SweetPeaのDallas Shopping Starsガイド
海外からのお客様：
ステップ１
買い物する
•
ウィンドショッピングをする必要
はもうありません！ テキサス州内に
ある４５００件のお店で疲れるまで
買い物して、消費税を払い戻してもら
い、
さらに買い物することができます！
•
参加店には、
ティファニー、
グッ
チ、ルイ・ヴィトン、
メーシーズ、
ラルフ・
ローレン、そしてアップルまで含まれて
います！
ステップ２
払い戻しの処理をする
• 払い戻し処理をするには、交通の便が
良い所にある１３箇所の払い戻しセン
ターのいずれかに行ってください！
• レシート、購入商品、パスポート、I-94（出
入国管理カード）
、米国入国許可証、そし
て旅行書類をお好きな払い戻しセンタ
ーに持参してください。空港で処理する
場合、最初に払い戻しセンターに立ち寄
ってから荷物をチェックインしてくださ
い。購入商品は目で見て確認する必要
があります。
ステップ３
払い戻し金を受け取る
• １０箇所あるインスタント・キャッシュ・
ロケーションのひとつで現金で受け取る
か、９０～１２０日後にPayPalまたは
小切手で払い戻し金を受け取ることが
できます。

ダラスのTaxFree Shopping払い戻し場所：
ダラス・フォートワース空港ターミナルD*
ギャレリア・ダラス*
ノースパークセンター
グランドプレーリー・プレミアムアウトレット*
*インスタント・キャッシュ・ロケーション

@SweetPea_TFS
TaxFreeShoppingLTD
TaxFreeShoppingLTD

www.TaxFreeTexas.com

ダラスでのショッピングについて：
ダラスでは大きなことが期待できます。
ショッピング
の発祥地と言われるダラスは、革新的に新店舗を開店
し、多くの最新ショッピングエリアにより、流行
を築いています。一年を通じた温暖な気候により、
ダラスでは一年中、屋内ならびに屋外でのショッピ
ングが可能です。

TaxFree Shoppingについて：
TaxFree Shopping社は、
テキサス州で買い物をする
海外からの訪問客に消費税を払い戻します。帰国前
に、
インスタント・キャッシュ・ロケーションで現金によ
る払い戻しを受け取ることができます。
また、帰国し
てから、小切手またはPayPalで払い戻し金を受け取
ることも可能です。税金の払い戻しは、３０日以内に
新品で有形の（消耗品でない）商品を購入した海外
からの訪問客に有効です。
この払い戻しプログラムに
は、TaxFree Shopping社と提携する４５００件を超
える店舗における購入が含まれます。

EEM Custom Toursについて：
EEM Custom Toursは、
ダラス・フォートワースにおいて
ユニークにカスタマイズされた団体ツアーで有名なツ
アー会社で、
ショッピング、農業および技術観光の３種
類を専門としています。
Forbes誌は、米国で一番買い物が多いとして、
テキサス
をアメリカの一番のショッピングエリアと認めています！
ダラス・フォートワースはフォーチュン５００社のう
ち１９社の本拠地で、肥沃な土地に囲まれています。
テキサスには多くの素晴らしい場所と体験があなたを
待っています。
EEMの多言語ツアー・オペレーターにお
客様御一行をご案内させてください！ 団体ツアーの詳
細および料金については、www.eemcustomtours.com
にアクセスするか、
info@eemcustomtours.comにＥメ
ールでお問い合わせください。

イタリアのミラノ市の有名なギャレリア・ヴィットーリオ・エマ
ヌエーレからヒントを得た、世界中で最も称賛される２００の店
舗に囲まれた素晴らしいスケートリンクがギャレリア・ダラスの特
徴です。
ギャレリア・ダラスは、毎年千九百万人を超える訪問客を
迎え入れています。

ノースパークセンターは、
ダラス・フォートワースの海外デザ
イナーによる一流セレクションが独特に組み合わさっており、時代
を超えた近代建築および世界に誇る美術コレクションに囲まれて
います。
また、
ノースパークセンターは、国で最初の屋内の温度と
湿度が調節されたショッピングモールで、
テキサス北部において
最大のショッピングセンターです。

１９０７年にダラスで設立されたニーマン・マーカスは、
ダ
ラスを国際的に有名にした高級デパートです。ハーバート・マーカ
スとその姉妹のキャリー・マーカス、そしてキャリーの夫のＡ．Ｌ．
ニーマンによって設立され、南部では唯一の独占的な商品の取扱
いを特徴とします。１９２６年には、伝説的なスタンリー・マーカ
スが父親の跡を継いで、
デパートはファッション界の主役となるま
で成長しました。
ダラスのダウンタウン店は、最も重要な店舗で、
当初の上品さとスタイルを今も保ち続けています。

H１９３１年に開店したハイランドパークビレッジは、国定歴

史建造物に指定されており、国内初のショッピングセンターです。
現在も、
ダラス市内のハイランドパークおよびユニバーシティパー
クの中央広場として機能しています。
このショッピングセンターの
開発者たちは、秀逸なスペイン風地中海建築のインスピレーショ
ンを得るため、
スペイン、
メキシコ、ならびにカリフォルニアまで赴
きました。ハイランドパークビレッジは、現在もきれいな状態を保
ち、
シャネル、キャロライナ・ヘレラ、
ラルフ・ローレン、エルメス、エ
スカーダ、
およびジミーチュウなど、世界で最も崇拝されるブティッ
クや店舗があります。
また、
このビレッジには専門店、地元のレスト
ラン、そして復旧された劇場もあります。

H

スタンリー・コーシャクは、
ダラスの美しいクレセントコート
にある独立した高級店です。
この店舗は、男性用および女性用の
アパレルやアクセサリー、
ウェディングドレス、化粧品、そして住居
用品において最高級のものを取り揃えていることで有名です。

H
パークレインにある店舗は、現代的で
都会風の雰囲気の中、洗練されたショッピ

ングと独特なレストランおよび娯楽オプシ
ョンを絶妙に組み合わせています。知識の
ある買い物客は、有名デザイナーブランド
のファッションを意外なお手頃価格で見つ
け、戸外で生のバンド演奏を見たり、
レスト
ランのパティオで地元で作られたビールを
飲むことができます。
また、パークレインの
店舗は、
ノースパークセンターからハイウェイをはさんだ交通の
便が良いところにあります。
アレン・プレミアムアウトレッ
トは、高級アウトレットモールで、
有名デザイナーならびに一流ブ
ランドを毎日２５～６５％引き
で提供する刺激的な１００店舗
のコレクションをそろえています。
店舗には、
アンテイラー、バナナリパブリック、バーバリー、
ゲス、
ケ
ネスコール、
ナイキ、
トミーヒルフィガー、ポロ・ラルフ・ローレン、
ゼールスなどが含まれます。
グランドプレーリー・プレミ
アムアウトレットは、２０１２年
８月にオープンしたばかりの新
しいアウトレットモールで、１０
０店舗以上のお店と施設内にフ
ードコートがある４２万平方フ
ィートの屋外型モールです。
このアウトレットモールには、毎日通
常価格の最大６５％の割引を提供する有名デザイナーおよび一
流ブランドがあります。
また、
グランドプレーリー・プレミアムアウ
トレットには、高級製品だけでなく、なくてはならないみんなのお
気に入り店舗もそろっています。

グレープバイン・ミルズは、
ダラス・フォートワース空港のわ
ずか２マイル北側に位置し、１８０店舗以上を有しています。店
舗には、
ラストコール・バイ・ニーマンマーカス、
レインフォレスト・
カフェ、LOFTアウトレット、
ナイキファクトリーストア、サクスフィフ
ィスアヴェニューOFFフィフス、
コーチファクトリー、
アンダーアー
マー、
オールドネイビーなどが含まれています。
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を探検しましょう。

このショッピングビレッジは、
ダラス
のアップタウンにあり、若い人たちのファ
ッションスポットとなっています。流行を
作り出すブティック、
ビンテージのコレク
ション、
アートギャラリー、
レストラン、
ナイ
トライフ、ならびにマグノリア映画館があ
り、
ウェストビレッジは現代的で流行に敏
感なものすべてがそろう場所です。

ダラスの中央エクスプレスウェイを横切る二つの通りに名
前が由来するノックス・ヘンダーソンは、対比の典型です。西側は
ノックスで、伝統的室内装飾のお店、
オープンエアのレストラン、
スパやサロンなど、絵に描いたように見事な町です。３．２マイル
のランニング用トレイルであるケイティー・トレイルは、西側への
通りをはさみ、市内で一番歩行者に優しい地域のひとつとなって
います。東側への訪問客は、少し前までは十分に活用されていな
かった通りにビンテージショップ、
ガストロパブ、および人気のパ
ティオバーが並ぶヘンダーソン通りのファンキーな雰囲気を発見
するでしょう。ヘンダーソンは、
ダラスの流行に敏感な人だけでな
く、エリートたちのスポットにもなっています。

ダラス・デザインディストリクト
最先端のアートギャラリー、世界的に有名なインテリアデ
ザインのスタジオとショールーム、そして急成長しているレ
ストランとナイトライフの場を持つダラス・デザインディス
トリクトは、
ダラスで最も新しく活気のある地域のひとつで
す。
ダラス・デザインディストリクトは、豪華な家具ショール
ーム、
アートおよびアンティークのギャラリーが国内で４番
目に多く集中する地区で、南西部でインテリアデザイナー
を探しに行く場所として知られています。

ダラスで買い物

ダラス・フォートワース国際空港

交通の便の良い場所にあるいずれ
かの払い戻しセンターで、消費税を
払い戻してもらってください！

DART (Dallas Area Rapid Transit)の路線から少
し離れたところにあるモッキンバードステーションは、
都会的で伝統からはずれたショッピング体験のために
向かう場所です。
アンジェリカ・フィルムセンターを中心
に、訪問客はさまざまなバーやレストラン、低価格のす
てきなブティックや全国チェーン店に出会うことができ
ます。
フランセスカズ、
アーバンアウトフィッターズ、
ヴィ
クトリアズシークレットは、選択肢のほんの一部に過ぎ
ません。

ワイルドビルズウェスタンストアは、
ダラスのダウ
ンタウンの歴史あるウェストエンドに位置し、
ティンシ
ーリング、
フローリングの床、そしてサドルをバースツー
ルにした壮大な世紀末前後のバーを有す１００年前
の赤レンガの建物の中にあります。訪問客はダラスでこ
こより独特で魅力的な西部の店舗立地を見つけるのに
苦労するでしょう。

