500,000円以下 (税抜）

免税手続きについて

手続き方法

一般物品 消耗品

免税対象者

くつ・かばん 食品類時計 飲料類

リビング品 医薬品衣料 化粧品類

免税対象商品（イラストは一例）

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

消耗品の注意事項

※金または白金の地金は
免税対象外

❶購入商品 ❷ご本人パスポート
 （入国スタンプ必要） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（領収書不可）

但し、一般物品も、消耗品同様に指定された袋に入れて包装すれば（出国するまで開
封不可） 、消耗品扱いとして合算が可能です。ご希望の場合はお客さまより免税カウ
ンターの係員にお申し付けください。　

一般物品と消耗品の免税購入金額はそれぞれ異なります。
一般物品と消耗品を組み合わせて計算することはできません。

注意！

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี---ยกเว้นการซื้อเพื่อไปจ�าหน่ายต่อ*ร้านค้าในห้างบางร้านไม่มีสินค้ายกเว้นภาษี

ยอดรวมของจ�านวนเงินที่ซื้อสินค้าจากทางร้านใน 1 วัน

ตั้งแต่ 5,000 เยน ขึ้นไป (จ�านวนเงินก่อนรวมภาษี)

กรุณาเซ็นชื่อในสัญญาข้อตกลง

ของผู้ซื้อสินค้า

กรุณาน�า 4 รายการต่อไปนี้มาด้วย

※หากช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาน�าสมาร์ทโฟนที่ใช้มาด้วย
※ชื่อต้องตรงกับในหนังสือเดินทาง, ใบเสร็จรับเงิน, บัตร

❸ใบเสร็จรับเงิน ❹กรุณาแสดงบัตรที่
    ช�าระค่าสินค้า
(กรณีที่ใช้บัตรเครดิต และบัตร
ชนิดต่าง ๆ)

ยอดต่างของจ�านวนเงนิทีซ่ือ้สนิค้าซึง่รวมภาษมีลูค่าเพิม่กบั

จ�านวนเงนิท่ีซ้ือสินค้ายกเว้นภาษจีะมอบให้

※จะขอรบัค่าธรรมเนยีมการยกเว้นภาษ ี
ด้วยการหกัลบออกจากยอดต่างของจ�านวนเงนิ

เมื่อจะออกจากประเทศ กรุณายื่นใบบันทึกการซื้อสินค้าซึ่งติดไว้ที่

หนังสือเดินทางต่อศุลกากร

สินค้าอุปโภคบริโภคจะบรรจุไว้ในถุงที่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยกเว้น 

ภาษีก�าหนด

① หลังจากซื้อสินค้าแล้ว กรุณาน�าออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วัน

② กรุณาอย่าเปิดถุงที่ก�าหนดจนกว่าจะออกจากประเทศ

③ สินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ต้องรับการตรวจสอบสินค้าส่งออกในการเดินทางออกนอกประเทศ

④ บางประเทศหรือภูมิภาคมีกฎหมาย ฯลฯ ห้ามน�าเข้าสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง

⑤ สินค้าที่เป็นของเหลวจะน�าขึ้นภายในเครื่องไม่ได้ หากซื้อสินค้ายกเว้นภาษี กรุณาเรียกเจ้าหน้าที่ 

ศุลกากรที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อตรวจการด�าเนินการยกเว้นภาษี แล้วจึงใส่สินค้าลงในกระเป๋าเดินทางและ 

มอบให้แก่เคาน์เตอร์ของแต่ละสายการบิน

ยอดรวมของจ�านวนเงินที่ซื้อสินค้าจากทางร้านใน 1 วัน

ตั้งแต่ 5,000 เยน ~500,000 เยน (จ�านวนเงินก่อนรวมภาษี)

ขั้นตอนการด�าเนินการยกเว้นภาษี

ขั้นตอนการด�าเนินการ

สินค้าทั่วไป
สินค้าอุปโภค

บริโภค

รองเท้า/กระเป๋า อาหารนาฬิกา เครื่องดื่ม

เฟอร์นิเจอร์ ยาและเวชภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องส�าอาง

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ภาพวาดเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง)

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค

*ยกเว้นทองค�าแท่งหรือ
  ทองค�าขาวแท่ง

❶สิ้นค้าที่ซื้อ ❷หนังสือเดินทางของผู้ซื้อ

Items Card
Pass
Port

Receipt

(ไม่สามารถใช้ใบเสร็จรับ
เงินที่เขียนด้วยลายมือ)

มีข้อแม้ว่า หากน�าสินค้าทั่วไปใส่ในถุงที่ก�าหนดรวมกับสินค้าอุปโภคบริโภค (โดยไม่สามารถเปิดถุงจนกว่าจะออกจาก

ประเทศ) จะนับรวมเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและสามารถค�านวณรวมกันได้ 

กรณีลูกค้าต้องการวิธีดังกล่าวกรุณาแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี

- จ�านวนเงินที่ซื้อสินค้ารวมของสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคจะแตกต่างกัน

- จะไม่สามารถน�าสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคมาค�านวณรวมกันได้

ข้อควรระวัง!

กรุณามาติดต่อดว้ยตวัเอง 

ที่เคาท์เตอร์ยกเว้นภาษี ในวันที่ซื้อสินค้า

면세 대상 상품 - 면세가격으로 구입한 물건의 판매목적제외 ※일부 매장은 대상 외

본 백화점에서의 1일 총 구매 금액
5,000엔 이상（세금 별도）

구매자 서약서에 사인해
주십시오.

아래 4가지를 지참해 주십시오

※전자 결제 이용 시에는 사용하신 스마트폰 등을 지참하십시오
※여권, 리시트, 카드 명의가 일치해야 함

❸리시트 ❹이용하신 카드
（신용카드 등 카드류를 
이용하신 경우）

소비세 포함 금액과 면세 구매 금액의
차액을 드립니다.
※별도로 면세 수수료를
수령합니다.

출국 시 세관에 여권에 첨부된 구매 기록표를
제출해 주십시오.

소모품은 상품 구매 시 또는 면세 카운터에서 담당
직원이 지정된 봉투에 넣어서 포장해 드립니다.
①구입 후 30일 이내에 일본에서 반출해야 합니다.
②출국 시까지 지정된 봉투를 뜯지 마십시오.
③농축수산물 등은 출국 시 수출 검사를 받으셔야 합니다.
④법령 등에 의해 농축수산물 등의 반입이 금지되어 있는 국가 및 지역이 있습니다.
⑤액체물은 기내에 반입하실 수 없습니다. 면세로 구매하신 경우는 체크인
카운터에서 세관 직원을 불러 면세 수속을 하신 후 여행가방 등에 넣어 각 항공사
카운터에 맡겨 주십시오.

본 백화점에서의 1일 총 구매 금액
5,000엔 이상 500,000엔 이하（세금 별도）

면세 수속에 대해

수속 방법

일반 물품 소모품

신발 및 가방 식품류시계 음료류

리빙용품 의약품옷 화장품류 

면세 대상 상품（일러스트는 일례）
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Step

5

Step
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Step

4
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1

소모품 관련 주의 사항

※세공하지 않은 금 또는 
　백금은 면세 대상 외

❶구매 상품 ❷본인 여권
 （입국 스탬프 필요） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（영수증 불가）

단 , 일반 물품도 소모품처럼 지정된 봉투에 넣어서 포장하면 (출국할 때까지 
개봉 불가 ), 소모품으로 취급하여 합산이 가능합니다 . 원하시는 경우 면세 카
운터 담당 직원에게 말씀하십시오 .

일반 물품과 소모품의 면세 구매 금액은 별개입니다 .
일반 물품과 소모품을 합쳐서 계산하실 수 없습니다 .

주의!

適用免稅商品⋯商業用除外 ※部分櫃位不適用免稅

同1天在本店購物的合計金額為
5,000日圓以上（不含稅）

請於購入者
誓約書簽名。

請攜帶下列4項物品

※如以電子錢包付款，請攜帶付款所使用的手機等

※護照、收據、卡的名義須相符

❸收據 ❹曾使用的卡
（如以信用卡等卡
片付款）

免稅櫃檯將退還含消費稅購物金額與
免稅購物金額之間的差額。
※免稅手續費另行收取。

出國時，請將貼在護照上的購入記錄票
提交給海關人員。

消耗品會在商品購入時或是在免稅櫃檯由服務人員包裝在指定封袋裡。

①請於購入後30天以內攜出日本國。
②出境前絕對不可打開指定封袋。

③農畜漁產品必須於出境時接受出口檢疫。

④某些國家、地區因法令規定，禁止將農畜漁產品攜入境內。

⑤液態商品不得攜入機內。如欲以免稅購買，請於報到櫃檯尋海關人員辦理免稅

手續後，將商品放入行李箱內交各航空公司櫃檯託運。

同1天在本店購物的合計金額為
5,000日圓以上500,000日圓以下（不含稅）

免稅手續說明

手續辦理方法

一般物品 消耗品

鞋、手提包 食品類鐘錶 飲料類

生活用品 醫藥品衣物 化妝品類

適用免稅商品（插圖僅為一例）

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

消耗品之注意事項

※黃金或白金的金塊、
金條不屬於免稅範圍

❶購買的商品 ❷本人護照
 （須有入境章） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（不得為「發票」）

但是，一般物品若與消耗品一樣裝入專用袋密封（出境前不可開封），則可作為

消耗品合併計算。如有此需要，請告知免稅櫃檯工作人員。

一般物品與消耗品的免稅適用金額不同。

一般物品與消耗品不可合併計算。
注意！

适用免税商品⋯⋯商业用除外 ※部分柜台不适用免税范围

当天在本店购物的总额

5,000日元以上 （不含消费税）

请在购买人誓
约书上签名。

请携带以下4类物品

※通过电子方式结算时，请携带您使用的智能手机等

※护照、小票与卡的名义必须一致

❸小票 ❹曾使用的卡
（如使用信用卡等卡
片支付的）

免税服务台将退还含消费税购物金额与
免税购物金额之间的差额。
※免税手续费另行收取。

出境时向海关出示贴有购买记录清单的护照。

消耗品会在商品购入时或在免税服务台由工作人员装入指定封袋内。

①须在购买后30日以内携带出境。
②出境前请勿打开指定封袋。

③出境时，农畜水产品需接受出口检查。

④有些国家或地区依法规定，禁止携带农畜水产品入境。

⑤液体物品无法带入机内。免税购买的商品，请于登机检查柜台让海关工作人员办

理免税手续之后，再放入行李箱，前往各航空公司的服务柜台办理托运。

当天在本店购物的总额

5,000日元以上500,000日元以下 （不含消费税）

办理免税手续须知

免税手续办理方法

一般商品 消耗品

鞋、手提包 食品类钟表 饮料类

生活用品 医药品衣饰 化妆品类

适用免税商品（插图仅为一例）

Step
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Step

3
Step

4

Step

1

消耗品注意事项

※黄金或白金的生金不免税

❶所购商品 ❷本人护照
 （须有入境印章） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（「发票」不可）

但是，一般物品如果与消耗品一样装入专用袋密封（出境前不可开封），则可作

为消耗品合并计算。如有此需要，请告知免税服务台工作人员。

一般物品与消耗品的免税适用金额不同。

一般物品与消耗品不可合并计算。
注意！

Tax-free shopping is not available for items purchased for commercial use. *Not applicable to some tenants

Minimum purchase amount at the store in a 
single day 5,000yen (not including tax)

You must visit the Tax-Free counter in person 
on the actual day of purchase.

Sign a document 
stating your 
purchase.

Please have the following four items with you

* For electronic purchases, bring the smartphone etc. used at the time of payment.

* The names on your passport, receipts and credit card must match.

You will receive the amount equivalent to 
the difference between what you 
actually paid (including tax) and 
the tax-deducted price.
*An additional fee (1.55%) will be charged.

A Proof of Tax-Free Purchase will be attached to your 
passport.  Submit it to the Customs when leaving Japan.

Any tax-free consumable items you purchased will be sealed in a 
special tax-free purchase bag either at the point of purchase or at the Tax-Free counter.
① Items must be taken out of Japan within 30 days of purchase.
② You must not open the bag until you leave the country.
③ Agricultural, livestock and marine products must undergo an export inspection when leaving the country.
④ Laws and regulations in some countries/regions may prohibit the importing of agricultural, livestock and 
marine products.
⑤ Liquids cannot be taken inside an airplane. If these products have been purchased tax-free, call a 
customs officer at the check-in counter to follow the required tax-free procedures before placing these items 
into a suitcase or other piece of baggage and leaving it at the airline company counter.

Minimum/maximum purchase amount at the 
store in a single day Minimum 5,000yen and 
maximum 500,000yen (not including tax)

Regarding the tax-free procedure

Tax-free procedure

Shoes and bags FoodsWatches Beverages

Household items PharmaceuticalsClothing Cosmetics

Items eligible for tax-free (illustrations are samples)

Step
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Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

Notes regarding consumable items

*Precious metals such as gold 
or platinum are not eligible 
for tax free

Items Card
Pass
Port

Receipt

General items Consumable 
items

Different conditions apply to purchases of general items and consumable items.
Total amount of purchases should be calculated separately for general items and consumable items.

NOTE

However, if general items are sealed in a special tax-free purchase bag (that cannot be 
opened until leaving Japan) like consumable items, purchases of general items and 
consumable items can be calculated together as consumable items. If you wish to use this 
service, please ask at the Tax-Free counter.

❸Receipts ❹Card
(if goods purchased by 
credit or debit card)

❶ Items 
purchased

❷Your passport
 (with a valid entry stamp) (handwritten receipts 

not acceptable)

购买商品后于当天内由本人亲自到指定免税
服务台办理。

買完商品後，請於 當天內由購物者本人
至免稅櫃檯辦理。

상품 구매 후 당일 내에 상품을 구매한 본인이 
면세 카운터로 와 주시기 바랍니다 .

본 점포는 면세 수수료로 2019년 10월 1일부터 면세 대상 상품 대금의 
1.55%（1엔 미만 버림）를 받습니다 . 미리 양해해 주시기 바랍니다 . （상
품 반품 시 면세 수수료는 환불하지 않습니다）

●비거주자 （일본에 입국한 지 6개월 미만인 외국인）※재입국일은 적용되지 않습니다

●해외에 거주하고 있는 일본인 （입국 스탬프, 해외 거주에 관한 증명이 필요함）

●자동출입국심사를 이용하여 입국하신 경우 , 여권에 입국 스탬프가
없는 고객께서는 면세 수속을 받으실 수 없습니다 .
※상품을 구매한 본인이 위 조건에 해당될 것（대리인 불가）

면세 대상자

本店自 2019年 10月 1日起，將收取 1.55％ 的免稅對象商品費用（小於
1日圓則捨去）做為免稅手續費。敬請包涵。（商品退貨時將不退還免稅手
續費。）

●非日本國居住者（入境未滿 6個月的外國人）※再入國日不適用

●居住在海外的日本人（需有入境章、海外居住證明）
●如果使用自動化通關匣門入境時，護照未蓋入境戳章者將無法
辦理免稅手續。
※須為購物者本人（不可由非本人代理）

免稅對象

从 2019 年 10月 1日起，本店将收取免税商品价格的 1.55％（不满 1日
元部分舍去）作为免税手续费。敬请谅解。（商品退货时，免税手续费将不
予退还。）

●非日本国居住者（入境未满 6个月的外国人）※再次入境日不适用

●居住海外的日本人（需要入境章、海外居住证明）
●利用自动化门入境时，护照上没有盖入境印章的顾客将无法办
理免税手续。
※须为购物者本人（不可由非本人代理）

免税对象

Starting from October 1, 2019, we charge a tax-free fee of 1.55% (rounded down to the 
nearest yen) of the tax-free item price. (Tax-free commission charges will not be refunded 
when returning a product)

● Non-residents (foreign visitors who have stayed in Japan for less than 6 months)
*Re-entry dates do not apply

● Japanese citizens residing in foreign countries (passport entry stamp and proof of 
overseas residence required) 

● If you entered Japan using the automated gates at the airport, please be aware that you 
are not eligible to shop tax-free if you do not have an immigration stamp in your passport.

*Tax-free is only available when eligible shoppers have made the actual purchase (cannot be applied 
to any other persons)

International 
Shoppers 
Eligible for 

tax-free

ร้านของเราจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษีเป็นจ�านวน 1.55% (เศษไม่ถึง 1 เยนปัดลง)  

ของค่าสินค้าที่ด�าเนินการยกเว้นภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019

(จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษีในการคืนสินค้า)

●ชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้พ�านักอยู่เป็นการถาวร(หมายถึงการพ�านักระยะสั้น 1-6 เดือนในประเทศญี่ปุ่น)

※ไม่รวมกรณีที่ใช้ Re-entry Permit

●คนญีปุ่่นท่ีพ�านกัอยูใ่นต่างประเทศ(ต้องมีตราประทับเข้าประเทศและหลกัฐานรบัรองการพ�านกัในต่างประเทศ)

●กรณีที่เข้าประเทศด้วยประตูอัตโนมัติ ผู้ที่ไม่มีตราประทับเข้าประเทศในหนังสือเดินทาง

จะไม่สามารถด�าเนินการยกเว้นภาษีได้

※บุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องด�าเนินการด้วยตนเองเท่านั้น (ห้ามให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน)

ผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษี
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Tax-Free
Shopping Guide

FUKUOKA MITSUKOSHI

Women’s clothing（Career fashion）

Kego Park side

Watanabe-dori Street side

Central elevator

Taxi stand

Solaria Terminal 
Parking Area Central escalator

Handbags

Tax-Free
counter
免税カウンター

Overall Floor Guide/全馆指南/全館指南 /전관 안내 /  

Scan here for the latest information 
Fukuoka Mitsukoshi
official website
(English)

请在大众点评网上发表您的点评

4F Tax-Free counter

三越伊势丹集团百货
定期发送时令信息。
敬请关注。

f_mitsukoshi 
Official Instagram account 
of Fukuoka Mitsukoshi.

Check out the Fukuoka 
Mitsukoshi official 
Facebook page.

Please look inside for information 
on the tax-free service

① Items purchased   ② Your passport (with a valid entry stamp)
③ Receipts (handwritten reciepts not acceptable)
④ Credit card and others used for purchase
 * The names on your passport, receipts and credit card must match
 * For electronic purchases, bring the smartphone etc. used at the time of payment.

Tax-free procedure
present the required items at the 4F Tax-Free counter

免税手续办理方法
请于4楼免税服务台出示以下材料
①所购商品  ② 本人护照（须有入境印章）  ③ 小票（「发票」不可）
④曾使用的卡（如使用信用卡等卡片支付的）
※护照、小票与卡的名义必须一致
※通过电子方式结算时，请携带您使用的智能手机等

※仅限当日小票
*Receipts of today only

 Floor guide
 (Hours: 10:00-20:00)

楼层指南

（营业时间：上午10点-晚上8点）
樓層指南

（營業時間／上午10點 -晚上 8點）
각층 안내
(영업시간/오전 10:00-오후 8:00)

9F Mitsukoshi Gallery; fine art 三越畫廊 美術畫廊 三越画廊 美术画廊 미쓰코시 갤러리  미술화랑

3F GAP (men’s, women’s, children’s & 
baby clothing)
Lacoste (men's, women's & children's 
clothing, sundries)
Miki House (baby & children's clothing, 
sundries)   Bus Center

GAP（男士、女士、兒童，嬰兒服飾）
鱷魚 Lacoste（男士、女士、兒童服飾，
雜貨）

Miki House（嬰兒、兒童服飾，雜貨）
巴士中心

GAP（男士、女士、儿童、婴儿服装）
鳄鱼 Lacoste（男士、女士、儿童服装 ,日用品）
Miki House（婴儿、儿童服装 ,日用品）
巴士中心

GAP (신사·부인·아동·유아복)
라코스테 (신사·부인·아동복, 잡화)
Miki House (유아·아동복, 잡화)
버스센터

6F Watches; jewelry; 
exclusive women’s clothing;
Japanese Tea Shop Koren

手錶 珠寶 精選女裝
茶館 古蓮

手表 珠宝 精选女装
茶馆 古莲

시계  보석장식품  특선 부인복
일본요리점 다방 고렌

B1F
※�於本樓層購買商品不列入福岡三
越之免稅範圍

※�이 층에서 구매하신 상품은 후쿠오카 
 미쓰코시의 면세 판매 대상 외입니다.

※�本楼层的购物不属福冈三越免
税销售对象。

* Items purchased on this floor are not eligible 
for Fukuoka Mitsukoshi's Tax-Free shopping

8F Japanese accessories; kimono; 
kitchen utensils & goods; bedding, 
bath & toilet goods; 
eyeglasses ; hearing aids;
Kisuitei (Japanese cuisine)

日式雜貨 和服 餐具 廚房用品 
寢具用品 浴室用品 眼鏡 助聽器
喜水亭（日式料理）

日式杂货 和服 餐具 厨房用品
床上用品 浴室用品 眼镜 助听器
喜水亭（日餐）

일본잡화  기모노·포목  식기   
부엌용폼
침구  목욕용품  안경  보청기
기스이테이 (일식)

2F Nishitetsu Fukuoka Tenjin Station

No way to the station directly.

西鐵福岡天神站

本樓層無法直通車站。

西铁福冈天神站

此楼层不能通往天神站。

니시테쓰 후쿠오카 덴진역

이 층에서 직접 니시테쓰 덴진역에 
가실 수 없습니다. ชั้นนี้ไปสถานีโดยตรงไม่ได้

Lacoste (เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และของจิปาถะ)

Miki House (เสื้อผ้าเด็กอ่อน เด็ก และของจิปาถะ)

5F Misses’ clothing; women’s clothing 
(plus sizes); 
Women’s lingerie & nightwear
Women’s shoes
Kihachi Café

女士服飾 大號女裝
女士內衣

女士鞋

Kihachi咖啡廳

女士服装 大号女装
女士内衣
女士鞋

Kihachi咖啡厅

부인복 (미세스)  부인복 (큰 사이즈)
여성 내의
여성 구두
키하치 카페

B2F Japanese teas, foods and sweets
Western-style sweets; foods; liquor; 
ATM; parcel delivery service
Fortnum & Mason
Paul (bakery café) 

日本茶 日本食材 日式糕點
西式糕點 食品類 酒類
自動提款機 宅配
Fortnum & Mason
Paul（麵包咖啡廳）

日本茶 日本食材 日式糕点
西式糕点 食品类 酒类
自动提款机 宅急送
Fortnum & Mason
Paul（面包咖啡厅）

일본차  일본식재  일본전통과자
양과자  식품  주류
현금출납기  택배
포 트넘 앤 메이슨
폴(베이커리 카페)

7F Golf wear & goods; 
men’s clothing; bags & luggage; 
briefcases; men’s accessories; 
men’s underwear & nightwear
CAFÉ FADIE annex

高爾夫服飾 高爾夫用品
男士服飾 旅行箱 男士包 
男士配飾 男士內衣
咖啡廳 FADIE 新館

高尔夫服 高尔夫用品
男士服装 旅行箱 男士包
男士配饰 男士内衣
咖啡厅 FADIE 新馆

골프웨어  골프용품  신사복 
여행가방
신사가방  남성용 잡화  남성 내의
카페 파디 아넥스

1F Select boutiques Handkerchiefs; 
scarves; purses
Cosmetics; accessories
handbags, women’s shoes
［Solaria Plaza the 1st floor］ Tiffany & Co.

精品店 手帕 圍巾 錢包
化妝品 配飾
手提包 女士鞋
［Solaria廣場 1樓］ 蒂芬妮 Tiffany

精品店 手绢 围巾 钱包
化妆品 配饰
手提包 女士鞋
［索拉利亚广场1楼］ 蒂凡尼 Tiffany

특선 부티크  손수건  스카프  지갑
화장품  액세서리
핸드백  여성 구두
［솔라리아 플라자 1층］  티파니

4F Tax-Free counter
Women’s clothing
hand bags
Afternoon Tea Room
Taxi stand

免稅櫃台

仕女服飾

手提包

Afternoon Tea Room
計程車招呼站

免税服务台
女士服装
手提包

Afternoon Tea茶室
出租车站点

면세 카운터
부인복
핸드백
애프터눈 티·티룸
택시 승차장

レシート貼付欄 (セロハンテープで貼付）

サービスご案内

海外発行クレジットカード対応 ATM（銀聯カード含む）
●B2階=エムアイカード・イオン銀行共同ATM
●B2階=ゆうちょ銀行ATM

Service Information

2019.10月版

販売員の方へ 
◎�この冊子について：免税の手続き方法や、免税手数料の説明を、お客さまに指し示し
ながらお読みいただいてください
◎領収書：免税カウンターで発行いたします
◎�閉店前の対応：閉店10分前以降は、免税カウンターに電話連絡の上、販売員が同行で
ご案内ください
◎不明点は免税カウンター（内）2177にお問い合わせください

お買場名：� 内線� 扱者

电话口译（英语，汉语，韩语）

●B2楼 MICARD及AEON银行共同ATM
●B2楼 邮储银行ATM

免费Wi-Fi
●使用地点：全馆（部分区域除外）

电话口译

●详情请询问工作人员

发行GUEST CARD/贵宾卡
在三越伊势丹集团百货店内购物时，享受5%优惠
（用现金、信用卡、银联卡、支付宝、微信支付付款时可使用。部分商品除外）
●发卡对象：访日外国旅客（非居住者）
●发行场所：4楼 免税服务台
※请事先通过以下方式进行申请

Telephone interpretation

●� Inquire a staff member for more information

Free Wi-Fi

●�Wi-Fi areas : Available in all buildings (in certain areas)

Isetan-Mitsukoshi GUEST CARD

無料 Wi-Fi
●ご利用可能場所：全館（一部エリア除く）

電話通訳
●詳しくは係員にお問い合わせください

5% discount all shopping at Isetan-Mitsukoshi Group Department Stores
(Cash, credit card, UnionPay card, Alipay, WeChat Pay accepted. Some exceptions apply.)
●�Eligible persons: customers who are foreign visitors (non-residents) in Japan 
●�Issuance location: 4F Tax-Free counter
*Please apply in advance via the following methods.

*Passport required
*The information in this guide may be subject to change

服务介绍

서비스 안내

해외 발행 신용카드를 사용할 수 있는 ATM（유니온페이 카드 포함）
●B2층 MICARD · AEON은행 공동 ATM
●B2층 유초은행 ATM

무료 Wi-Fi
●이용 가능 장소: 전관（일부 구역 제외）

전화 통역
●자세한 내용은 직원에게 문의하시기 바랍니다

OPEN 10:00 AM
CLOSE 8:00 PM

※支付宝与微信支付仅限部分柜台使用

GUEST CARD
三越伊勢丹グループ百貨店でのお買物時に5%優待いたします
（現金、クレジットカード、銀聯カード、アリペイ、WeChat�Payで利用可能。
一部除外品あり）
●発行対象者：訪日外国人（非居住者）のお客さま
●発行場所：4階=免税カウンター
※事前に下記よりお申し込みください

Cash Machines (ATM) for International Credit Cards(Includes UnionPay Card)

●�MICARD & AEON Bank ATM: B2F
●�Japan Post Bank ATM: B2F 

※需护照
※本手册上登载的部分内容可能会发生更改

GUEST CARD
미츠코시 이세탄 그룹 백화점에서 쇼핑하시면 5% 할인 혜택을 드립니다
（현금, 신용카드, 유니온페이 카드, 알리페이, 위챗페이 사용 가능. 일부 상품 제외.）
●발행 대상자：일본을 방문하는 외국인（비거주자）고객
●발행 장소：4층 면세 카운터
※사전에 아래에서 신청해 주십시오.

※여권 필요
※게재된 내용은 일부 변경될 수 있습니다

※パスポート必要
※掲載内容は一部変更になる場合がございます

인터넷 회원 가입은
여기에서⇒ 위쳇 미니 프로그램의 유저는

「日本三越伊势丹百货贵宾卡」
로 검색

Web入会の方は
こちら⇒ WeChatミニプログラムの方は

「日本三越伊势丹百货贵宾卡」
で検索

网上入会的顾客
请扫描此处⇒ 微信小程序的顾客请搜索

“日本三越伊势丹百货贵宾卡”

For web registration, 
scan here⇒ WeChat Mini Program 

users: search for 
“日本三越伊势丹百货贵宾卡”

Fortnum & Mason

CAFÉ FADIE annex (คาเฟ่ ฟาดี แอนเน็กซ์)
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タイ語 日本語英語 繁体中文簡体中文 韓国語

 (ต้องมีตราประทับเข้าประเทศ) 

当店では、免税手数料として、2019年10月1日より免税対象商品代金の1.55%
（1円未満切り捨て）を頂戴いたします。あらかじめご了承くださいますよう、お願
い申しあげます。（商品返品時、免税手数料は返金いたしません）

●非居住者（日本に入国してから 6 か月未満の外国人）※再入国日は適用されません

●海外に居住している日本人（入国スタンプ、海外居住の証明が必要）

●自動化ゲートを利用してご入国の場合、パスポートに入国スタンプが
ない方は免税手続きを承れません。
※買物されたご本人（代理人不可）

免税対象商品…商用除く�※一部テナントは対象外

1日の当店の合計購入金額
5,000円以上（税抜）

商品購入後、当日中に買物された
ご本人が免税カウンターにお越しください。

購入者誓約書に
サインを
してください。

下記 4点をお持ちください

※電子決済の場合は、使用したスマートフォン等をお持ちください

※パスポート、レシート、カードの名義一致必要

❸レシート ❹ご利用カード
（クレジットカード等、
カード類をご利用の場合）

消費税込の購入金額と免税の購入金額の
差額をお渡しいたします。
※免税手数料と相殺となります。

ご出国の際、税関へパスポートに
貼付された購入記録票をご提出ください。

消耗品は商品購入時、または免税カウンターにて
係員が指定の袋に入れて包装します。
①購入後、30�日以内に日本国から持ち出してください。
②出国するまで絶対に指定の袋を開けないでください。
③農畜水産物等は、出国の際、輸出検査を受ける必要があります。
④法令等により農畜水産物等の持込を禁止している国・地域があります。
⑤液体物は機内に持ち込むことができません。免税購入の場合、チェックインカウンター
にて税関職員を呼び免税手続きを受けた後、スーツケース等に入れて各航空会社のカウン
ターにお預けください。

1日の当店の合計購入金額
5,000円以上500,000円以下 (税抜）

免税手続きについて

手続き方法

一般物品 消耗品

免税対象者

くつ・かばん 食品類時計 飲料類

リビング品 医薬品衣料 化粧品類

免税対象商品（イラストは一例）

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

消耗品の注意事項

※金または白金の地金は
免税対象外

❶購入商品 ❷ご本人パスポート
 （入国スタンプ必要） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（領収書不可）

但し、一般物品も、消耗品同様に指定された袋に入れて包装すれば（出国するまで開
封不可） 、消耗品扱いとして合算が可能です。ご希望の場合はお客さまより免税カウ
ンターの係員にお申し付けください。　

一般物品と消耗品の免税購入金額はそれぞれ異なります。
一般物品と消耗品を組み合わせて計算することはできません。

注意！

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี---ยกเว้นการซื้อเพื่อไปจ�าหน่ายต่อ*ร้านค้าในห้างบางร้านไม่มีสินค้ายกเว้นภาษี

ยอดรวมของจ�านวนเงินที่ซื้อสินค้าจากทางร้านใน 1 วัน

ตั้งแต่ 5,000 เยน ขึ้นไป (จ�านวนเงินก่อนรวมภาษี)

กรุณาเซ็นชื่อในสัญญาข้อตกลง

ของผู้ซื้อสินค้า

กรุณาน�า 4 รายการต่อไปนี้มาด้วย

※หากช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาน�าสมาร์ทโฟนที่ใช้มาด้วย
※ชื่อต้องตรงกับในหนังสือเดินทาง, ใบเสร็จรับเงิน, บัตร

❸ใบเสร็จรับเงิน ❹กรุณาแสดงบัตรที่
    ช�าระค่าสินค้า
(กรณีที่ใช้บัตรเครดิต และบัตร
ชนิดต่าง ๆ)

ยอดต่างของจ�านวนเงนิทีซ่ือ้สนิค้าซึง่รวมภาษมีลูค่าเพิม่กบั

จ�านวนเงนิทีซ้ื่อสินค้ายกเว้นภาษจีะมอบให้

※จะขอรบัค่าธรรมเนยีมการยกเว้นภาษ ี
ด้วยการหกัลบออกจากยอดต่างของจ�านวนเงนิ

เมื่อจะออกจากประเทศ กรุณายื่นใบบันทึกการซื้อสินค้าซึ่งติดไว้ที่

หนังสือเดินทางต่อศุลกากร

สินค้าอุปโภคบริโภคจะบรรจุไว้ในถุงที่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ยกเว้น 

ภาษีก�าหนด

① หลังจากซื้อสินค้าแล้ว กรุณาน�าออกจากประเทศญี่ปุ่นภายใน 30 วัน

② กรุณาอย่าเปิดถุงที่ก�าหนดจนกว่าจะออกจากประเทศ

③ สินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ต้องรับการตรวจสอบสินค้าส่งออกในการเดินทางออกนอกประเทศ

④ บางประเทศหรือภูมิภาคมีกฎหมาย ฯลฯ ห้ามน�าเข้าสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง

⑤ สินค้าที่เป็นของเหลวจะน�าขึ้นภายในเครื่องไม่ได้ หากซื้อสินค้ายกเว้นภาษี กรุณาเรียกเจ้าหน้าที่ 

ศุลกากรที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อตรวจการด�าเนินการยกเว้นภาษี แล้วจึงใส่สินค้าลงในกระเป๋าเดินทางและ 

มอบให้แก่เคาน์เตอร์ของแต่ละสายการบิน

ยอดรวมของจ�านวนเงินที่ซื้อสินค้าจากทางร้านใน 1 วัน

ตั้งแต่ 5,000 เยน ~500,000 เยน (จ�านวนเงินก่อนรวมภาษี)

ขั้นตอนการด�าเนินการยกเว้นภาษี

ขั้นตอนการด�าเนินการ

สินค้าทั่วไป
สินค้าอุปโภค

บริโภค

รองเท้า/กระเป๋า อาหารนาฬิกา เครื่องดื่ม

เฟอร์นิเจอร์ ยาและเวชภัณฑ์เสื้อผ้า เครื่องส�าอาง

สินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี (ภาพวาดเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง)

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค

*ยกเว้นทองค�าแท่งหรือ
  ทองค�าขาวแท่ง

❶สิ้นค้าที่ซื้อ ❷หนังสือเดินทางของผู้ซื้อ

Items Card
Pass
Port

Receipt

(ไม่สามารถใช้ใบเสร็จรับ
เงินที่เขียนด้วยลายมือ)

มีข้อแม้ว่า หากน�าสินค้าทั่วไปใส่ในถุงที่ก�าหนดรวมกับสินค้าอุปโภคบริโภค (โดยไม่สามารถเปิดถุงจนกว่าจะออกจาก

ประเทศ) จะนับรวมเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและสามารถค�านวณรวมกันได้ 

กรณีลูกค้าต้องการวิธีดังกล่าวกรุณาแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์ยกเว้นภาษี

- จ�านวนเงินที่ซื้อสินค้ารวมของสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคจะแตกต่างกัน

- จะไม่สามารถน�าสินค้าทั่วไปและสินค้าอุปโภคบริโภคมาค�านวณรวมกันได้

ข้อควรระวัง!

กรุณามาติดต่อดว้ยตวัเอง 

ที่เคาท์เตอร์ยกเว้นภาษี ในวันที่ซื้อสินค้า

면세 대상 상품 - 면세가격으로 구입한 물건의 판매목적제외 ※일부 매장은 대상 외

본 백화점에서의 1일 총 구매 금액
5,000엔 이상（세금 별도）

구매자 서약서에 사인해
주십시오.

아래 4가지를 지참해 주십시오

※전자 결제 이용 시에는 사용하신 스마트폰 등을 지참하십시오
※여권, 리시트, 카드 명의가 일치해야 함

❸리시트 ❹이용하신 카드
（신용카드 등 카드류를 
이용하신 경우）

소비세 포함 금액과 면세 구매 금액의
차액을 드립니다.
※별도로 면세 수수료를
수령합니다.

출국 시 세관에 여권에 첨부된 구매 기록표를
제출해 주십시오.

소모품은 상품 구매 시 또는 면세 카운터에서 담당
직원이 지정된 봉투에 넣어서 포장해 드립니다.
①구입 후 30일 이내에 일본에서 반출해야 합니다.
②출국 시까지 지정된 봉투를 뜯지 마십시오.
③농축수산물 등은 출국 시 수출 검사를 받으셔야 합니다.
④법령 등에 의해 농축수산물 등의 반입이 금지되어 있는 국가 및 지역이 있습니다.
⑤액체물은 기내에 반입하실 수 없습니다. 면세로 구매하신 경우는 체크인
카운터에서 세관 직원을 불러 면세 수속을 하신 후 여행가방 등에 넣어 각 항공사
카운터에 맡겨 주십시오.

본 백화점에서의 1일 총 구매 금액
5,000엔 이상 500,000엔 이하（세금 별도）

면세 수속에 대해

수속 방법

일반 물품 소모품

신발 및 가방 식품류시계 음료류

리빙용품 의약품옷 화장품류 

면세 대상 상품（일러스트는 일례）

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

소모품 관련 주의 사항

※세공하지 않은 금 또는 
　백금은 면세 대상 외

❶구매 상품 ❷본인 여권
 （입국 스탬프 필요） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（영수증 불가）

단 , 일반 물품도 소모품처럼 지정된 봉투에 넣어서 포장하면 (출국할 때까지 
개봉 불가 ), 소모품으로 취급하여 합산이 가능합니다 . 원하시는 경우 면세 카
운터 담당 직원에게 말씀하십시오 .

일반 물품과 소모품의 면세 구매 금액은 별개입니다 .
일반 물품과 소모품을 합쳐서 계산하실 수 없습니다 .

주의!

適用免稅商品⋯商業用除外 ※部分櫃位不適用免稅

同1天在本店購物的合計金額為
5,000日圓以上（不含稅）

請於購入者
誓約書簽名。

請攜帶下列4項物品

※如以電子錢包付款，請攜帶付款所使用的手機等

※護照、收據、卡的名義須相符

❸收據 ❹曾使用的卡
（如以信用卡等卡
片付款）

免稅櫃檯將退還含消費稅購物金額與
免稅購物金額之間的差額。
※免稅手續費另行收取。

出國時，請將貼在護照上的購入記錄票
提交給海關人員。

消耗品會在商品購入時或是在免稅櫃檯由服務人員包裝在指定封袋裡。

①請於購入後30天以內攜出日本國。
②出境前絕對不可打開指定封袋。

③農畜漁產品必須於出境時接受出口檢疫。

④某些國家、地區因法令規定，禁止將農畜漁產品攜入境內。

⑤液態商品不得攜入機內。如欲以免稅購買，請於報到櫃檯尋海關人員辦理免稅

手續後，將商品放入行李箱內交各航空公司櫃檯託運。

同1天在本店購物的合計金額為
5,000日圓以上500,000日圓以下（不含稅）

免稅手續說明

手續辦理方法

一般物品 消耗品

鞋、手提包 食品類鐘錶 飲料類

生活用品 醫藥品衣物 化妝品類

適用免稅商品（插圖僅為一例）

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

消耗品之注意事項

※黃金或白金的金塊、
金條不屬於免稅範圍

❶購買的商品 ❷本人護照
 （須有入境章） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（不得為「發票」）

但是，一般物品若與消耗品一樣裝入專用袋密封（出境前不可開封），則可作為

消耗品合併計算。如有此需要，請告知免稅櫃檯工作人員。

一般物品與消耗品的免稅適用金額不同。

一般物品與消耗品不可合併計算。
注意！

适用免税商品⋯⋯商业用除外 ※部分柜台不适用免税范围

当天在本店购物的总额

5,000日元以上 （不含消费税）

请在购买人誓
约书上签名。

请携带以下4类物品

※通过电子方式结算时，请携带您使用的智能手机等

※护照、小票与卡的名义必须一致

❸小票 ❹曾使用的卡
（如使用信用卡等卡
片支付的）

免税服务台将退还含消费税购物金额与
免税购物金额之间的差额。
※免税手续费另行收取。

出境时向海关出示贴有购买记录清单的护照。

消耗品会在商品购入时或在免税服务台由工作人员装入指定封袋内。

①须在购买后30日以内携带出境。
②出境前请勿打开指定封袋。

③出境时，农畜水产品需接受出口检查。

④有些国家或地区依法规定，禁止携带农畜水产品入境。

⑤液体物品无法带入机内。免税购买的商品，请于登机检查柜台让海关工作人员办

理免税手续之后，再放入行李箱，前往各航空公司的服务柜台办理托运。

当天在本店购物的总额

5,000日元以上500,000日元以下 （不含消费税）

办理免税手续须知

免税手续办理方法

一般商品 消耗品

鞋、手提包 食品类钟表 饮料类

生活用品 医药品衣饰 化妆品类

适用免税商品（插图仅为一例）

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

消耗品注意事项

※黄金或白金的生金不免税

❶所购商品 ❷本人护照
 （须有入境印章） 

Items Card
Pass
Port

Receipt

（「发票」不可）

但是，一般物品如果与消耗品一样装入专用袋密封（出境前不可开封），则可作

为消耗品合并计算。如有此需要，请告知免税服务台工作人员。

一般物品与消耗品的免税适用金额不同。

一般物品与消耗品不可合并计算。
注意！

Tax-free shopping is not available for items purchased for commercial use. *Not applicable to some tenants

Minimum purchase amount at the store in a 
single day 5,000yen (not including tax)

You must visit the Tax-Free counter in person 
on the actual day of purchase.

Sign a document 
stating your 
purchase.

Please have the following four items with you

* For electronic purchases, bring the smartphone etc. used at the time of payment.

* The names on your passport, receipts and credit card must match.

You will receive the amount equivalent to 
the difference between what you 
actually paid (including tax) and 
the tax-deducted price.
*An additional fee (1.55%) will be charged.

A Proof of Tax-Free Purchase will be attached to your 
passport.  Submit it to the Customs when leaving Japan.

Any tax-free consumable items you purchased will be sealed in a 
special tax-free purchase bag either at the point of purchase or at the Tax-Free counter.
① Items must be taken out of Japan within 30 days of purchase.
② You must not open the bag until you leave the country.
③ Agricultural, livestock and marine products must undergo an export inspection when leaving the country.
④ Laws and regulations in some countries/regions may prohibit the importing of agricultural, livestock and 
marine products.
⑤ Liquids cannot be taken inside an airplane. If these products have been purchased tax-free, call a 
customs officer at the check-in counter to follow the required tax-free procedures before placing these items 
into a suitcase or other piece of baggage and leaving it at the airline company counter.

Minimum/maximum purchase amount at the 
store in a single day Minimum 5,000yen and 
maximum 500,000yen (not including tax)

Regarding the tax-free procedure

Tax-free procedure

Shoes and bags FoodsWatches Beverages

Household items PharmaceuticalsClothing Cosmetics

Items eligible for tax-free (illustrations are samples)

Step

2

Step

5

Step

3
Step

4

Step

1

Notes regarding consumable items

*Precious metals such as gold 
or platinum are not eligible 
for tax free

Items Card
Pass
Port

Receipt

General items Consumable 
items

Different conditions apply to purchases of general items and consumable items.
Total amount of purchases should be calculated separately for general items and consumable items.

NOTE

However, if general items are sealed in a special tax-free purchase bag (that cannot be 
opened until leaving Japan) like consumable items, purchases of general items and 
consumable items can be calculated together as consumable items. If you wish to use this 
service, please ask at the Tax-Free counter.

❸Receipts ❹Card
(if goods purchased by 
credit or debit card)

❶ Items 
purchased

❷Your passport
 (with a valid entry stamp) (handwritten receipts 

not acceptable)

购买商品后于当天内由本人亲自到指定免税
服务台办理。

買完商品後，請於 當天內由購物者本人
至免稅櫃檯辦理。

상품 구매 후 당일 내에 상품을 구매한 본인이 
면세 카운터로 와 주시기 바랍니다 .

ร้านของเราจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษีเป็นจ�านวน 1.55% (เศษไม่ถึง 1 เยนปัดลง)  

ของค่าสินค้าที่ด�าเนินการยกเว้นภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019

(จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการยกเว้นภาษีในการคืนสินค้า)

●ชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้พ�านักอยู่เป็นการถาวร(หมายถึงการพ�านักระยะสั้น 1-6 เดือนในประเทศญี่ปุ่น)

※ไม่รวมกรณีที่ใช้ Re-entry Permit

●คนญีปุ่่นท่ีพ�านกัอยูใ่นต่างประเทศ(ต้องมีตราประทับเข้าประเทศและหลกัฐานรบัรองการพ�านกัในต่างประเทศ)

●กรณีที่เข้าประเทศด้วยประตูอัตโนมัติ ผู้ที่ไม่มีตราประทับเข้าประเทศในหนังสือเดินทาง

จะไม่สามารถด�าเนินการยกเว้นภาษีได้

※บุคคลดังกล่าวข้างต้นต้องด�าเนินการด้วยตนเองเท่านั้น (ห้ามให้ผู้อื่นด�าเนินการแทน)

ผู้ที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษี

본 점포는 면세 수수료로 2019년 10월 1일부터 면세 대상 상품 대금의 
1.55%（1엔 미만 버림）를 받습니다 . 미리 양해해 주시기 바랍니다 . （상
품 반품 시 면세 수수료는 환불하지 않습니다）

●비거주자 （일본에 입국한 지 6개월 미만인 외국인）※재입국일은 적용되지 않습니다

●해외에 거주하고 있는 일본인 （입국 스탬프, 해외 거주에 관한 증명이 필요함）

●자동출입국심사를 이용하여 입국하신 경우 , 여권에 입국 스탬프가
없는 고객께서는 면세 수속을 받으실 수 없습니다 .
※상품을 구매한 본인이 위 조건에 해당될 것（대리인 불가）

면세 대상자

本店自 2019年 10月 1日起，將收取 1.55％ 的免稅對象商品費用（小於
1日圓則捨去）做為免稅手續費。敬請包涵。（商品退貨時將不退還免稅手
續費。）

●非日本國居住者（入境未滿 6個月的外國人）※再入國日不適用

●居住在海外的日本人（需有入境章、海外居住證明）
●如果使用自動化通關匣門入境時，護照未蓋入境戳章者將無法
辦理免稅手續。
※須為購物者本人（不可由非本人代理）

免稅對象

从 2019 年 10月 1日起，本店将收取免税商品价格的 1.55％（不满 1日
元部分舍去）作为免税手续费。敬请谅解。（商品退货时，免税手续费将不
予退还。）

●非日本国居住者（入境未满 6个月的外国人）※再次入境日不适用

●居住海外的日本人（需要入境章、海外居住证明）
●利用自动化门入境时，护照上没有盖入境印章的顾客将无法办
理免税手续。
※须为购物者本人（不可由非本人代理）

免税对象

Starting from October 1, 2019, we charge a tax-free fee of 1.55% (rounded down to the 
nearest yen) of the tax-free item price. (Tax-free commission charges will not be refunded 
when returning a product)

● Non-residents (foreign visitors who have stayed in Japan for less than 6 months)
*Re-entry dates do not apply

● Japanese citizens residing in foreign countries (passport entry stamp and proof of 
overseas residence required) 

● If you entered Japan using the automated gates at the airport, please be aware that you 
are not eligible to shop tax-free if you do not have an immigration stamp in your passport.

*Tax-free is only available when eligible shoppers have made the actual purchase (cannot be applied 
to any other persons)

International 
Shoppers 
Eligible for 

tax-free
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