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少女服飾
Young Fashion
ヤングファッション

雜貨配飾
Accessories 
アクセサリー・バッグ・雑貨

少淑女服飾
Career girl's Fashion
キャリアファッション

進口淑女服飾
Imported Boutique
インポート商品

淑女服飾
Lady's Fashion
ミセスファッション

下午茶
Coffee Shop
喫茶
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キャッシャーサービスカウンター
Cashier Service Counter
收銀服務台

GAP

牛仔服飾
Jeans
ジーンズ

外国人旅行者の免税手続き受付
Refund Services for foreign customers
承辦外籍旅客退稅服務务

外籍旅客申請營業稅退稅手續說明
　外籍旅客於本公司購買商品，當日金額超過2,000元者，可申請退還營業稅。
有需要的顧客請持購買之商品、發票及護照至2F收銀服務台辦理。
一、退稅手續地點：

1.消費金額24,000元(含)以下者可辦理現場小額退稅。
2.下列情形者，須在現場辦理手續，再至機場退稅。
‧消費金額超過24,000元者。
‧當次來台累積消費金額超過12萬元者。
‧當年度累積消費金額超過24萬元者。
二、退稅手續費：

外籍旅客辦理購物退稅時，將收取應退稅額之14%的退稅手續費。
當商品辦理退貨時，手續費不會退還。

三、注意事項：

1.購物日起90天內，請務必將未使用之退稅商品攜帶出境。
2.當年度自入境日起在中華民國境內停留超過183天者，無法辦理退稅。

外国籍旅行者の「営業税還付」手続きについて
    当店にて2,000元以上お買上げの外国籍のお客様は、営業税の還付を受ける
ことができます。ご希望のお客様は、お買上げ商品と領収書、パスポート(原本)
をご用意のうえ、2階サービスカウンター(収銀服務台)までお越しください。
一、還付手続きを行う場所について
1.お買上げ金額が24,000元以下の場合、サービスカウンターにて営業税の還付
　手続きをいたします。
2.下記の場合、サービスカウンターにて「税金払戻明細申請書」を発行します
　ので、この申請書をお持ち頂き、出国時に空港等の税関にて、営業税還付
　手続きを行ってください。
‧お買上げ金額が24,000元を超える場合。
‧旅行中の累計お買上げ金額が12万元を超える場合。
‧年間の累計お買上げ金額が24万元を超える場合。
二、手数料について
　営業税還付手続きには、還付税額の14％の手数料がかかります。商品返品
　の際には、手数料の返却はできません。
三、注意事項
1.お買上げ後90日以内に営業税還付商品を未使用のまま持ち出す(出国する)
   必要があります。
2.中華民国国内に年間183日以上滞在した方は営業税還付申請できません。

Explanation for foreign passengers 
applying for the tax refund
　Foreign passengers, who on the same day in DAYEH Takashimaya 
Department Store purchase more than NT$2,000 of goods, may claim 
for tax refund by carrying the goods, invoice, and passport at the cashier 
service counter in 2F.
Location applying for tax refund:
1.Foreign passengers purchase less than NT$24,000, may claim for tax 
　refund on-site.
2.Foreign passengers have to transact the procedure on site then claim 
　the tax refund in airport in the case of following situation:
‧Purchase over than NT$24,000.
‧Purchase accumulated total over than NT$120,000 in the period 
　visiting Taiwan.
‧Purchase accumulated total over than NT$240,000 in the year visiting 
　Taiwan.
Commission of tax refund:
　It will charge for 14% commission when foreign passengers applying 
for tax refund. The commission of tax refund will not be given back to 
foreign passengers after return.
Points for attention:
1.Foreign passengers must carry the goods which are claimed for tax 
　refund abroad within 90 days since the goods purchased.
2.Foreign passengers can not claim for tax refund on the year 
   stayed over 183 days since the date enter Taiwan (R.O.C.)

営業税還付手続き
TAX Refound Handling
營業稅退稅手續

キャッシャーサービスカウンター
Cashier Service Counter
收銀服務台

フロアガイド
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12F サービスカウンター
「米ドル 、日本円、香港ドル、シンガポールドル 、ユーロ 、中国元」6種類の
外国通貨を両替します, 取扱金額は20,000台湾ドルまでとさせていただきます。

12F 貴賓服務中心
可兌換美金、日幣、港幣、新加坡幣、歐元、人民幣等6種貨幣，
最高兌換金額為20,000元台幣。

12F Customer Service Counter
Exchange of foreign currency for U.S. Dollar, Japanese Yen, HongKong Dollar, 
Singapore Dollar, Euro and Chinese Yuan Renminbi. Maximum amount 
of exchange is the equivalent of NT$20,000.

外国紙幣の両替
Exchange of Foreign Currency
外幣兌換
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