
 

２０１５年５月２６日 

 

５月２８日(木) 全国で最も早くスタート 

表町商店街・ロマンチック通り商店街の免税手続きが 

岡山天満屋で出来るようになります 

４月の免税制度改正を契機に、免税手続一括カウンターに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 開 始 日  ２０１５年５月２８日(木) ～ 

 

２． 内   容  表町商店街・ロマンチック通り商店街の委託型免税店２０店舗の免税手続き 

   が岡山天満屋で一括で受けられるようになります。 

表町地域の免税対象店舗は一般型免税店を含め約３０店舗と充実します。 

（対象店舗は拡大予定） 

一括カウンター：岡山天満屋 ５階 ギフトサロン 

              地階 食品ギフトサロン 

３． セレモニー  ２０１５年５月２８日(木) ９：３０～  

     岡山天満屋 ５階 ギフトサロン（免税カウンター）※詳細は別紙にてご案内 

     ［主催］ 岡山天満屋   店長 渡邊 俊文 

          岡山市表町商店街連盟 理事長 大開 博之 

          ロマンチック通り商店街  （調整中） 

     ［ご来賓］ 経済産業省中国経済産業局長 畑野 浩朗 

国土交通省中国運輸局長  河田 守弘  

           日本政府観光局   理事 小堀 守 

                     岡山県産業労働部長   桐野 伸一 

           岡山市経済局長   山本 修司 

 

 

 岡山天満屋では、５月２８日(木)から表町商店街・ロマンチック通り商店街の免税手続きを 

代わりに一括して出来るようになります。 

本年４月の免税制度改定により、免税業務の第三者委託ができるようになりました。この制度を 

商店街が活用するケースとしては、全国で最も早い取り組みとなります。 

新制度では、商店街の一店舗でのお買物が免税対象額（一般物品１万円、消耗品５千円)を超え 

なくても、複数店舗でのお買物合計金額が条件を満たせば免税可能となり、併せてこれまで各 

商店ごとに行っていた免税手続きを岡山天満屋が一括で行うことで、小さなお買い物から便利 

に楽しみいただけるようになります。 

 昨年１０月の免税対象商品の拡大以降、岡山への外国人観光客数は伸びており、天満屋の免税 

カウンターをご利用されるお客様も増えています。今後ますます岡山県への外国人観光客の増加 

が見込まれる中、後楽園徒歩圏内の表町地域の免税対象店舗数が増えることは、地域の魅力アップ 

となり、活性化につながると考えています。 

また、５月２８日(木)には、経済産業省中国経済産業局長 畑野浩朗氏、国土交通省中国運輸局長 

河田守弘氏をお招きし、免税手続一括カウンターの運用開始に合わせて、セレモニーを開催しま

す。何卒ご取材下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

※ 当日は、９時１０分から、正面玄関より入店いただけます。 



     

４． 委託型免税店舗（現在） ２０店舗 

 

 

 

 

＜お問合せ＞ 岡山天満屋 広報担当 上郷(うわごう) 

ＴＥＬ０８６－２３１－７６９０   携帯０９０－３１７４－９７５６ 

 町名 店名 事業所（法人名） 

１ 上之町 晴れの国おかやま館 一般社団法人岡山県産業貿易振興協会 

２ 上之町 ひろたや 有限会社 ひろたや 

３ 上之町 T.K．company 株式会社 ティーケーカンパニー 

４ 上之町 アンファン＆リエール 株式会社 彩文 

５ 中之町 アサノカメラ 株式会社 アサノカメラ 

６ 中之町 タオル屋和布 株式会社 常正 

７ 中之町 プロスワイ 株式会社 プロスワイ 

８ 中之町 お茶のほんぢ園 株式会社 ほんぢ園 

９ 中之町 松井時計店 株式会社 松井時計店 

１０ 下之町 ハトヤ 株式会社 ハトヤ 

１１ 栄町 三香堂 有限会社 三香堂 

１２ 栄町 夢ロマン 株式会社 しんよう 

１３ 栄町 中野屋眼鏡院 株式会社 中野屋眼鏡院 

１４ 栄町 ランジェリー麻里 有限会社 松成 

１５ 栄町 美しい着物 福岡屋 株式会社 福岡屋 

１６ 紙屋町 ソバラ屋 有限会社 ソバラ屋 

１７ 紙屋町 翁軒 有限会社 翁軒 

１８ 西大寺町 隆文堂書店 合資会社 隆文堂書店 

１９ 新西大寺町 長谷川楽器 有限会社 長谷川楽器店 

２０ 千日前 魚のみやわき 株式会社 宮脇商店 



 

２０１５年６月１６日 

 

表町商店街の魅力を海外へ発信 
岡山天満屋・表町商店街・ロマンチック通り商店街をシンガポールの旅行会社が視察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 視 察 日   ２０１５年６月１８日（木） １７：４０～１８：２５ 

 

２． 視 察 者  シンガポール旅行会社 ５名 

 

３． 行 程   １７：４０ 岡山天満屋正面玄関到着 バスから降り、入店 

              店長 渡辺、販売促進部長 佐野 お出迎え 

    １７：４０ １階 特選ブティック・化粧品売場（※撮影不可） 

      １７：４５ ６階 子供服・玩具売場 

      １７：５０ ５階 免税手続一括カウンター 

１７：５５ ３階 時計・宝飾売場 

１８：００ 表町商店街 ほんぢ園 ソフトクリーム試食 

             ※こちらでご取材可能です  

１８：１０ 地階 食品売場 

１８：２５ 岡山天満屋 出発 

 

      ※視察時間について、交通機関の都合により多少前後する可能性がございます。 

 

 

＜お問合せ＞ 岡山天満屋 広報担当 上郷(うわごう) TEL:086 -231-7690 携帯:090-3174-9756 

            販促担当 佐野      携帯:080-1934-2024 

 

この度、岡山天満屋、表町商店街、ロマンチック通り商店街をシンガポールの旅行会社が 

視察することとなりました。２０１５年５月２８日(木)に全国にさきがけて免税手続一括 

カウンターを設置し、免税商店街となった表町商店街・ロマンチック通り商店街に、より 

多くの外国人観光客にお越し頂くため、ＪＮＴＯ(日本政府観光局)が行う「ＶＩＳＩＴ 

 ＪＡＰＡＮ ＡＳＩＡ Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｔ２０１５」において、シンガポールの旅行 

会社が視察します。 

日本三名園の後楽園から徒歩圏内にあり、免税店が集まる歴史ある表町地域の魅力を海外へ 

発信し、表町地域の活性化につなげたいと考えています。 

なお、この取り組みは、６月５日(金)に策定された「観光立国実現に向けたアクション・ 

プログラム２０１５」の取り組みの一環として行われます。 

何卒ご取材下さいますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

※「ＶＩＳＩＴＪＡＰＡＮ ＡＳＩＡ Ｔｒａｖｅｌ Ｍａｒｔ２０１５」 

… 訪日外国人旅行の拡大・促進を図るため、日本観光の魅力を海外へ発信するとともに、日本への魅力的 

な旅行商品の造成等を支援する「ビジット・ジャパン事業」の一環として行われるもので、アジア市場から 

のインバウンド事業の拡大を図るもの。 



NEWS RELEASE 
 

 

 

人と物の移動を見つめ支えます 

国土交通省中国運輸局 
 Chugoku District Transport Bureau 

 

 

・ 

平成27年8月3日 

 

岡山市表町商店街の魅力向上を図ります！ 

  ～岡山市表町商店街・ロマンチック通り商店街の 

魅力向上検討会を立ち上げます～ 
 

全国にさきがけて免税手続カウンターを活用して「免税商店街」を実現した岡

山市表町商店街・ロマンチック通り商店街に、多くの外国人旅行者を呼び寄せ、

商店街を楽しんでもらうため、関係者参加の下「第1回岡山市表町商店街魅力向

上検討会」を開催することとしましたのでお知らせします。 

 

 
                    記  

 検討会構成メンバー  
岡山市表町商店街連盟  

岡山天満屋  

岡山県（産業労働部観光課および経営支援課）  
岡山市（経済局産業振興・雇用推進課および観光コンベンション推進課） 

岡山商工会議所  

中国経済産業局（産業部流通・サービス産業課）  
中国運輸局（観光部観光地域振興課）  

日本政府観光局〔JNTO〕  

 
 開催日時および開催場所  

平成２７年８月５日（水）１４：００～１５：３０  

オカセンホール（商店街連盟会議室）  
（岡山市北区表町３－５－１６）  

   
 

 
 
 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

中国運輸局 観光部 観光地域振興課 

担当：森井・竹内 

TEL：082-228-8703  FAX：082-228-9412 



 第３３回 　　２０１５年１１月１３日

　１．名　称　： ～２０１５ジャパンショッピングフェスティバルwinterオープニングセレモニー～　『MOMOTARO NIGHT in OKAYAMA』

　２．会　期　： ２０１５年１２月１日（火）

　同時開催　ショッピング体験『MOMOTARO HOT WEEK』　２０１５年１２月１日（火）～１２月６日（日）

　３．会　場　： 岡山後楽園　・　岡山天満屋　・　表町商店街　・　ロマンチック通り商店街

　４．主　催　： 一般社団法人　ジャパンショッピングツーリズム協会（JSTO）

　　　共　催　： 株式会社天満屋　・　岡山市　表町商店街連盟　・　ロマンチック通り商店街　

　　　後　援　： 観光庁　・　日本政府観光局　・　中国運輸局　・　岡山県　・　岡山市

　　　特別協賛： 株式会社ジェーシービー（JCB）・中国銀行

　　　協　賛　： サッポロビール株式会社

　名　称： ショッピング体験　『MOMOTARO HOT WEEK』

　日　時： ２０１５年１２月１日（火）～１２月６日（日）

　会　場： 岡山天満屋　・　表町商店街　・　ロマンチック通り商店街

　内　容： 岡山天満屋と表町商店街、ロマンチック通り商店街では、訪日ゲストの皆様に日本らしい魅力と伝統的な個性溢れるお店が

揃う表町エリアでのショッピングをお楽しみいただくべく、各種体験イベントや特典を期間中ご用意いたしております。

12/1は、岡山を代表する美味やブランドのお店や児島のデニムタクシー、苔のアーティスト萬木善之さんも登場。

日本初一括免税カウンターのある表町エリアから、岡山のステキなヒト・モノ・コトを発信致します。

　名　称： ジャパンショッピングフェスティバル（JSF）オープニングセレモニー　『MOMOTARO NIGHT in　OKAYAMA』

　日　時： ２０１５年１２月１日（火）　１７時～１９時 　※先着１００名整理券配布（外国人のみ）

　会　場： 岡山後楽園

　内　容： JSFとは、JSTO主催で、12/1～2/29まで開催される日本最大のショッピングの祭典で、期間中、世界に向けて日本でしか

得られないショッピング情報の配信や訪日ゲストをおもてなしすることで、日本でのお買物をお楽しみいただくイベントです。

今回、後楽園鶴鳴館の能舞台で行われるJSFオープニングセレモニーは、東京以外では初開催となります。

詳しくは、来週（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会よりリリースがございます。

　　　　　　岡山天満屋では、この度、岡山の魅力を発信し、訪日ゲストの更なる来訪を促進するためにジャパンショッピングツーリズム

　　　　協会主催のジャパンショッピングフェスティバルに参加いたします。１２月１日のフェスティバルのオープニングから６日までの

　　　　一週間『MOMOTARO HOT WEEK』と題して訪日ゲストにお楽しみいただく体験イベントや特典をご用意いたします。

　　　　　　一括免税カウンターがスタートして半年、表町エリアから岡山の素晴らしい魅力を官民一体となって発信いたします。

＜お問合せ＞　株式会社天満屋　広報担当　鈴村　　　　　TEL　０８６－２３１－７６９０　　携帯　０９０－３１７４－９７５６

　　　　　　地方創生が叫ばれる中、インバウンドを切り口に地域に新たな賑わいを呼びこむことで地域活性化を目指す取組みを

　　　　何卒、ご取材くださいますよう、お願い申し上げます。

【 JSFオープニングセレモニー MOMOTARO NIGHT in OKAYAMAとは 】

【 ショッピング体験 MOMOTARO HOT WEEK 】



　　２０１５年１１月２３日

　岡山天満屋・表町商店街・ロマンチック通り商店街では、12月1日よりスタートする「MOMOTARO　HOT WEEK」に

向けて、エリアが一体となって日々準備を行っております。

　その一環として、岡山外語学院の留学生に、「おもてなし体験」の体験や、「岡山のお土産好適品」の選定に

協力いただき、外国人視点によるモニター調査を行います。

　インバウンドを切り口に地域に新たな賑わいを呼びこむことで地域活性化を目指す取組みを

何卒、ご取材くださいますよう、お願い申しあげます。

日時　： ２０１５年１１月２４日（火）

１４：００～１６：００（予定）※当日あたらめて詳細をご連絡いたします

場所　： 表町商店街・天満屋地階銘菓売場

内容　： イベント期間中に外国人観光客向けに行う「おもてなし体験」を

岡山外語学院の留学生にモニター体験してもらいます。

また、天満屋では、外国人旅行者向けの「お土産好適品を選定」に

外国人の視点からのアドバイスを頂きます。

参加者： 岡山外語学院留学生（ロシア・中国・台湾・香港）、引率者２名

ｽｹｼﾞｭｰﾙ： ＜ロシア・香港ペア＞

14：00～14：30 ［上之町］Serati美容室「足湯体験」（美容院）

14：45～15：15 ［上之町］ひろたや「ジャパン風ネイルシール体験」（化粧品店）

15：30～16：00 ［中之町］ほんぢ園「お抹茶体験」（茶舗）

＜中国・台湾ペア＞

14：00～14：30 ［中之町］芭蕉庵「お抹茶立て＆和菓子」（和菓子舗）

14：45～15：15 ［天満屋］お土産好適品選定（地階食品銘菓売場）

日時　： ２０１５年１１月２４日（火）

１３：００～１４：３０

場所　： オカセンホール

内容　： 12/1開催の「MOMOTARO　NIGHT　IN　OKAYAMA」及び同日より１週間開催される

「MOMOTARO HOT WEEK」に向けて、表町魅力向上検討会が開催されます。

出席者： ジャパンショッピングツーリズム協会（JSTO）・日本政府観光局（JNTO）

中国運輸局・岡山県・表町商店街連盟・岡山天満屋・その他関係各所

　　岡山の魅力を世界に発信！！
　　　地域一体となってエリアを磨き上げます３回

＜お問合せ＞　岡山天満屋　広報担当　鈴村　TEL086-231-7690 携帯090-3174-9756

表町魅力向上検討会を開催します

岡山外語学院の留学生がモニター調査をします




