
旅券等の上陸・再入国許可証の有無確認 旅券等の在留資格確認 旅券等の上陸年月日確認

旅券等の帰国印・帰国日確認 海外居住確認

あり

なし ※1

カテゴリー②
●外交  ●公用

カテゴリー③
条件付で免税可

カテゴリー④
●永住者  ●特別永住者

カテゴリー⑤⑥⑦
免税不可

6ヵ月未満

6ヵ月以上

6ヵ月未満

6ヵ月以上

外交旅券

確認できる

確認できない

外国人

日本人

旅券等による
国籍確認

上陸許可証
（シール）確認

再入国許可証
（シール）あり

あり

なし ※1

あり

なし トラステッド トラベラー 
プログラム

TTP利用 特定登録者
カード確認

在留資格確認

カテゴリー①
●短期滞在

上陸年月日確認

条件クリア

再入国許可証（シール）がある場合は、再入国日で
はなく上陸許可証（シール）で初回の入国日を確認

⇒外国に住んでいることが確認できれば免税可。

●永住者 ●特別永住者　
●日本人の配偶者等 ●永住者の配偶者等

●教授 ●教育 ●高度専門職 ●経営・管理 ●研究 ●技術・人文知識・
国際業務 ●技能 ●企業内転勤 ●介護 ●技能実習 ●特定技能 ●医療 
●芸術 ●宗教 ●報道 ●法律・会計業務 ●興行
⇒日本の事務所に勤務している者にあたるため免税販売不可。
　ただし、勤務していないことを証明できれば免税可（実質困難）。

●定住者 ⇒原則として居住者にあたるため免税販売不可。

一般旅券

特別旅券

一時帰国または
多重国籍

特別旅券の
種類確認

帰国印確認 帰国年月日確認

公用・国連・緊急旅券

海外在住確認

・・・・ひし形は確認作業によって、後続の判断が分岐するものです。　

・・・・四角は、枠内に記載されている内容に該当するかを確認し、矢印の通りに進みます。

パスポートにはスタンプ（証印）されません。
スタンプ（証印）を希望される方は，自動化ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、帰国（上陸審査）手続時には税関検査前までに、各審査場事務室の職員にお申し付け
ください。上記の時点以後は、パスポートへのスタンプ（証印）の申出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。出入（帰）国記録が必要な方については、出入（帰）国記録
に係る開示請求手続を行ってください。ただし、出入（帰）国の証明を緊急に必要とする場合には、出入（帰）国手続を行った地方入国管理官署にお問い合わせください。

【※1】<参考>自動化ゲート利用時のスタンプ（証印）について（法務省HPより抜粋）

確認Dへ

確認Cへ

非居住者判定フロー 全国免税店協会 /日本百貨店協会

来店

再入国印確認

NG

NGNGNG

NG

NG

NG

OK

OK

OK

6ヵ月経過後も
免税販売可

[ 凡例 ]

在留資格 免税許可要件
● 研修
● 留学
● 文化活動
● 家族滞在

● 特定活動

〇 資格外活動許可がないこと

〇 指定書にて就労無しと判ること

確認Aへ

確認Bへ
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Confirmation of landing or re-entry (in passport, etc.) Confirmation of residency status (in passport, etc.) Confirmation of landing date (in passport, etc.)

 Category ③
Eligible for tax-free status
subject to conditions

 Category ④
●Permanent Resident

●Special Permanent Resident

 Category ⑤⑥⑦
Ineligible for tax-free status

Under 6 months ago

Over 6 months ago

Foreigner

Re-entry Permit 
to Japan (with seal)

No※1

Trusted Traveler 
Program

TTP Confirm Trusted 
Traveler Card

 Category ①
●Temporary Visitor

Confirm landing date

Conditions met

⇒Eligible for tax-free status if able to be confirmed as living abroad.

⇒As a rule, long-term residents are ineligible for tax-free status.  

⇒Tax-free status denied to those working at a Japanese office. However, tax-free status granted 
if proven not to be working for a Japanese office (training difficulties etc.)

●Permanent Resident ●Special Permanent Resident
●Spouse or Child of a Japanese National ●Spouse or 
Child of a Permanent Resident

●Professor ●Instructor ●Highly Skilled Professional ●Business Manager 
●Researcher  ●Engineer/Specialist in Humanities/International Services 
●Skilled Labor ●Intra-company Transferee ●Nursing ●Technical Intern 
Training ●Designated Skilled Labor ●Medical Services ●Artist ●Religious 
Activities ●Legal / Accounting Services ●Entertainer

●Long-term Resident

Diamonds denote confirmatory steps which determine subsequent courses of action.

Rectangles denote steps which involve confirming whether the contents of the column 
apply and then proceeding in accordance with the relevant arrow. 

The inside of your passport will not be stamped.
Those wishing to have their passport stamped should, after proceeding through the automatic gate, 
request such an action from the staff at each inspection point before boarding the plane prior to 
departing Japan, and at every inspection point prior to the customs inspection when returning to, or 
landing in, Japan. Please be aware that outside of the aforementioned times, no requests for stamping 

　【※1】 (Reference) "About stamps used at automatic gates" (excerpt from the Ministry of Justice website.) 

Decision flow for determining non-resident status JAPAN TAX-FREE SHOP ASSOCIATION / JAPAN DEPARTMENT STORES ASSOCIATION

Customer
visits store

Confirm 
Re-entry Stamp

Confirm Status 
of Residence

Denied

Denied

Denied

OK

 Category ②
●Diplomat ●Official OK

[Notes]

No

Seal of Verification 
for Landing

Yes

Status of Residence Tax-free shopping requirements
● Trainee
● Student
● Cultural Activities
● Dependent

● Designated Activities

No permission to perform activities
outside of Status of Residence.

Recognized as not working from 
certificate of designation

A

B

CYes

of passposrts can be accepted. Those requiring a record of their embarkation and disembarkation in 
Japan should complete the relevant process for a request for disclosure. However, those who urgently 
need a record of their embarkation and disembarkation in Japan should enquire with the director of the 
regional immigration bureau which conducted the embarkation and disembarkation process. 
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确认护照等有无入境・再入国许可证 确认护照等在留资格 确认护照等入境年月日

确认护照等归国印章・归国日期 确认是否居住在海外

有

无※1

类型②
●外交  ●公务

类型③
可以有条件免税

类型④
●永住者  ●特别永住者

类型⑤⑥⑦
不能免税

不满 6 个月

超过6个月

不满 6 个月

6个月以上

外交护照

可以确认

无法确认

外国人

日本人

通过护照
确认国籍

入境许可（贴纸）
确认

再入国许可
（贴纸）有

有

没有 ※1

有

没有 可信旅行者项目
利用 TTP 特定登录者卡

确认

在留资格确认

类型①
●短期滞留

入境年月日确认

符合条件

有再入国许可证（贴纸）的话，不确认再入国日期，
而是凭入境许可证（贴纸）确认第一次入境日期

⇒如果可以确认居住在国外就可以免税。

●永住者 ●特别永住者●日本人配偶等 ●永住者配偶等

●教授 ●教育 ●高度专门职 ●经营・管理 ●研究 ●技术・人文知识・
国际业务 ●技能 ●企业内转勤 ●介护 ●技能实习 ●特定技能 ●医疗
●艺术 ●宗教 ●报道●法律・会计业务 ●兴行（演出）
⇒在日本的事务所工作的人不能免税。
但是如果能够证明不在日本事务所工作是可以免税的（实际上很难）。

●定住者 ⇒原则上定住者不能免税。

一般护照

特别护照

临时回国
或多重国籍

确认特别护照
的种类

确认归国印章 确认归国年月日

公务・联合国・紧急护照

确认居住在海外

・・・・菱形是需要确认进行后续判断的内容。

・・・・方形框内是已经确认的内容，可以按照箭头进行下一步操作。

护照上不会盖章。
希望盖章的旅客，在通过自动通关门后，办理出国手续的在登机前、办理入境手续的在接受海关检查前，可以向审查事务室的职员申请盖章。
如果错过上述节点，将无法受理盖章申请，请注意。需要出入境记录的旅客，请办理相关申请手续。但是，如果需要紧急办理出入境证明，请向
办理出入过手续的地方入国管理机构咨询。

【※1】<参考>关于使用自动通关门时的印章（节选自法务省官网）

非居住者判定流程

来店

再入国印章确认

NG

NGNGNG

NG

NG

NG

OK

OK

OK

6个月之后也可以
免税贩卖

[ 示例 ]

在留资格 免税许可条件
● 研修
● 留学
● 文化活动
● 家族滞在

● 特定活动

〇 没有资格外活动许可

〇 指定书无就劳许可

实施确认A

实施确认B

实施确认C

实施确认D

全国免税店協会 / 日本百貨店協会
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確認方法

資格外活動許可を受けていないことの確認方法

 資格外活動とは、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける
活動を行おうとする場合に与えられるものです。
 したがって、資格外活動を取得している場合は、本邦内にある事務所に勤務しており、居住者に該当すると推認
されるため、他の条件を満たしていても免税販売できません。資格外活動許可を取得した場合にはパスポートに
資格外活動許可のシールが貼られます。
 許可日と許可期限を確認し、今回の入国時に与えられた在留資格に対する資格外活動である場合は、免税販売
できません。

確認A

指定書によって、就労していないことを確認する方法

　在留資格が「特定活動」の場合、パスポートにＡ５サイズの「指定書」が貼られています。
指定書に書かれている内容を確認し、「就労している」と推認される文言がある場合は、本邦内にある事務所に勤
務しており、居住者に該当すると推認されるため、他の条件を満たしていても免税販売できません。

確認B

永住権等の在留資格を持つ外国人が、外国に住んでいることの確認方法

以下のうちどちらか１つを確認できれば非居住者として、免税販売可

●旅券に貼付または押印されている有効な外国のビザ
　※1回のみ入国可能なビザ（single entry）に使用済みのチェックが入っている場合、そのビザは無効です。

●居住国（外国）で発行された写真付きのIDカード等（例：グリーンカード、外国人登録証、運転免許証等で有効なものに限る）
　※パスポートの名前とIDカード等の名前や写真が、同一人物のものであると確認できること。

確認C

日本人が外国に住んでいることの確認方法確認D

以下のうちいずれか１つを確認できれば非居住者として、免税販売可

●旅券に貼付または押印されている有効な外国の就労ビザ

●旅券に貼付または押印されている有効な外国のビザ
　※有効期間が2年以上あること。複数枚のビザの合計でもよい。
　※1回のみ入国可能なビザ（single entry）に使用済みのチェックが入っている場合、そのビザは無効。
　※1回あたりの滞在日数が定められているビザは、有効期間が2年以上あっても外国に住んでいることの証明とはならない。

●居住国（外国）で発行された写真付きのIDカード等（例：グリーンカード、外国人登録証、運転免許証等で有効なものに限る）
　※パスポートの名前とIDカード等の名前や写真が、同一人物のものであると確認できること。
　※IDカード等の有効期間が2年以上あること。
　※IDカード等の有効期間が確認できない場合は、パスポートの出国年月日等から日本出国後、2年以上外国に滞在したことが確認できること。
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Method of confirming whether a foreigner holding permanent 
residency is living outside JapanC

Methods of confirmation

Method of confirming lack of permission to conduct activities 
other than those permitted under Status of Residence

"Activities other than those permitted under Status of Residence" are activities other than those permitted 
under status of residence which lead either to an income or remuneration. Accordingly, the conduct of such 
activities will lead to the presumption that the person falls under the categories of working at an office inside 
Japan and resident of Japan, meaning that even if other conditions are met, said person is ineligible for 
tax-free shopping. When a person has obtained permission to conduct such activities, a Seal of Permission 
to Conduct Activities Other Than Those Permitted under Status of Residence" will be stamped inside his or 
her passport. If a passport check reveals conduct of activities other than those permitted under the status 
of residence for their most recent date of entry, the passport holder cannot be eligible for tax-free shopping. 

A

Method of confirming whether a person is not working according 
to the designated form

When a person's status of residence is listed as "Designated Activities," an A5-size designated form will be 
pasted inside their passport. If a check of the passport reveals wording from which it can inferred that "this 
person is working," the person can be presumed to working at an office inside Japan and resident of Japan, 
meaning that even if other conditions are met, said person is ineligible for tax-free shopping.  

B

If either of the following can be confirmed to apply, a person will be eligible for tax-free shopping. 

● A visa issued by a foreign country either pasted or stamped inside the passport

   ※ If a single-entry visa is marked no longer in use, said visa is now invalid. 

● A photo ID card or the like issued by a foreign country
   (Example: Must be a valid Green Card, Alien Registration Card, Driving License etc.)

   ※ It must also be possible to confirm that the names on the passport and ID card, and the photograph, all belong to the same person. 
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确认方法

是否获得资格外活动许可的确认方法

　所谓资格外活动，即在所持在留资格规定的范围外，从事有收入的营业活动，或者参与有报酬的活动。取得资
格外活动许可的情况下，就会在本国的事务所开展工作，因此就被视为居住者，即便满足其他的条件也不能纳入
免税对象范围。

　取得资格外活动许可的情况下，护照上会被贴上一个资格外活动许可的贴纸。确认许可取得时间和许可期限，
如果是本次入国时获得的在留资格以外的活动许可，则不能进行免税购物。

确认A

根据指定书确认是否从事工作的方法

　如果持有的是“特定活动”的在留资格，护照上会被贴上一个A5打印纸大小的“指定书”贴纸。确认指定书上的
内容，如果有“正在从事工作”的内容，即在本国的事务所从事工作，则被视为居住者，即便满足其他的条件也不能
纳入免税对象范围。

确认B

确认持永住权等在留资格的外国人是否生活在国外的方法

如果下面的任意一项得到确认，即被视为非居住者，可以进行免税购物。

● 护照上贴着或者盖有有效的外国签证
   ※单次签证（single entry）已经被确认过期的情况下，这种签证是无效的。

● 居住国（外国）发行的带有照片的ID卡等（例：仅限于绿卡、外国人登记证、驾驶执照等有效证件）

   ※可以确认护照与ID卡上姓名和照片是否一致的证件。

确认C

居住在外国的日本人的确认方法

如果下面的任意一项得到确认，即被视为非居住者，可以进行免税购物。

● 护照上贴着或者盖着有效的外国工作签证 　

● 护照上贴着或者盖着有效的外国签证
   ※有效期限在2年以上。多个签证加起来超过2年也可以。 　　
   ※单次签证（single entry）已经被确认过期的情况下，这种签证是无效的。
   ※如果是确定了一次停留天数限制的签证，即使有效期限超过2年，也不能证明在外国居住。

 ●居住国（外国）发行的带有照片的ID卡等（例：仅限于绿卡、外国人登记证、驾驶执照等有效证件）

   ※可以确认护照与ID卡上姓名和照片是否一致的证件。
    ※ID卡等的有效期限在2年以上。
   ※ID卡等不能确认有效期间的情况下，通过护照上的出国日期等可以确认是否在外国居住了2年以上。

确认D
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