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●掲載表記版

Regarding the tax-free procedure

办理免税手续须知

免稅手續說明

免税手続きについて

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。）

本店將收取 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。）

当店では、免税手数料として、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）

● Non-residents (foreign visitors who have stayed in Japan for less than 6 months)
International
*Re-entry dates do not apply
Shoppers ● Japanese citizens residing in foreign countries (passport entry stamp and proof of
Eligible for
overseas residence required)
tax-free
● If you entered Japan using the automated gates at the airport, please be aware that you

Shoes and bags

Watches

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

Foods

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.

Step

Tax-free procedure

present the required items at Tax-Free Counter on the 2F
① Items purchased ② Your passport (with a valid entry stamp)
③ Receipts (handwritten receipts not acceptable)
④ Credit card or other card used for your payment
* The names on your passport, receipts and credit card must match
* For electronic purchases, bring the smartphone etc. used at the time of payment.

1

Step

2

Please have the following four items with you

❶ Items
purchased

Step
2018/5/16

※ 须为购物者本人（不可由非本人代理）

※ 須為購物者本人（不可由非本人代理）

※買物されたご本人（代理人不可）

适用免税商品（插图仅为一例）

Pass
Port

3

钟表

食品类

当天在本店购物的总额
5,000日元以上（不含消费税）

Receipt

Card

❷ Your passport

❸Receipts

❹ Card

(with a valid entry stamp)

(handwritten receipts
not acceptable)

(if paying by credit / debit
card or GUEST CARD, etc.)

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

一般物品

化妆品类

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）

※黃金或白金的金塊、
金條不屬於免稅範圍

鞋、手提包

鐘錶

食品類

同1天在本店購物的合計金額為
5,000日圓以上（不含稅）

注意！ 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。

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。

1

购买商品后于 当天内 由 本人 亲自到指定免税
服务台办理。

1

買完商品後，請於 當天內 由購物者 本人
至免稅櫃檯辦理。

Step

请携带以下4类物品

Step

請攜帶下列4項物品

❶所购商品

❷本人护照
（须有入境印章）

❸小票
（「发票」不可）

※ 护照、小票与卡的名义必须一致

Card

Items

❹曾使用的卡

❶購買的商品

（如使用信用卡、GUEST
CARD（贵宾卡）等卡片
类支付）

Step

3

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。

Pass
Port

❷本人護照
（須有入境章）

1日の当店の合計購入金額
5,000円以上 500,000 円以下 (税抜）

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。
免税対象商品…商用除く ※一部テナントは対象外

1

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。

Step

下記 4 点をお持ちください

Step

Receipt

❸收據
（不得為「發票」）

※ 護照、收據、卡的名義須相符

※ 通过电子方式结算时，请携带您使用的智能手机等

Card

2

Items

❹曾使用的卡

❶購入商品

（如以信用卡、GUEST
CARD（貴賓卡）等卡
片付款）

3

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。

Pass
Port

❷ご本人パスポート

（入国スタンプ必要）

Receipt

❸レシート

（領収書不可）

※パスポート、レシート、カードの名義一致必要

※ 如以電子錢包付款，請攜帶付款所使用的手機等
Step

化粧品類

手続き方法

Step

2

食品類

1日の当店の合計購入金額
5,000 円以上（税抜）

適用免稅商品…商業用除外 ※ 部分櫃位不適用免稅

手續辦理方法

Pass
Port

時計

くつ・かばん

消耗品

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。

Step

Receipt

※金または白金の地金は
免税対象外

注意！ 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。

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。

适用免税商品……商业用除外 ※ 部分柜台不适用免税范围

一般物品

化妝品類

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）

一般物品与消耗品不可合并计算。

Items

免税対象商品（イラストは一 例）

消耗品

注意！ 一般物品与消耗品的免税适用金额不同。

2

ない方は免税手続きを承れません。

適用免稅商品（插圖僅為一例）

消耗品

※黄金或白金的生金不免税

鞋、手提包

* The names on your passport, receipts and credit card must match.
* For electronic purchases, bring the smartphone etc. used at the time of payment.

North elevator

Central
escalator

●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

免税手续办理方法

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

Items

Shiokoji-dori Street side

Shiokoji-doriStreet side
Bus Stop /
Taxi Stand

●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。

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

Tax-free procedure

免税対象者 ●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）

理免税手续。

一般商品

Cosmetics

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

NOTE 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.

※仅限当日小票
请于 2 楼免税柜台出示以下物品
*Receipts of today only
① 所购商品 ② 本人护照（须有入境印章）
「发票」不可） ④ 曾使用的卡（如使用信用卡等卡片支付的）
③ 小票（
※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

2F Tax-Free Counter

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

Consumable
items

●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

●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

免稅對象 ●居住在海外的日本人（需有入境章、海外居住證明）

●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

are not eligible to shop tax-free if you do not have an immigration stamp in your passport.

YMCK

免税手续办理方法

●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

免税对象 ●居住海外的日本人（需要入境章、海外居住证明）

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

Items eligible for tax-free (illustrations are samples)

请务必仔细阅读内容后再前往免税柜台。

日本語

Please be aware that 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)

General items

Please be sure to confirm the contents of this
guide before visiting the Tax-Free Counter.

繁体中文

Card

❹ご利用カード

（クレジットカード・ゲスト
カード等、カード類をご
利用の場合）

※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
Step

3

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。

Ｃｏｓｍｅｔ
ｉｃｓ
South escalator

Tax-Free

Ladies’Goods

South elevator

Step
JR LinesWest Gate /
Hachijo Gate
（Shinkansen）

Hachijo-dori Street side
Counter
ジェイアール京都伊勢丹
英語版フロアガイド
免税カウンター

Scan here for the latest information
JR KYOTO
ISETAN
official
website

Floor Guide
三越伊势丹集团百
货官方微信页面以
中文发布最新信息

http://kyoto.wjr-isetan.co.jp/floorguide/english_index.html

4

Please show your passport to Customs when
leaving Japan.

Notes 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. Please do not open the bag before you
leave Japan.
① Tax-free items you purchased must be taken out of Japan. If you do not have the items with you when
you leave Japan, an amount equivalent to the tax deduction amount will be collected.
② Agricultural, livestock and marine products must undergo an export inspection when leaving the country.
③ Laws and regulations in some countries/regions may prohibit the importing of agricultural, livestock and
marine products.
④ 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.

Step

4

Step

出境时，请向海关出示护照。

注意事项

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。出境前请勿
打开封袋。
①免税购买的商品请务必带出日本。如果出境时没有携带，将征收相当于免税金额
的金额。
②出境时，农畜水产品需接受出口检查。
③有些国家或地区依法规定，禁止携带农畜水产品入境。
④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。

4

Step

出境時請向海關人員出示護照。

注意事項

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。出境前請
勿打開封袋。
①以免稅購買的商品請務必攜出日本國。如出境時未攜帶，將被課徵與免稅金額
同等的金額。
②農畜漁產品必須於出境時接受出口檢疫。
③某些國家、地區因法令規定，禁止將農畜漁產品攜入境內。
④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。

4

ご出国の際、税関にてパスポートをご提示ください。

注意事 項
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。
出国するまで袋を開けないでください。
①免税購入した商品は必ず日本国から持ち出してください。出国の際、
所持していなかった場合、免税金額に相当する額が徴収されます。
②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。
③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。
④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。

レシート貼付欄 (セロハンテープで貼付）

ご案内
海外発行クレジットカード・銀聯カードキャッシング対応ＡＴＭ

可使用海外发行信用卡及银联卡现金提取服务的 ATM

●2階、3階、10階=エムアイカード・イオン銀行共同ATM

●2楼、3楼、10楼 MICARD及 AEON银行共同ATM

自動外貨両替機

米ドル

欧ユーロ

中国元

台湾ドル

英ポンド

香港ドル

●2楼 免税柜台
スイスフラン

韓国ウォン

カナダドル

タイバーツ

→

→

免费 Wi-Fi

手荷物一時預かり（有料）

●ชาวตางชาติซึ่งไมไดพํานักอยูเปนการถาวร(หมายถึงการพํานักระยะสั้น 1-6 เดือนในประเทศญี่ปุน)
※ไมรวมกรณีที่ใช Re-entry Permit

่ นุ ทีพ่ าํ นักอยูใ นตางประเทศ(ตองมีตราประทับเขาประเทศและหลักฐานรับรองการพํานักในตางประเทศ)
●คนญีป
●กรณีที่เขาประเทศดวยประตูอัตโนมัติ ผูที่ไมมีตราประทับเขาประเทศในหนังสือเดินทาง

Short-term Luggage Storage (paid)

●受理地点 ：在各楼层承办
●对象商品 ：当天在本店购买的商品（部分商品除外）
●配送酒店 ：京都格兰比亚大酒店
※ 受理截止时间请咨询工作人员

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：各階にて承り
※事前に下記よりお申し込みください
WeChat
ミニプログラム
入会の方はこちら⇒
（中国、香港の方のみ入会可）

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 ：在各楼层承办
※请事先通过以下方式进行申请

网上入会的顾客
请扫描此处⇒

※パスポート必要

WeChat 小程序
入会的顾客请扫
描此处⇒
（仅中国大陆和香港地区
的顾客可以入会）

※需护照

店内での注意事項

店内注意事项

店内の撮影はご遠慮ください
喫煙所を除き、全館禁煙となります
店内での飲食はご遠慮ください

店内请勿拍照
除了抽烟处，全馆禁烟
店内请勿饮食

※掲載内容は一部変更になる場合がございます

※本手册上登载的部分内容可能会发生更改

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、販売員同行でご案内ください
◎不明点は免税カウンター（内）32 9 4、32 95 にお問い合わせください

扱者
2020.9月版

● Reception area: 9F CloakRoom
*For more information, Please ask a member of staff

Hotel Delivery Service (free)

酒店送货服务（免费）

●受付場所：各階にて承り
●対象商品：当店での当日お買いあげ品（一部除外品あり）
●対象ホテル：ホテルグランヴィア京都
※受付締切時間は、係員にお問い合わせください

●자동출입국심사를 이용하여 입국하신 경우 , 여권에 입국 스탬프가

없는 고객께서는 면세 수속을 받으실 수 없습니다 .

สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี (ภาพวาดเปนเพียงแคตัวอยาง)

※상품을 구매한 본인이 위 조건에 해당될 것（대리인 불가）

สินคาอุปโภค
บริโภค

*ยกเวนทองคําแทงหรือ
ทองคําขาวแทง

면세 대상 상품（일러스트는 일례）

일반 물품

소모품

※세공하지 않은 금 또는
ㅤ백금은 면세 대상 외

Free Wi-Fi

●受理地点 ：9 楼 寄物处 ※详情请咨询工作人员

ホテルデリバリーサービス（無料）

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

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

● Available throughout the whole building

随身行李临时寄存处（收费）

●受付場所：9階=クローク ※詳しくは係員にお問い合わせください

본 점포는 면세 수수료로 면세 대상 상품 대금의 1.55%（1 엔 미만 버림）
를 받습니다 . 미리 양해해 주시기 바랍니다 .（상품 반품 시 면세 수수료는
환불하지 않습니다）

จะไมสามารถดําเนินการยกเวนภาษีได
※บุคคลดังกลาวขางตนตองดําเนินการดวยตนเองเทานั้น (หามใหผูอื่นดําเนินการแทน)

→

シンガポールドル

● 全馆可用

内線

ผูที่ไดรับการ
ยกเวนภาษี

韓国語

면세 수속에 대해

รานของเราจะเก็บคาธรรมเนียมการยกเวนภาษีเปนจํานวน 1.55% (เศษไมถึง 1 เยนปดลง)
ของคาสินคาที่ดําเนินการยกเวนภาษี
(จะไมคืนคาธรรมเนียมการยกเวนภาษีในการคืนสินคา)

สินคาทั่วไป

無料 Wi-Fi

お買場名：

● 2F Tax-Free Counter

オーストラリアドル

●全館可能

Web入会の方は
こちら⇒

ATM for cash withdrawals with foreign credit cards/ UnionPay Card
● MICARD & AEON Bank ATM: 2F, 3F, 10F

Automatic Foreign Currency Exchange Machine

自动外币兑换机

●2階=免税カウンター

ขั้นตอนการดําเนินการยกเวนภาษี

Information

介绍

タイ語

● Reception area: On each floor
● Applicable items: Items purchased in-store on the same day (Some exceptions apply)
● Applicable hotel: Hotel Granvia Kyoto
* For service hours, Please ask a member of staff

Isetan-Mitsukoshi GUEST CARD
5% discount on 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: On each floor
* Please apply in advance via the following methods.

For web
registration,
scan here ⇒

รองเทา/กระเปา

ยอดรวมของจํานวนเงินที่ซื้อสินคาจากทางรานใน 1 วัน
ตั้งแต 5,000 เยน ขึ้นไป (จํานวนเงินกอนรวมภาษี)

In-store Cautions
Please refrain from taking photos or filming in-store
No smoking in all areas except for designated smoking areas

อาหาร

เครื่องสําอาง

ยอดรวมของจํานวนเงินที่ซื้อสินคาจากทางรานใน 1 วัน
ตั้งแต 5,000 เยน ~500,000 เยน (จํานวนเงินกอนรวมภาษี)

ขอควรระวัง! - จํานวนเงินที่ซื้อสินคารวมของสินคาทั่วไปและสินคาอุปโภคบริโภคจะแตกตางกัน
- จะไมสามารถนําสินคาทั่วไปและสินคาอุปโภคบริโภคมาคํานวณรวมกันได

ขั้นตอนการดําเนินการ
Step

กรุณามาติดตอ ดวยตัวเอง
ที่เคาทเตอรยกเวนภาษี ในวันที่ซื้อสินคา

Step

กรุณานํา 4 รายการตอไปนี้มาดวย

3

Step

4

Items

Pass
Port

❶สิ้นคาที่ซื้อ

❷หนังสือเดินทางของผูซื้อ

(ตองมีตราประทับเขาประเทศ)

Receipt

❸ใบเสร็จรับเงิน

(ไมสามารถใชใบเสร็จรับ
เงินที่เขียนดวยลายมือ)

Card

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

개봉 불가 ), 소모품으로 취급하여 합산이 가능합니다 . 원하시는 경우 면세 카
운터 담당 직원에게 말씀하십시오 .
면세 대상 상품 - 면세가격으로 구입한 물건의 판매목적제외 ※일부 매장은 대상 외

1

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

Step

아래

2

❶ 구매 상품

ชําระคาสินคา

สินคาอุปโภคบริโภคจะบรรจุไวในถุงที่เจาหนาที่ที่เคานเตอรยกเวนภาษีกําหนด อยาเปดถุง
กอนออกจากประเทศญี่ปุน
① ตองนําสินคาที่ซื้อโดยยกเวนภาษีออกจากประเทศญี่ปุน กรณีที่ไมไดนําไปดวยเมื่อเดินทางออกจากประเทศ
ญี่ปุน จะถูกเรียกเก็บเงินเปนมูลคาเทากับภาษีที่ไดรับการยกเวน
② สินคาเกษตร ปศุสัตวและประมง ตองรับการตรวจสอบสินคาสงออกในการเดินทางออกนอกประเทศ
③ บางประเทศหรือภูมิภาคมีกฎหมาย ฯลฯ หามนําเขาสินคาเกษตร ปศุสัตวและประมง
④ สินคาที่เปนของเหลวจะนําขึ้นภายในเครื่องไมได หากซื้อสินคายกเวนภาษี กรุณาเรียกเจาหนาที่
ศุลกากรที่เคานเตอรเช็คอินเพื่อตรวจการดําเนินการยกเวนภาษี แลวจึงใสสินคาลงในกระเปาเดินทางและ
มอบใหแกเคานเตอรของแตละสายการบิน

Pass
Port

❷ 본인 여권
（입국 스탬프 필요）

(กรณีที่ใชบัตรเครดิต เกสตการด
และบัตรชนิดตาง ๆ)

กรุณาแสดงหนังสือเดินทางตอศุลกากร เมื่อเดินทางออกจากประเทศญี่ปุน

4가지를 지참해 주십시오

Items

❹กรุณาแสดงบัตรที่

ยอดตางของจํานวนเงินที่ซื้อสินคาซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มกับ
จํานวนเงินที่ซื้อสินคายกเวนภาษีจะมอบให
※จะขอรับคาธรรมเนียมการยกเวนภาษีดว
 ยการหักลบออกจากยอดตางของจํานวนเงิน

ขอควรระวัง

화장품류

일반 물품과 소모품을 합쳐서 계산하실 수 없습니다 .
단 , 일반 물품도 소모품처럼 지정된 봉투에 넣어서 포장하면 ( 출국할 때까지

Step

※ชื่อตองตรงกับในหนังสือเดินทาง, ใบเสร็จรับเงิน, บัตร
※หากชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส กรุณานําสมารทโฟนที่ใชมาดวย
Step

식품류

수속 방법

1

2

시계

본 백화점에서의 1일 총 구매 금액
5,000엔 이상（세금 별도）

สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษี---ยกเวนการซื้อเพื่อไปจําหนายตอ*รานคาในหางบางรานไมมีสินคายกเวนภาษี

Please refrain from eating or drinking in-store
* The information in this guide may be subject to change

신발 및 가방

주의 ! 일반 물품과 소모품의 면세 구매 금액은 별개입니다 .

มีขอแมวา หากนําสินคาทั่วไปใสในถุงที่กําหนดรวมกับสินคาอุปโภคบริโภค (โดยไมสามารถเปดถุงจนกวาจะออกจาก
ประเทศ) จะนับรวมเปนสินคาอุปโภคบริโภคและสามารถคํานวณรวมกันได
กรณีลูกคาตองการวิธีดังกลาวกรุณาแจงพนักงานที่เคานเตอรยกเวนภาษี

WeChat Mini
Program users,
scan here ⇒
(Available to users from
Mainland China and
Hong Kong only)

* Passport required

นาฬกา

Receipt

❸ 리시트
（영수증 불가）

※여권, 리시트, 카드 명의가 일치해야 함

Card

❹ 이용하신 카드
（신용카드 , 게스트
카드 등의 카드류를
이용하신 경우）

※전자 결제 이용 시에는 사용하신 스마트폰 등을 지참하십시오
Step

3

Step

4

소비세 포함 금액과 면세 구매 금액의
차액을 드립니다.
※별도로 면세 수수료를 수령합니다.
출국 시 세관에서 여권을 제시해 주십시오.

주의 사항 소모품은 상품 구매 시 또는 면세 카운터에서 담당 직원이 지정된
봉투에 넣어서 포장해 드립니다. 출국할 때까지 봉투를 개봉하지 마십시오.
①면세로 구매한 상품은 반드시 일본 국외로 반출하여야 합니다. 출국 시 상품을
소지하지 않았을 경우에는 면세 금액에 상당하는 액수를 징수합니다.
②농축수산물 등은 출국 시 수출 검사를 받으셔야 합니다.
③법령 등에 의해 농축수산물 등의 반입이 금지되어 있는 국가 및 지역이 있습니다.
④액체물은 기내에 반입하실 수 없습니다. 면세로 구매하신 경우는 체크인
카운터에서 세관 직원을 불러 면세 수속을 하신 후 여행가방 등에 넣어 각 항공사
카운터에 맡겨 주십시오.

