


ソフト利用料：　月額980円(税別)/1ライセンス

※ 「あっと免税」のご利用には、パソコンやタブレットの他パスポートリーダ・レシートプリンタ等の専用周辺機器が必要です。

初期費用不要、今お使いのパソコンやタブレットにアプリをインストールするだけ！

お店のレジでお会計
レシート印字

あっと免税で書類印字
（購入記録票・購入者誓約書）

レシートと購入記録票を割印してパスポートへ貼付
購入者誓約書にお客様からサインをいただきます

OPENOP NPENN

V I S A S

パスポート添付用

①本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄す
る税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に
購入記録票を提出しなければなりません。

1) When departing Japan, or if becoming a resident of Japan, you are 
required to submit your “Record of Purchase Card” to either the Director 
of Sustoms that has jurisdiction over your departure location or the head 
of the tax office that has jurisduction over your place of residence or 
address.

②本邦から出国するまでは購入記録票を旅券等から切り離してはい
けません。

2) You must not remove the “Record of Purchase Card” from your 
passport etc. until after you have departed Japan.

③免税で購入した物品を本邦からの出国の際に所持していなかった
場合には、その購入した物品について免除された消費税額（地方消
費税を含む。）に相当する額を徴収されます。

3) If you are not in possession of item(s) purchased tax free, that are 
listed on the “Record of Purchase Card”, at the time of departure from 
Japan, an amount equivalent to the consumption tax amount (including 
local consumption tax) that was exempted at the time of purchase will b

輸出免税物品購入記録票
Record of Purchase of Consumption Tax-Exempt for
Export

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

品  名       金  額

2016/9/18（日）11:57  店 0001 　No 0007
担当者   0001: 店長

ｶｯﾄｿｰ　L　　     　 6,200

ﾆｯﾄｾｰﾀｰ/03 L　     12,000

（内消費税 8％　　　 1,456）

合計 2点 \19,656

レシート

パスポート添付用

①本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄
する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署
長に購入記録票を提出しなければなりません。

1) When departing Japan, or if becoming a resident of Japan, you are 
required to submit your “Record of Purchase Card” to either the Director 
of Customs that has jurisdiction over your departure location or the head 
of the tax office that has jurisduction over your place of residence or 
address.

②本邦から出国するまでは購入記録票を旅券等から切り離しては
いけません。

2) You must not remove the “Record of Purchase Card” from your 
passport etc. until after you have departed Japan.

③免税で購入した物品を本邦からの出国の際に所持していなかっ
た場合には、その購入した物品について免除された消費税額（地
方消費税を含む。）に相当する額を徴収されます。

3) If you are not in possession of item(s) purchased tax free, that are 
listed on the “Record of Purchase Card”, at the time of departure from 
Japan, an amount equivalent to the consumption tax amount (including

輸出免税物品購入記録票
Record of Purchase of Consumption Tax-Exempt for
Export

輸出免税物品購入記録票

・下記の消耗品を、購入した日から30日以内に輸出するものとし
て購入し、日本で処分しないことを誓約します。
I certify that the goods listed as “consumable commodities” on this card 
were purchased by me for export from Japan within 30days from the 
purchase date and will not be disposed of within Japan.
・下記の一般物品を、日本から最終的には輸出するものとして購入
し、日本で処分しないことを誓約します。
I certify that the goods listed as “commodities except consumables” on 
this card were purchased by me for ultimate export from Japan and will 
not be disposed of within Japan.
・下記の内容に間違いがないことを誓約します。
I centify there is no mistake in the content of the following

店舗控用

Covenant of Purchase of Consumption Tax-Exempt of
Ultimate Export

最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書

販売者氏名・名称 /sellers_name
株式会社ビジコム
購入年月日 /Date of Purchase
2014/12/25
旅券等の種類 /Passport etc.
一般旅券

署名 /Signature

購入者誓約書

所轄税務署への申請等で帳票
サンプルを提出する必要がある
場合は、別途お問合せください。

必要なのは割印とお客様のサインだけ。あっという間だからお客様をお待たせしません。

荷物添付用

荷物添付用

消耗品 / Consumable Commodities

Do not open the packaging until you have left Japan.
Please note that if you consume this product while in Japan.
you may be subject to pay consumption tax.

品　名
Name of Commodities Quantity

数　量

日本を出国するまで、開封しないでください。
なお、消費した場合には、消費税を徴収されます。

ミルクチョコレート
クリームサンドクッキー
ソフトキャンディ
バウムクーヘン

10
15
20
  7

※商品名印字はBCPOS連動時のみ

大手ドラッグストア
アパレルチェーン店
ブランドショップ
ディスカウントストア

すでに1,500店舗以上のお店でお使いいただいています。

杉養蜂園 様

ホテル内売店
伝統工芸店
アウトレットモール
ホームセンター

ショッピングセンター
スポーツメーカー
コンビニエンスストア
スーパーマーケット

空港土産店
他、多数業種

adidas 様

ご利用料金

免税手続きの流れ

あっと免税出力書類サンプル

導入実績

パスポート添付用

①本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄
する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署
長に購入記録票を提出しなければなりません。

1) When departing Japan, or if becoming a resident of Japan, you are 
required to submit your “Record of Purchase Card” to either the Director 
of Customs that has jurisdiction over your departure location or the head 
of the tax office that has jurisduction over your place of residence or 
address.

②本邦から出国するまでは購入記録票を旅券等から切り離しては
いけません。

2) You must not remove the “Record of Purchase Card” from your 
passport etc. until after you have departed Japan.

③免税で購入した物品を本邦からの出国の際に所持していなかっ
た場合には、その購入した物品について免除された消費税額（地
方消費税を含む。）に相当する額を徴収されます。

3) If you are not in possession of item(s) purchased tax free, that are 
listed on the “Record of Purchase Card”, at the time of departure from 
Japan, an amount equivalent to the consumption tax amount (including

輸出免税物品購入記録票
Record of Purchase of Consumption Tax-Exempt for
Export

・下記の消耗品を、購入した日から30日以内に輸出するものとし
て購入し、日本で処分しないことを誓約します。
I certify that the goods listed as “consumable commodities” on this card 
were purchased by me for export from Japan within 30days from the 
purchase date and will not be disposed of within Japan.
・下記の一般物品を、日本から最終的には輸出するものとして購入
し、日本で処分しないことを誓約します。
I certify that the goods listed as “commodities except consumables” on 
this card were purchased by me for ultimate export from Japan and will 
not be disposed of within Japan.
・下記の内容に間違いがないことを誓約します。
I centify there is no mistake in the content of the following

店舗控用

Covenant of Purchase of Consumption Tax-Exempt of
Ultimate Export

最終的に輸出となる物品の消費税免税購入についての購入者誓約書

販売者氏名・名称 /sellers_name
株式会社ビジコム
購入年月日 /Date of Purchase
2014/12/25
旅券等の種類 /Passport etc.
一般旅券

署名 /Signature

※免税書類は7年2ヶ月の保存が義務付けられていますので､帳票用レシートは必ず超高保存用紙(長期保存)の
　ものをご利用ください。

あっと免税、ここがスゴイ！

対応ハードウェア

爆速モードは1ステップで免税書類出力！

レジの
入替不要！

モバイル
決済

クラウド
データ集計

iPadレジをお使いなら
同じ端末で運用可能
ハード購入費用削減

中国人観光客に人気の
WeChat Pay決済との

併用可能

時間帯別・年代別などの
免税販売データを
クラウド集計可能

※Windows版のみ ※オプション

￥1,900

パスポートを読み取る レシートプリンタで印字完了！

20秒！

お手持ちのiPadやパソコンに専用周辺機器を接続するだけでお使いいただけます。

コストをかけずに最大限の効果を発揮！書類作成からデータ集計までをトータル管理。

プリンタ一体型POSレジ
（Windows）

ノートパソコン
（Windows） レシートプリンタ

パスポートリーダ
(USB/Bluetooth)

置き型パスポートリーダ

パ
(

専用周辺機器

＋
タブレット
（Android）

タブレット
（iPad）

時間がかかる免税書類の手書き業務をシステム化することで、接客時間、レジ待ち時間の
短縮が図れ売上アップ！ 販売員の負担軽減も実現します。

パスポートを読み取るだけで、レシートプリンタから免税書類を自動出力。

最速20秒出力！で




