
免税ガイド

면세 가이드

QR 코드를 스캔하면 15개 국어로 면세 안내를 보실 수 있습니다 

FREE
Guide

TAX-
Enjoy tax-free shopping at 7-Eleven !

QRコードを読み取ると免税のご案内が15ヶ国語でご覧になれます。
Scan the QR code to read a guide to tax-free procedures in 15 different languages.

读取QR码，可以15种语言确认免税指南内容。
讀取 QR碼即可以15國語言確認關於免稅之說明。

สแกน QR Code เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดเกีย่วกบัการยกเวน้ภาษีใน 15 ภาษา

International Shoppers 
Eligible for Tax-free

● Non-residents (foreign visitors who have stayed in Japan for less than six months)

● Japanese citizens residing in foreign countries

Minimum purchase amount at 
the store in a single day between 
5,001 yen and 500,000 yen
(not including tax)

Minimum purchase amount at the 
store in a single day of

10,001 yen (not including tax)

General 
Items

Consumable
Items

Examples of Items Eligible for Tax-free

N o t e

P u r c h a s e  c o n d i t i o n s  f o r  t a x - f r e e

Items must be taken out of Japan 
within 30 days of purchase

Items must be taken out of Japan less 
than 6 months after entering the country

Tax-free consumable items are sealed in a special tax-free purchase bag. 
Do not open this bag until leaving the country as doing so will cause 
the purchased item to be subject to taxation.

NOTES

Towels/DVDs Rain gear

Scissors, calculators, nail clippers

*Some products may not be available at certain stores.
*Certain products are not subject to tax-free procedures.

*Amount spent per store for purchases made at one store by one person on one day.

*According to Japanese law, purchases made on other days do not count towards the tax-free purchase amount.

*Some campaigns will not apply when sold tax-free.

Confectionary

Cosmetics

Supplements

Cup noodles

Cigarettes

Comics/booksBeverages

Please bring products eligible for tax 
exemption to the Tax-Free counter.

Adjustment procedures will be carried 
out. Please show your passport and 
other necessary items. Please pay the 
tax-exempt purchase amount in 
Japanese yen or with your credit card.

Please sign the document stating 
your purchase at the Tax-Free 
counter.

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

Guide to the Tax-free Procedure
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Tax-free Procedure

Clothing

免税対象者
●非居住者（日本に入国してから6ヶ月未満の外国人）
●海外に居住している日本人

1日の合計購入金額
5,001円以上
500,000円以下 ( 税抜 )

1日の合計購入金額
10,001円以上 ( 税抜 )

一般物品消耗品 免税対象商品の一例

注 意 事 項

免 税 対 象 購 入 金 額

購入後、３０日以内に
日本国外への持ち出しが不可欠

入国後、６ヶ月未満に
日本国外への持ち出しが不可欠

消耗品は指定の袋に入れてお渡しします。
課税されますので、出国するまで絶対に袋を開けないでください。注意

タオル・
DVD

雨具

はさみ・電卓・ツメキリ

※店舗により一部取扱のない商品がございます
※一部免税対象外となる商品がございます

※同一店舗で、お一人様1日1店舗あたりの金額です

※日本の法律では、免税でお買物する場合は、当日以外のお買物の合算はできません

※免税販売時は対象にならないキャンペーンがあります。

お菓子

化粧品類

サプリメント

カップラーメン

たばこ

コミック・
書籍

飲料類

対象商品を免税カウンターへ
お持ちください。

精算手続きを行います。
パスホートなどを
提示してください。
消費税抜の購入金額を
日本円またはクレジットカードで
お支払いください。

免税カウンターにて、
購入者誓約書に
サインしてください。

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。

免税手続きのご案内
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免税手続き方法

衣料品

Service

서비스
บรกิาร

服务

服務

サービス

セブン銀行ATMで日本円のお引き出しができます。
（カードによりご利用時間が異なります）

無料Wi-Fi サービスがご利用可能です。
※一部のサービスのご利用は会員登録が必要となります。
※1日3回、1回60分までご利用いただけます。

ATM

Wi-Fi

สามารถถอนเงนิเยนจากตูเ้อทเีอ็มของ Seven Bank ได ้
 (ชว่งเวลาทีส่ามารถใชบ้รกิารไดอ้าจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บับตัรทีใ่ช)้

สามารถใชบ้รกิาร Wi-Fi ไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย
* การใชบ้รกิารบางอยา่งจ�าเป็นตอ้งลงทะเบยีนเป็นสมาชกิ 
* สามารถใชไ้ดน้าน 60 นาท/ี 1 ครัง้, วนัละ 3 ครัง้

ATM

Wi-Fi

从SEVEN银行 ATM可提取日币。
（根据不同银行卡，使用时间可能有所不同）

提供免费Wi-Fi服务。
※部分服务使用前需要先登录成为会员。　
※使用时间：1天 3次，1次最长 60分钟。

ATM

Wi-Fi

Cash withdrawals can be made in Japanese yen at a Seven Bank ATM. 
(Available times vary depending on the card used) 

A Wi-Fi service is available for use free of charge.
*User registration are required to use some services. 
*Members can use this service up to three times a day, for up to 
  60 minutes per session.

ATM

Wi-Fi

세븐 은행 ATM에서 일본 엔화를 인출할 수 있습니다 . 
（카드에 따라 이용 시간이 다릅니다）

무료 Wi-Fi 서비스가 이용 가능합니다 .
※ 일부 서비스를 이용하시려면 회원등록을 하셔야 합니다 .  
※1일 3회 , 1회 60분까지 이용할 수 있습니다 .

ATM

Wi-Fi

SEVEN銀行ATM可提領日圓。
（依照提款卡種類，使用時間也有所不同）

可免費使用Wi-Fi服務。
※部分服務使用前需要先登錄成為會員。 
※最多使用 1天 3次，1次 60分鐘。

ATM

Wi-Fi



ผูท้ีเ่ขา้ขา่ยการยกเวน้ภาษี 면세 대상자免稅對象免税对象
●คนตา่งดา้วซึง่ไมไ่ดพ้�านักอยูเ่ป็นการถาวร 
             (ชาวตา่งชาตทิีเ่ขา้มาในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 6 เดอืน)

●คนญีปุ่่ นทีพ่�านักอยูใ่นตา่งประเทศ

●비거주자 (일본에 입국한 지 6개월 미만인 외국인 )

●해외에 거주 중인 일본인
●非日本國居住者（入境未滿6個月的外國人）
●居住在海外的日本人

●非日本居住者（入境未满 6个月的外国人）

●居住在海外的日本人

มลูคา่ทีซ่ ือ้รวมทัง้สิน้ใน 1 วนั
ต ัง้แต ่5,001 เยนขึน้ไป แตไ่มเ่กนิ 
500,000 เยน
(จ�านวนเงนิกอ่นรวมภาษี)

1일 합계 구매 금액
5,001엔 이상 
500,000엔 이하 (세전 )

同 1天的合計購物金額為
5,001日圓以上
500,000日圓以下（不含稅）

1天的购物总额
在5,001日元以上
500,000日元以下（税前）

มลูคา่ทีซ่ ือ้รวมทัง้สิน้ใน 1 วนั
ต ัง้แต ่10,001 เยนขึน้ไป

(จ�านวนเงนิกอ่นรวมภาษี)

1일 합계 구매 금액
10,001엔 이상 (세전 )

同 1天的合計購物金額為
10,001日圓以上（不含稅）

1天的购物总额
在10,001日元以上（税前）

สนิคา้ท ัว่ไป 일반 물품一般物品一般商品 สนิคา้อปุโภคบรโิภค 소모품消耗品消耗品 ตวัอยา่งสนิคา้ทีเ่ขา้ขา่ยการยกเวน้ภาษี 면세  대상  상품의  예免 稅 對 象 商 品 例免 税 对 象 商 品 一 例

เรือ่งทีค่วรระวงั 주의  사항注 意 事 項注 意 事 项

จ�านวนเงนิทีซ่ ือ้สนิคา้ยกเวน้ภาษี 면세  대상  구매  금액免 稅 對 象 適 用 金 額免 税 对 象 适 用 金 额

หลงัจากเขา้ประเทศแลว้ ภายใน 30 วนั
ตอ้งน�าสนิคา้ออกนอกประเทศญีปุ่่ น

구매 후 30일 이내에
반드시 일본 국외로 반출할 것

須於購買後30天以內
攜出日本國

须在购买后 30天以内
携带出境

ตอ้งน�าสนิคา้ออกจากประเทศญีปุ่่ น
กอ่นครบ 6 เดอืนนับจากทีเ่ดนิทางเขา้มา

ภายในประเทศ

입국 후 6개월 미만에
반드시 일본 국외로 반출할 것

須於入境後 6個月以內
（不含6個月）攜出日本國

须在入境之日起6个月以内
（不含6个月）携带出境

สนิคา้อปุโภคบรโิภคจะใสไ่วใ้นถงุทีก่�าหนด
กรณุาอยา่เปิดถงุจนกวา่จะออกจากประเทศ เนือ่งจากจะมกีารเรยีก
เก็บภาษี

소모품은 지정된 봉투에 넣어 드립니다 .
출국 전에 개봉하시면 세금이 부과되오니 절대 개봉하지 마십시오 .

消耗品將裝入指定封袋內給您。

直到出境為止，絕對不可打開封袋，否則將需要繳稅。

消耗品将会装入指定封装袋内交付于您。

出境前切勿拆开封装，否则将被征收税款。
ขอ้ควรระวงั 주의注意注意

ผา้ขนหนู / 
DVD

타올 / DVD毛巾・DVD毛巾、DVD อปุกรณก์นัฝน 비옷 /우산 등雨具雨具

กรรไกร / เครือ่งคดิเลข / กรรไกรตดัเล็บ 가위 /계산기 /손톱깎이剪刀・計算機・指甲剪剪刀、计算器、指甲刀

* อาจมสีนิคา้บางสว่นทีไ่มม่จัีดจ�าหน่าย ขึน้อยูก่บัรา้นคา้นัน้ ๆ
* สนิคา้บางสว่นไมร่วมอยูใ่นการยกเวน้ภาษี

※매장에 따라 일부 취급하지 않는 상품이 있습니다
※일부 면세 대상에서 제외되는 상품이 있습니다

※因店鋪不同，部分店鋪無販售以下商品
　　 ※部分商品不免稅

※因店铺情况不同，部分店铺无以下商品
※部分商品不属于免税对象

* จ�านวนเงนิทีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ของ 1 ทา่น ภายในรา้นคา้เดยีวกนัและในวนัเดยีวกนั ※동일 매장에서 한 분이 하루에 구매한 금액입니다※一人一天於同一家商店之購買金額※每人每日在同一店铺内可购物金额

* ตามกฎหมายประเทศญีปุ่่ น การซือ้สนิคา้แบบยกเวน้ภาษี จะไมส่ามารถน�ามาค�านวณรวมกบัการซือ้สนิคา้ในวนัอืน่ ※일본 법률에 따르면 면세로 구매하실 경우 , 당일에 구매하신 것에 한해서만 합산 가능합니다※依日本法律規定，購買免稅商品時，非當日購買商品之金額不得合併計算※根据日本法律，免税购物时当天以外的购物不可合并计算。

*โปรแกรมสนับสนุนการขายบางรายการอาจไมส่ามารถใชร้ว่มกบัการยกเวน้ภาษี ※면세 판매 시에는 대상이 되지 않는 이벤트가 있습니다 .※有些活動不適用於免稅商品。※免税销售时，可能将无法享受一些其他活动。

ขนม 과자糕點点心

เครือ่งส�าอาง 화장품化妝品類化妆品类

อาหารเสรมิ 영양 보충제保健食品保健品

คพันูดเดลิ 컵라면泡麵方便面

บหุรี่ 담배香菸香烟

หนังสอืการต์นู / 
หนังสอื

만화 /서적漫畫・書籍漫画、书籍 เครือ่งดืม่ 음료飲料類饮料类

กรณุาน�าสนิคา้ยกเวน้ภาษีมาที่
เคานเ์ตอรย์กเวน้ภาษี

대상 상품을 면세 카운터로 가지고 
와 주십시오 .

請將商品攜至免稅櫃檯。请携带对象商品至
免税服务台。

จะด�าเนนิการช�าระเงนิทีเ่คานเ์ตอร ์
กรณุาแสดงหนังสอืเดนิทาง ฯลฯ
และกรณุาช�าระเงนิดว้ยเงนิเยนหรอื
บตัรเครดติเป็นจ�านวนเงนิเทา่กบั
ยอดซือ้ทีย่กเวน้ภาษีแลว้

정산 수속을 실시합니다 . 
여권 등을 제시해 주십시오 .
소비세를 제외한 구매 금액을 
일본 엔화 또는 신용카드로 
지불해 주십시오 .

我們將為您結帳。
請出示護照等。
並以日幣或信用卡支付
不含消費稅的購買金額。

办理结算手续。
请出示护照等。
请以日元现金或信用卡支付
不含消费税的购买金额。

กรณุาลงนามในสญัญาขอ้ตกลง
ของผูซ้ ือ้ทีเ่คานเ์ตอรย์กเวน้ภาษี

면세 카운터에서 
구매자 서약서에 서명해 주십시오 .

請於免稅櫃檯簽署購入者
誓約書。

请在免税服务台
签署购买人誓约书。

เมือ่จะออกจากประเทศ กรณุายืน่ใบ
บนัทกึการซือ้สนิคา้ซึง่ตดิไวท้ี่
หนังสอืเดนิทางตอ่ศลุกากร

출국 시 세관에 여권에 
첨부된 구매 기록표를 
제출해 주십시오 .

出境時，請將貼在護照上的
購買記錄票提交給海關人員。

出境时请向海关出示贴附
在护照上的购买记录清单。

ขอแนะน�าการด�าเนนิการยกเวน้ภาษี 면세 수속 안내免稅手續說明关于免税手续

1 111

2 222

3 333

4 444

ข ัน้ตอนการด�าเนนิการยกเวน้ภาษี 면세 수속 방법免稅手續辦理方法免税手续办理方法

เสือ้ผา้ 의류衣物服饰


