外貨両替機運行管理賃貸契約の概要

外貨両替機委託設置ビジネス：契約金、機械代金、保守料金無料の為替差益獲得プラン

※Withコロナ時代への対応

日本シーディーアール株式会社
ＦＰ推進事業部

外貨両替ビジネスをご検討の皆さまへ
【Withコロナ時代の外貨両替機運行管理賃貸契約オーナー募集】

謹啓 新型コロナウイルスも、発生からまもなく1年が経過します。異例の速さでワクチンが開発され、世界各国で接種が始まり、徐々にではあります
が、入国規制が緩和され、日本政府観光局（ＪＵＮＴ）の調べでは、今年4月の訪日外国人数が2,900人で、前年同月対比99.9％減に対し、11月では
56,700人で、97.7％減となり、微増に転じています。
報道によれば、政府もインバウンドの回復を目指し、来春（2021年3～4月）にもオリンピック開催とその後に向けた海外からの小規模ツアーを受け入れ
る実証実験を始めるとのことで、入国規制も徐々に緩和され、インバウンド復活の兆しが見え始めた感があります。また日本におけるワクチン接種の
開始が2021年3月～との見方もあり、インバウンドビジネスの復活のターニングポイントは2021年3月と見る向きが増えています。
Withコロナ時代の資産運用に関する皆様の経済見通しはいかがでしょうか。問題は回復の速さですが、これについては、様々な見方があると思いま
すが、Ｖ字回復は見込めず、Ｌ字やU字回復が概ねの見方かと思われます。
ところで、外貨両替市場ですが、コロナ禍において金融機関、郵便局、その他多くの両替商が市場撤退しました。昨年まで、巷にあふれていた外貨両
替機も撤去がすすんでいます。訪日外国人数も激減しているわけですが、マーケティング戦略上の新たな局面として、競合が減ったことで分け合うパ
イが増えることが想定され、ビジネスチャンスの到来と、とらえることができます。
以上のような観点から、この度弊社では、しばらく自粛していた外貨両替機の賃貸オーナー募集を再開することといたしました。弊社が推奨する、「外
貨両替機運行管理賃貸契約」（為替差益獲得プラン）では、オーナーは、契約金、機械代、保守料金を負担することなく、ラグジュアリーホテルや大規
模商業施設に、すでに設置され稼働する両替機について、弊社と賃貸契約を結んでいただきます。取扱い実績（3～6ヶ月のトラックデータを開示）をお
示しし、収支シミュレーションを確認のうえ、予算に応じた設置場所を選び、ご契約をいただきます。ただいま施設から弊社への導入要請が増え、現在
本契約の対象設置先は60箇所（台数）を超えています。
賃貸借契約のため、賃料が発生しますが、これは毎月の取扱量の一定割合に設定されるため、為替変動や取扱量減による不採算も発生しません。
従来の購入方式でオーナーが負担していた機械代金、保守料金、施設賃料等の負担もありません。毎月安定した為替差益の取得が可能です。
コロナ禍において、外貨両替は感染防止と省力化の観点から無人化、自動化、委託化がますます加速すると思われます。 Withコロナ時代は、国内経
済、訪日外客動員が回復しても、なかなか以前の規模には戻らないと言われています。従来のようなオーナーが機械を購入するビジネスモデルは費
用の負担が大きく、採算を得るのが難しい時代となりました。弊社提案の契約金、機械代、保守料金不要の「外貨両替機運行管理賃貸契約」であれば、
オーナーは不採算に陥ることなく、契約期間において、安定した為替差益が得られるものと、確信いたします。
弊社提案をご検討ください。謹白
2020年12月吉日
日本シーディーアール株式会社
代表取締役 遠藤智彦
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1．弊社提案のポイント

機械代不要、機内資金解約時返還
機械の購入代金、保守契約料金、運行管理費用や施設家賃やは不要です。賃
貸契約のため、ＦＣ契約における契約金やロイヤリティの設定もありません。今
まで保守料金で不採算となってお悩みのオーナーにとって朗報です。弊社提案
は、コロナ禍でも外貨両替機の委託設置が成立するビジネスモデルです。

元本割れ、不採算リスクなし
取扱い量の23％に当たる為替差益を得ることができます。オーナー負担
は賃貸契約にともなう賃料（当月円転額の0.3％）だけ。取扱い量に比例し、
オーナー経費が収益を上回る不採算現象は、発生しないしくみです。コロ
ナ禍における収支シミュレーションを掲載しましたのでご覧ください（別紙）。

作業なし、設置場所は当社で提案
資金の補充・回収や障害対応でのオーナー作業は一切ありません。外貨両
替機は何と言っても「場所ビジネス」です。いかにしてボリュームのある設置
先を探すかがポイントとなります。長年(平成4年3月設立、業歴28年)の紙幣
鑑定機のユーザーが、今では外貨両替機の優良設置先となっています。
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2．外貨両替機運行管理賃貸契約実行フロー

（2020.12.12日本ＣＤＲ作成）

それでは、コロナ禍におけるメーカー直営ならではの本契約の全体図（図1参照）をお示しします。本契約は外貨両替の市場動向を踏まえた、機械代
金（市価380万円）、保守料（市価4万円/月）、施設家賃不要の外貨両替機賃貸運行管理契約です。実行フローの手順と図番を照合し全体のながれ
をご覧ください。資金オーナー（以下、「オーナー」）と弊社（以下当頁、「ＣＤＲ」という。）、設置施設の関係図で説明します（コメント欄参照）。

【実行フロー】（図1：参照）

【対象物件】
買取り専用機外貨両替機AE810-DS型を想定（12通貨対応）。

①ＣＤＲ：施設に両替機の委託設置を交渉し、委託設置契約し設置。
②オーナー：ＣＤＲと外貨両替機運行管理賃貸契約を結ぶ。
③オーナー：機内資金（場所により100～500万円）を用意。
④但し、機内資金の一部は保証金（20～100万円）に充当 。
⑤ＣＤＲ：機内資金(半額)を装填(残額は次の外貨回収時に装填)。
⑥ＣＤＲ：外貨を円転、機内資金として装填（外貨回収以降繰り返し）。
⑦ＣＤＲ：オーナーに益金（当月為替按分差益）を支払う。
⑧オーナー：ＣＤＲに賃料（賃貸契約に基づく）を支払う。
⑨ＣＤＲ：施設に場所代（為替按分差益）を支払う。
⑩ＣＤＲ：財務局監査、日銀報告等監督官庁への行政対応を行う。

（別紙パンフレット参照）

図：1（俯瞰図）

監督官庁
（財務局・日銀）

設置施設
ラグジュアリー
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【コメント】
①トライアル稼働（テストラン）
AE810-DS型
（外観）

②機内資金（100～500万円）

機内資金

日本
ＣＤＲ
運営会社

②賃貸契約
⑦益金（契約に基づき）
⑤資金装填(回収) 円
貨
⑧賃料

外
貨

円転先
メガBANK、
外銀等

保
守
料
金

オー
ナー

設置場所の稼働率（施設の規模、格式、ブランド、外客比率等）でA～Gの
７ランクを設定。場所確保、営業権、修繕等諸費用含む。終了時全額返金。

③保証金（機内資金の一部をあてる。償却費あり）
両替機の賃貸契約に基づく保証金。ランク別に20～100万円を設定。但し、
機内資金の一部を充当する。保証金は解約時に返還（償却費3％要） 。

④賃料(月額)

保証金

本
体
代
金

設置済み両替機は、3～6ヶ月テストラン稼働を行い、トラックデータをサン
プリングし、オーナーに提示。機内資金及び保証金の妥当性をはかる。

償
却
固
定
資
産
税

委託設置された外貨両替機

オーナーの賃料は、不採算回避のため、取扱い量の一定割合（当月円転
額×0.3％）で変動し赤字リスクを払拭（後家賃方式） 。特約にて為替差益
との相殺が可能。

⑥機械代金、保守料金
機械代金及び本契約は、両替機の運行管理によって得られた為替差益
を、契約に基づく配分比率でＣＤＲ、オーナー、施設で按分する仕様。保
守料金は為替差益で賄われる。

⑤為替差益（月額益金）について
オーナーの当月為替差益は、月次精算され翌月末に銀行口座に振込み。
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3．外貨両替機の運行管理について
運行管理に関するほぼ全ての内容について、自社対応をしています。最大の狙いはコストダウンと迅速化です。例えば警備会社に再委
託すると実施まで～36時間かかり、緊急対応不能で、かつ費用がかかります。オーナー負担を払拭した、弊社の運行管理をご説明します。

レート配信

•レート配信は、当日の銀行仲値更新時にリモートで実施します。基本的には月から金曜日（営業
日）の概ね10～11時の間にレート配信を行います。休日に為替変動が急激に変化した場合は、
第2レートを配信し、為替差損を食い止めます。

資金の補充・回収

•為替変動を踏まえ、原則として週1回の資金補充・外貨回収を実施します。メーカー直のため弊
社技術スタッフが実施します。同時に修理対応もでき、コストダウンと迅速対応が可能で、オー
ナーや施設に対して、より有利な条件を提案できます。

モニター監視

•弊社事務センターで両替機のモニター監視を行っています。資金（釣り銭切れ）のニアエンド警告、
カセット満杯警告等の異常発報や、障害対応についてモニタリングを実施。オーナー、施設ユー
ザーに安心かつ安全な運行管理に努めています。

コール対応

•施設及び利用客、その他代理店（委託会社含む）からの電話コール対応を行います。平日、土
日、祝祭日、夜間も基本的に対応しています。通常連絡先は営業時間＝10～18時30分、緊急連
絡先（携帯）は時間外において随時の対応が可能です。

マネロン対策

•関係団体である全国両替商防犯連絡会(JESC)にて、財務省国際局とマネロン対策セミナーを開
催しています。自動機のマネロン対策に必要な「高額取引監視機能」、「任意金額強制停止機
能」を搭載し、JESCの安全基準に適合しています。

ソフトウェア開発

•例えば紙幣改訂時のバージョンアップ、外貨取引データをビッグデータ（時間帯、曜日、取
扱い通貨等）化して解析し、新たな、ユーザーニーズに沿ったソフトウェアの新規開発を積
極的にすすめてまいります。

外装カスタマイズ

•設置場所の雰囲気や高級感を醸し出すダイノック施工はもちろんのこと、アンティーク家具調の
木工仕様や簡易屋外仕様、各種ブースの設計・施工にも対応しています。これは施設との協議
ですすめ、費用のオーナー負担はありません。

新機能の追加

•パスポートスキャナーやカードリーダー等、キャッシュレス化に必要な追加装備はメーカー対
策とし、オーナーに費用負担は発生しません。長年使用による陳腐化を防ぎつつ収益確保
をはかります。ただいまBitcoinATMの仕様追加を検討中です。

開業資金のランク

•オーナーの機内資金は、設置施設の立地条件、規模、ブランド、外国人比率、その他両替機の
稼働率等によりA~G（500～100万円）の7ランクを設定しています。投資金額の予算に合わせて
対象物件をお選びいただくことができます。
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3．購入方式と賃貸方式のちがい
Withコロナ時代の外貨両替機の委託設置ビジネスを考えると、従来の購入方式によるビジネスモデルは通用しません。なぜなら稼働率
が激減しているため、機械代ほか負担額の回収は不可能と言えるでしょう。コロナ禍の委託設置は賃貸方式がおすすめです。弊社が
推奨する「外貨両替機運行管理賃貸契約」では、稼働率が低下しても、賃料が取扱い量に比例連動するため、逆ざやが発生しません。

他社購入方式

賃貸方式

○機械代金＝500～700万円

不要＝0円 （弊社負担）

○固定資産税＝課税対象額の1.4％

不要＝0円 （弊社負担）

○機内資金＝300～500万円

必要＝100～500万円

○場所家賃＝

2～ 4万円/月（固定）

不要＝0円 (設置施設への家賃弊社負担)

○保守料金＝ 10～ 13万円/月

不要＝但し、賃料要(円転月額の0.3％) （可変）

○設置場所＝オーナー開拓（実績不明施設紹介）

弊社対応＝大手ホテル、商業施設を開拓

○移

適宜対応＝契約後場所変更は無料かつ任意

設＝設置後ほぼ不可能(費用高額)

○実績開示＝なし(契約後に設置場所開拓)

トラックデータ＝原則6ヶ月を開示(設置機ごと)

○行政対応＝オーナー対応(財務局監査や報告)

弊社対応＝契約の主体である弊社が対応

表：1
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4．他社と弊社のちがい
殆どの運営会社が、起業数年のベンチャー企業です。自動機を扱うにもかかわらず、技術スタッフや自社メンテナンス網をもたず、もっぱ
ら警備会社やメーカーに保守を委ねています。そのため何事も外部委託せざるを得ず、その費用はオーナーが負担することになるのです。
さらに、弊社はメーカーの立場としてマネロン対策機能を搭載しています。対応の有無は運営会社選定における基準ともなっています。

他社運営会社

弊社

○器機開発＝メーカー委託、不可の場合あり

自社開発、自由な仕様で改造や新規開発可能

○仕様変更＝メーカー委託、不可の場合あり

カスタマイズ、オーナー及び施設ごとに対応可能

○コール対応＝メーカー委託、費用と時間がかかる

自社対応、電話のたらい回しなし(土日夜間対応)

○資金補充＝警備会社委託、費用と時間がかかる

自社対応、為替変動時は第2レート配信も可能

○移

自社対応、費用無料、事前の打ち合わせ要

設＝メーカーに委ね時間と費用がかかる

○途中解約＝購入方式では、ほぼ不可能

機内資金の返還を受けて終わる。縛りなし

○契約終了＝撤去後廃棄処分？費用がかかる

途中解約、随時可能、延伸も自動継続で可能

○転

賃貸契約のメリット、中古機を抱える不安なし

売＝中古市場なく、ほぼ不可能

表：2
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6．オーナー収益と支出のモデル計算

（2020.12.12日本ＣＤＲ作成）

コロナ禍以前の取扱量月額5万ドルの想定による、5年間の資金支出のシミュレーションです。ランクB施設で機内資金500万円（内保証金100万円）、
益金は90万円（年額）でスタート。機械代金380万円、保守料金180万円/5年は弊社負担。オーナーの出費は賃料16,500円/月（当月円転額×0.3％
税込）のみで、取扱量の一定割合のため不採算は発生しません。解約時機内資金は全額返還、保証金は3％の償却費(課税)を差し引き返還されま
す。あくまでモデル計算ですが、5年後機内資金400万円、保証金96.7万円、益金351万円の合計847.7万円(税込)が受け取れる見込みです。年利率
としては14.0%、銀行預金や株式配当を超えた利回りと言えるでしょう。為替差益は消費税不要です（詳細は税理士、税務署にご相談下さい）。
1年目

【ランクＡのモデル計算】
①取扱量( 5万$超え/月の施設)
5万$で計算（ランクＡ）
②機内資金（+保証金）
500万円
③対顧客レート
仲値-6.5円/$（他通貨$換算）
④オーナー益金
1.5円/$(23%)75,000円
⑤運行管理（補充・回収・円転）
3.0 円/$(47%)
⑥施設益金（場所代）
1.0円/$(15%)
⑦円転手数料
1.0円/$(15%)
⑧賃料月額(オーナー)
当月円転額×0.3％
(税別)

3年目

4年目

取扱量5万$/月の施設

【収 入】 月額¥75000×12=90万円
年計90万円
為替差益

累計180万円

5年目解約

500万円
(内100万円)

同左

同左

表：3

累計450万円

累計360万円

累計270万円

同左

同左

【支 出】
機内資金
内保証金

同左

同左

(機内資金を全額充当)

月額

賃料

(税込)16,500円

(益金と相殺)
(機械代金0円)
(保守料金0円)

年額

手取益金
利回り

同左

同左

同左

同左
同左

(税込)198,000円

【収 支】
元金
為替差益
賃料
元金+益金

【確認及び調整事項】
①解約時機内資金は全額、保
証金は97％返還されます。
②取扱量が減少すると、賃料
も比例して減額され、不採算
は発生しません。
③契約後、取扱量が想定より
著しく低い場合、対象物
（設置施設）を変更する特約
を設けています。

2年目

同左

同左

同左
同左

同左
償却費=保証金×3％)

外貨両替機の償却期間＝5年

利回り＝手取益金(万)/機内資金(万)/期間(年)＊100

5,000,000円
900,000円
(税込) -198,000円
5,702,000円

0円
900,000円
-198,000円
6,404,000円

0円
900,000円
-198,000円
7,106,000円

0円
900,000円
-198,000円
7,808,000円

0円
900,000円
-198,000円
8,510,000円

(税込) 702,000円

1,404,000円
14.0％

2,106,000円
14.0％

2,808,000円
14.0％

3,510,000円
14.0％

14.0％

Bランク以下の5年シミュレーション
は右図のとおりです。機内資金に
応じた益金が得られます。コロナ
が収束に向かう場合、ランキング
は変動し、ランクアップの可能性
が期待できます。保証金は機内
資金に含まれます。

項目（\）／ランク
機内資金
(内保証金)
手取益金/年

B

Ａ

C

5,000,000 4,000,000

D

E

F

G

3000000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000

(1,000,000) (800,000) (600,000) (500,000) (400,000) (300,000)
720,000
576,000
432,000
288,000
144,000
72,000

(200,000)
36,000

元金+益金/5年

8,600,000 6,880,000 5,160,000 3,940,000 2,720,000 1,860,000 1,180,000

手取益金/5年

3,600,000 2,880,000 2,160,000 1,440,000

利回り/年（%）

14.4

14.4

14.4

11.5

720,000

360,000

180,000

7.2

4.8

3.6
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7．本契約のオーナーからの評価
【弊社賃貸オーナーからの声】
①機械代金、保守料金不要で従来の委託設置ビジネスとは、
異なるまったく新しいコスト感覚だ。
②解約後、機械は自宅に持ち帰るわけにいかず、たしかに買わ
ないレンタル（賃貸）が適していると思う。
③トライアル期間があり、両替実績（トラックデータ）がわかるので、
投資として安心できる。
④投資金額が、100万円から7段階に増額できる設定で、予算に
見合った無理のない投資ができる。
⑤今までの運営会社だと、本体購入700万円、機内資金500万円
で1,200万円が必要だった。CDR提案は半分以下だ。
⑥基本5年の契約期間だが任意解約が可能で、もし5年後大阪万
博開催で、インバウンドが好調ならば、必ずしも解約せず継続
も可能。
⑦従来のような購入方式だと、解約時に機械は中古となり、転売
できるか不安。中古自動車のような販売市場がない。
⑧インバウンドは国策のため、2030年までは外客動員の増大が
見込まれる。
⑨「メーカー直」で、安心感、安定感がある。運営会社に支払う中
間コストがなくなり、その分オーナーメリットが増大している。
⑩Withコロナ時代の外貨両替機について、CDR提案はいろいろ努
力している。 オーナーとしては収益拡大につながり、信頼できる。
⑪新設ホテルで、両替機の稼働率が芳しくない場合は、無料で別
施設と変更できる特約は、オーナーとして安心感がある。
¥120,000
¥100,000
¥80,000
¥60,000
¥40,000
¥20,000
¥0

表：4

賃料＝当月円転額の0.3％

【オーナー益金と賃料】
取扱量によらず、賃料
がオーナー益金を上回
ることがないしくみ

益金＝1.5円/1＄

外貨両替精算確認書
2019年9月6日
オーナー名

○○○○ 様
外貨両替機委託設置契約書第○○条第○○項により、
下記の為替差益按分額をお支払い致します。

日本シーディーアール株式会社
Counterfeit Detection Research Japan Co,LTD.

設 置 先

○○○○ホテル フロントロビー

当月精算額

¥42,602

Address:〒104-0061東京都中央区銀座
7-18-5銀座堀ビル4F
TEL : 03-6278-8585
FAX : 03-6264-1496
E- mail：info@cdrjapan.co.jp
URL：http:www.cdrjapan.co.jp/cdr
担当

中島 也実

2019年08月分
取扱通貨

USD

EUR

GBP

入金合計

14,600

5,950

0

（各国通貨単位）

CNY

KRW

HKD

31,340 754,000 2,000

TWD

SGD

THB

MYR

AUD

PHP

38,000

422

0

450

0

0

米ドル換算合計

$28,401.16

払出円貨額合計

¥2,734,250

差益23％按分(1.5円)

¥42,602

合計金額

¥42,602

【摘要欄】
※ 「外貨両替機 賃貸 運行管理契約書」に記載。
※ 本表は財務省報告省令レートにて換算しています。同レートは月次で変動するため各通貨の米ドル換算値も変動します。
※ 経理処理上、雑所得とする場合は消費税は内税表記となります。

表：5

月次精算書(サンプル)

※当月末締め翌月末日払いで精算金(為替差益)をお支払い
します。賃料は取扱量の一定割合に設定されるため、為
替変動や取扱量による不採算(逆ざや)が発生しません。
※施設との打ち合わせで設定通貨が変わる場合があります。
ただしその場合、取扱い量が増える方向に変更されます。
※設置施設は、毎月更新される「外貨両替機設置施設一覧
表」(50～60箇所掲載)をご参照ください（部外秘情報）。
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8．インバウンドの回復状況、その見方
－－－－－地域－－－－－
1)【空港・港周辺】

－－－－－業態－－－－－
5)【ホテル】

コロナは国内的にはクルー
ズ船から始まったイメージが
あります。海路の回復はまだ
先ですが、空港及び空港周
辺のインバウンド関連施設
においては外貨両替の取扱
い量が増え始めています。

ビジネス関係や駐在員の訪
日が始まり、やがて団体観
光旅行が再開されるとみて
います。インバウンドの再開
で真っ先に回復するのはホ
テル業態とみています。

2)【首都圏】
国際空港から直結するターミ
ナル駅及びその周辺のホテ
ル、商業施設の回復が先行
する可能性が高いと思われ
ます。

3)【地方都市】
政府は10月からベトナム、タ
イ、オーストラリア、ニュー
ジーランドの9カ国の入国規
制の緩和を始めました。しか
しながら、いわゆるビジネス
ユースであり、観光団体旅行
の解禁はかなり先になる気
配です。

4)【その他拠点】
イベント会場、コンサート会
場、その他局地的な観光拠
点で集中したニーズが見込
まれます。ただし、安定・継
続した状態となるには時間
がかかると思います。

6)【公共施設】
公共施設にはターミナル駅
や外国人に人気の神社等
様々な施設が含まれます。
ホテルの次に回復するので
はないでしょうか。

7)【商業施設】
両替機は小型ながら半畳ほ
どの床面積と動線確保のた
め、前方に空間が必要です。
そのスペースに売れる商材
を置くため利益を生まない両
替機の設置契約は解約・撤
去されるようになりました。

8)【飲食店】
コロナが終息し、団体観光旅
行がはじまるまでは厳しい業
態と思われます。

9)【テーマパーク】
飲食店と同様と思われます。

10)【地域物産店】
飲食店と同様と思われます。

－－－－－規模－－－－－
11)【大規模】

観光庁データ
国別訪日外国人数と国内訪問先順位

ビジネス関係の出張者や駐
在員が先行して、訪日がはじ
まることを考えると、外国人
宿泊比率が高く、客室数の
多いシティホテルの回復が
早いと思われます。エリアと
しては首都圏からでしょう。

12)【中小規模】
規模的に中小の商業施設に
ついては、立地条件として有
名観光地等で、団体観光旅
行の目的地となるケースに
おいては比較的回復が早い
と思われます。

13)【極小規模】

表：6

表：7

例えば浅草仲店通りや大阪
道頓堀といった、外国人観光
客に人気だったホットスポッ
トには小さいながら人気のｐ
ショップが多数ありました。こ
ちらも団体観光旅行が始ま
るまではコロナからの回復は
難しいと思われます。

14)【特異拠点】
世界会議やその他国際規模
のイベントが開催される会場、
競技場などは一定の外貨両
替ニーズが発生するもとと思
われます。
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9．導入事例（設置施設風景写真）
外貨両替機AE810型では設置環境によって様々な外装カスタマイズ(ダイノック施工)を実施しています。写真はホテルロビーへの
設置事例ですが、それぞれの床や壁、その他造作に一体化して洗練されたデザインに仕上がっています。さらにAE810-DS型で
は、デジタルサイネージを搭載し、エリアの観光情報や施設における館内情報（防災情報等）の表示が可能です。（両替機map）

潮見プリンスホテル

リーガロイヤルホテル大阪

新横浜プリンスホテル

ソラマチ(スカイツリー)

The Okura Tokyo

ＪＡＬシティ羽田東京

リーガグラン京都

ホテルオークラ神戸
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会社概要（問い合わせ先）
お問い合わせ先
本書をご覧いただきありがとうございま
す。詳しい説明については下記にお問い
合わせ下さい。外貨両替機、紙幣鑑定機
の実機をショールームに常設しています。
気軽にお立ち寄り下さい。
日本シーディーアール(株)
営業部
TEL03-3541-1951 FAX03-3541-1952
E-mail：info@cdrjapan.co.jp
〒104-0061東京都中央区銀座7-15-8
銀座堀ビル4F(受付)

展示室
推奨機種は右記の日本シーディーアー
ル(株)４Fショールームに常設していま
す。事前にご一報いただければ実機の
デモをご覧いただけます。来場の際は
４F受付から館内電話でお知らせ下さい。
○外貨両替機
○外貨両替売買システム
○紙幣鑑定機
○赤外線ビデオマイクロスコープ
○その他

会社概要
会 社 名：日本シーディーアール(株) Counterfeit Detection Research Japan Co,LTD.
代 表 者：代表取締役 遠藤智彦
設
立：平成4(1992)年3月
住
所：〒104-0061東京都中央区銀座7-15-8銀座堀ビル4F(受付)
連 絡 先：TEL03-3541-1951 FAX03-3541-1952
E-mail：info@cdrjapan.co.jp
URL：http://www.cdrjapan.co.jp/cdr
事業内容：紙幣・商品券・証書鑑定機、外貨両替機、外貨入金機、レートボード、等外貨両替、関連機器及び文書鑑定機器の企画・開
発及び販売。「スマホ鑑定アプリ」「紙幣番号照会アプリ」「資産凍結対象リスト照会アプリ」等の各種ソフトウェア開発。
拠
点：札幌、仙台、関東、東京、名古屋、大阪、福岡、長崎、沖縄
関連団体：一般社団法人全国両替商防犯連絡会（Japan Exchangers Safety Council）JESC
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