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国名 通貨
払い戻し対象最低購入金額

�1日1店舗あたり
付加価値税率

商品価格は全て内税。（）内は商品価格から算出する場合

リファンド率
購入金額より算出する場合。税率、購入金額

によって異なる。

税関スタンプの受領期限 リファンド有効期限 リファンドに必要な税関スタンプ 特記事項
��必要な添付書類がないと払い戻し不可能です

アイルランド ユーロ 設定なし 21.5%（17.7%) 7.15%~16.5% 購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�3年 アイルランドまたはEU圏最終出国税関
レシート原本添付要

���日本カウンター：現金払いのみ

イギリス ポンド
GBP30

�(加盟店により設定が異なる）
20%（16.67%) 4.2% ~  約16.5％ 購入月� ＋�3ヶ月以内 期限なし イギリス、またはEU圏最終出国税関

イタリア ユーロ EUR154.94
21%（16.67%)

 食品 10% (9.09%)
 眼鏡・特別食品等�4% (3.85%)

11.25% ~15％
6％
2％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入月� ＋�3ヶ月以内 イタリア、またはEU圏最終出国税関

エストニア ユーロ EUR38.01 20%(16.67%) 8.8%~14% 購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�1年 エストニアまたはEU圏最終出国税関
レシート原本添付要。20％以外の税率商

品はVATリファンド対象外。

オーストリア ユーロ EUR75.01
20%（16.67%)

 食品類/書籍 10% (9.09%)
11.5％~15%
5％~7％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�3年 オーストリア、またはEU圏最終出国税関

レシート原本添付要
訂正や修正が入っている書類は改ざんと
見なされ払い戻し不可の場合あり。
2011.3.1以降のレシートは1枚あたり
EUR75.01以上でなければならない。複

数の添付は可能。

オランダ ユーロ EUR50
19%（15.97%）
食品類�6%(5.66%)

7.6％~13.75％
3.75％

購入月� ＋�3ヶ月以内 期限なし
オランダ、またはEU圏最終出国税関
（その他の国の税関スタンプでもリファンド可）

レシート原本添付要
(Kopie,Copyと書いてあっても可）

キプロス ユーロ EUR50 15%  （13.05%) 5.71%~10% 購入月� ＋�3ヶ月以内 購入月�＋�1年 キプロス、またはEU圏最終出国税関
書類によってレシート原本が必要な場合

は添付必要

�ギリシャ ユーロ EUR120
23%  （18.699%)

エーゲ海諸島 16% （13.793%)
9.3％~17.5％
6.3％~13％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�90日 ギリシャ、またはEU最終出国税関

スウェーデン クローナ SEK200
25%  （20%)

食品類�12% （10.7%)
8.3％~17.5％
3.3％~8％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�1年

スウェーデンまたはEU圏最終出国税関
スウェーデン、ノルウェー、フィンランドの代行

印、デンマークのグローバルブルーで受領で

きる税関代行スタンプでも有効

レシート原本添付要
（税関代行スタンプが押されている場合はパス

ポートコピーを書類に添付すること）

スペイン ユーロ EUR90.16
18%（15.259%）

食品類/医薬品/眼鏡�8%（7.41％）
医薬品/書籍/雑誌/食品類�4%(3.85%)

8.5％~13％
3.5％~5％
2％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日 ＋�5年 スペイン、または最終出国税関
免税書類がCustomer Copyでは払い戻

し不可

スロバキア ユーロ
1回の購入あたり
EUR175.01

19%（15.97%)
コンタクトレンズ10%

10-13.5%
5％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�5ヶ月 スロバキア、またはEU圏最終出国税関
レシート原本添付要

（書類1枚につきレシート1枚）

スロベニア ユーロ
1回の購入あたり
EUR50.01

20%（16.67％）
食料品/医薬品/書籍/美術工芸品��8.5%

（7.83%）

8.3％~15％
4.1％~6％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�6ヶ月 スロベニア、またはEU圏最終出国税関
税関印付レシート添付。酒・タバコ類、石油製品

等は対象外。レシート1枚あたりの金額が最低

50.1ユーロ以上)

チェコ コルナ CZK2,001
20%（16.67％)

食品類/書籍/医薬品14％（13.09%)
11％~14％
6.4％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�5ヶ月 チェコ、またはEU圏最終出国税関
レシート原本添付要。タバコ類はVATリ
ファンド対象外。ロゴマークのない書類は

不可。お店に直接返送。

��国別の付加価値税情報���(ショッピングをする国の情報をご覧下さい。）���2012.1.13

ヨーロッパ�EU加盟国



Global Blue  http://www.global-blue.com/ Page 2

��国別の付加価値税情報���(ショッピングをする国の情報をご覧下さい。）���2012.1.13

国名 通貨
払い戻し対象最低購入金額

�1日1店舗あたり
付加価値税率

商品価格は全て内税。（）内は商品価格から算出する場合

リファンド率
購入金額より算出する場合。税率、購入金額

によって異なる。

税関スタンプの受領期限 リファンド有効期限 リファンドに必要な税関スタンプ 特記事項
��必要な添付書類がないと払い戻し不可能です

デンマーク クローネ DKK300 25% (20%) 11.7%~19% 購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�1年

デンマーク、またはその他の国の税関
デンマーク大使館・領事館のスタンプ、デン

マークのグローバルブルーで受領できる税関

スタンプ,フィンランド、スウェーデンのグローバ

ルブルー税関代行スタンプも有効。

2011.1.1以降
レシート原本添付不要

ドイツ ユーロ 各税率EUR25
19%（15.97%)

食料品/書籍/地図/骨董品/補聴器��7%(6.54%)

6.8％~14.5％
1.7％~3.5％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�4年
ドイツ、またはEU圏最終出国税関

ドイツ大使館または領事館のスタンプも有効。

レシート原本添付要。自動車やオートバイ
の部品、GPS、燃料、プリペイド式携帯電
話やその部品は免税対象外。チェック上
の情報の変更をすると払い戻しが不可と

なる可能性が高い。

ハンガリー フォリント HUF48,001
一般品目25%(20%)
食品18%(15.25%)
医薬品� 5%(4.76%)

12％~18％
10%
3％

発行日�＋�90日 税関スタンプ受領日�＋��150日以内 ハンガリー、またはEU圏最終出国税関
レシート原本添付要（大きさがA4サイズ
が多く、右上にOriginalとあり、LVは黄色
と白い感熱紙のレシート2枚必要）

フィンランド ユーロ 各税率毎EUR40
23%（18.69%)

食料品13％（11.5%)
9.8%~16％
4.9%-10%

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�5ヶ月

フィンランド、またはEU圏最終出国税関
スウェーデン、ノルウェー、フィンランドの代行

印、デンマークのグローバルブルーで受領で

きる税関代行スタンプでも有効。

レシート原本添付要

フランス／モナコ ユーロ EUR175.01
19.6%（16.38%)
食品･書籍5.5%

最大13％
(加盟店により若干異なる）

3％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�6ヶ月 フランス、またはEU圏最終出国税関
クレジットカード番号が記載されている書
類は全て現地手続き。（クレジットカードま

たは小切手受取り）

ベルギー ユーロ
EUR125.01
EUR25

21%（17.3554％)
食料品/書籍�6%（5.66%)

10.6％~15％
4％

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�3年 ベルギー、またはEU圏最終出国税関
チェック上に商品の詳細がない場合はレ

シート添付必要

ポーランド ズロチ
1回の購入あたり
PLN200

23%（18.7%)
 食料品一部 8%（7.41%)
 工芸品・農作物��5%（4.76%）

12％~16.5%
4 - 5 %
 2%

購入月� ＋�3ヶ月以内 購入月�＋�7ヶ月 ポーランド、またはEU圏最終出国税関
レシート添付。書類1枚にレシート1枚。日
本のカウンターでの払い戻しは現金のみ。

ポルドガル ユーロ

税率23%EUR61.35
16%EUR57.87
13％EUR56.36
6%はEUR52.87

本島�23%（18.7%)
マデイラ/アソーレス諸島�16%（13.79%)

13％
6％

11.4%~14%
 7.5% ~10.5％

7.5％
3％

購入日�＋�90日以内 購入日�＋�5ヶ月 ポルトガル、またはEU圏最終出国税関

ラトビア ラト LVL30.50
21% （17.3553％）
食品類10%（9.09％）

15%
5%

購入月� ＋�3ヶ月以内 発行日から1年 ラトビア、またはEU圏最終出国税関 レシート原本添付要

リトアニア リタス
1回の購入あたり
LTL200

21%（17.3554%) 9.2%~13.5% 購入月� ＋�3ヶ月以内 期限なし リトアニア、またはEU圏最終出国税関
レシート原本添付要（書類1枚につきレ

シート1枚）

ルクセンブルグ ユーロ EUR74 15%(13.04%) 7.1%~11.8％ 購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�3年
ルクセンブルグ、またはEU圏最終出国

税関
レシート原本添付要

ヨーロッパ�EU加盟国
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��国別の付加価値税情報���(ショッピングをする国の情報をご覧下さい。）���2012.1.13

国名 通貨
払い戻し対象最低購入金額

�1日1店舗あたり
付加価値税率

商品価格は全て内税。（）内は商品価格から算出する場合

リファンド率
購入金額より算出する場合。税率、購入金額

によって異なる。

税関スタンプの受領期限 リファンド有効期限 リファンドに必要な税関スタンプ 特記事項
��必要な添付書類がないと払い戻し不可能です

アイスランド クローナ ISK4,000
25.5%（20.32%)

食料品/書籍 7%(6,54%)
12.5％~15％
3.75％~4％

購入月� ＋�3ヶ月以内 設定なし
アイスランドまたはその他の国の税関。
アイスランド大使館、領事館のスタンプ

も有効

レシート原本添付要。
羊毛製品およびリファンド額がISK5,000未満の

場合は税関スタンプ必要なし。感熱紙の免税書

類の場合はレシート添付不要。

クロアチア クーナ
1回の購入あたり
HRK740

23%（18.7%)
�＊酒類(ワインは1本ならOK）、
��タバコ、オイル類は対象外

12.26%~16.8% 購入月� ＋�3ヶ月以内 購入日�＋�6ヶ月 クロアチア税関
レシート原本添付要（レシート1枚当たりの
金額はHRK740以上であること）

スイス
リヒテンシュタイン

フラン CHF300 7.6％（7.06%) 4.4％~6.2％ 購入日�＋�30日以内 購入日�＋�4年
スイスまたはその他の国の税関。スイス
大使館・領事館のスタンプも有効（注）

（注）日本のスイス大使館、領事館ではス
タンプの押印はしない。現地税関へ依頼

および転送のみをしている。

トルコ リラ TRY118
18%（15.25%)

繊維/革/カーペット/靴8％（7.4％）
8％~11％
2.9％~4％

購入日�＋�3ヶ月以内 税関印受領日�＋�3ヶ月 トルコ税関

ノルウェー クローネ
税率25%はNOK315
�14%はNOK285

25%(20％)
食料品�14 %(12.3%)

11.4%~19％
5.7%~8.5%

購入日�＋�1ヶ月以内 購入日よ＋�4ヶ月

ノルウェー税関。スウェーデン、ノル
ウェー、フィンランドの代行印、デンマー
クのグローバルブルーの税関代行スタ
ンプでも有効。ノルウェー大使館・領事

館のスタンプでも有効。

購入日から1ヶ月以内に払い戻しを受け
取る場合は、カウンターで購入商品を提
示すれば、税関スタンプ無しで払い戻し

を受けることができる。

モロッコ
モロッコディ

ルハム
MDH2001 20% 14% - 設定なし モロッコ税関

レシート添付必要･日本では現金リファン
ド不可

国名 通貨
払い戻し対象最低購入金額

�1日1店舗あたり
付加価値税率

商品価格は全て内税。（）内は商品価格から算出する場合

リファンド率
購入金額より算出する場合。税率、購入金額

によって異なる。

税関スタンプの受領期限 リファンド有効期限 リファンドに必要な税関スタンプ 特記事項
��必要な添付書類がないと払い戻し不可能です

アルゼンチン ペソ ARS70 21%（17.355％) 10%~17.355%-$50 購入月�＋�6ヶ月以内 購入日�＋�6ヶ月 アルゼンチン税関

韓国 ウォン KRW30.000 10%（9.09%) 3%~8.18% 購入日�＋�3ヶ月以内 購入日�＋�3ヶ月�現金：購入日�＋�2か月 韓国税関

シンガポール ドル
1回の購入あたり
SGD100

7%（6.542%) 2%-6% 購入日�＋�2ヶ月以内 税関スタンプ受領日�＋�2ヶ月以内 シンガポール税関
1回の購入でS＄100以上必要
（百貨店はレシート3枚まで合算可）

レバノン ポンド LBP150,000 10%(9.09%) 7.24% 購入日より3ヶ月 � レバノン税関 日本では現金リファンド不可

ご注意事項：�記載されている内容は2011年6月1日現在の国別ルール情報です。各国のルールは予告なく変更される場合があります。1枚当たりの払い戻し金額が高額の場合はクレジットカードまたは小切手でのお支払いとなります。書類に不備がある、書類の有効期限までに十分な余裕が
ない場合など各国の条件を満たさない場合はお手続きができない恐れがございます。税関スタンプを受領した後はなるべく早めに申請ください。

ヨーロッパ以外

ヨーロッパ�EU非加盟国


