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ようこそ 日本ＣＤＲへ
弊社の「製品総合カタログ2022年vol.2」をお届けします。弊社は紙幣、証書、パスポート、
商品券等、文書鑑定に関する器機開発の専門企業です。特に外国通貨に関する紙幣
鑑定機や外貨両替機を主力製品となりますが、新型コロナウイルスの発生で「感染防
止」や「自動化」が大きなテーマとなっています。

また、今後キャッシュレス化がすすみ、現金の流通量が減っていくとの見方もあります
が、相対的に偽造券の含有率が高まるとの見方があり、貨幣処理機における鑑定精度
不可欠です。また弊社では、一極集中して大量高速処理が可能な大型機から、拠点へ
の分散配置に適した小型機にいたるまで、様々な現場ニーズに応じた機器を用意し、
提案してまいります。

特に外貨両替業務は、偽造対策や為替変動への対応から、装置ビジネス化が一段と
すすみ、紙幣鑑定機や外貨両替機は多機能オンライン端末として進化しています。弊
社では単にハードウェアの開発・販売のみならず、紙幣鑑定機用の外貨売買管理シス
テムや、外貨両替機については売買双方向仕様、各種カード対応、パスポートスキャ
ナーとの連動等システム化をすすめています。

本書をご覧いただき、皆様のニーズにあった製品があれば、弊社または弊社代理店に
お問い合わせください。
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1.（大型機）高速垂直搬送多種紙幣鑑定・番号記録・分類機
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①ＮＣ９０００型（max32通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・監査・4分類・番号記録機）

鑑定と同時に紙幣番号記録及び3分類が可能な高速紙幣鑑定・(正損)監査・分類・番号記録機で

す。読み取ったデータをジャーナル紙（外付けプリンター）とＵＳＢ接続されたＰＣハードディスクま
たはＵＳＢメモリーへ保存します。記録内容は金種と紙幣番号及び金種別の枚数・金額の合計
（円換算可）です。設定通貨はmax16通貨、処理スピードmax1000枚/分、フィットネス機能(正損監
査) 。※345(W)×445(D)×437(H)mm 重量30kg

②ＮＣ８０００型（max16通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・3分類・番号記録機）

鑑定と同時に紙幣番号記録及び２分類が可能な高速紙幣鑑定・(正損)監査・分類・番号記録機です。ジャーナル紙（外付

けプリンター）とＵＳＢ接続でＰＣハードディスクへの出力、データ保存が可能です。記録内容は金種と紙幣番号及び金種
別の枚数・金額の合計（円換算可）です。ＰＣにて各種データの店別、月別等の集計が可能です設定可能通貨はmax12
通貨です。処理スピードmax1500枚/分。フィットネス機能(正損監査)。通貨別、日・週・月別等各種PC集計ソフトあり。
※330(W)×330(D)×350(H)mm 重量18kg

③ＮＣ７０００型（max32通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・監査・分類・番号記録機）

鑑定と同時に紙幣番号記録及び２分類が可能な高速紙幣鑑定・分類・番号記録機です。ジャーナル紙（外付けプリン
ター）とＵＳＢ接続でＰＣハードディスクへの出力、データ保存が可能です。記録内容は金種と紙幣番号及び金種別の枚
数・金額の合計（円換算可）です。ＰＣにて各種データの店別、月別等の集計が可能。設定可能通貨はmax10通貨。処理
スピードmax1200枚/分。
※330(W)×330(D)×350(H)mm 重量約18kg

④ＮＣ５０００型（max10通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・分類・番号記録機）

操作卓

サブディスプレイ

スタッカー

基本ユニット

リジェクトポケット

操作パネル

2ユニット追加12ポ
ケット仕様

1回の処理枚数は1000枚（ max値）、分類ポケット数は12個（max値）の大型紙幣ソーターです。鑑定と同時に紙幣番号
記録が可能な高速紙幣鑑定・(正損)監査・分類・番号記録機です。読み取ったデータをジャーナル紙（外付けプリン
ター）とＵＳＢ接続されたＰＣハードディスクまたはＵＳＢメモリーへ保存します。記録内容は金種と紙幣番号及び金種別
の枚数・金額の合計（円換算可）です。設定通貨はmax32通貨です。処理スピードmax800枚/分。本体サイズ700(W) x 
350(D) x 370(H) mm、重量50kg 追加ユニット180(W) x 350(D) x 270(H) mm 重量7kg ※フィットネス機能(正損監査)。外
貨両替機から回収した外貨の処理に最適です。



2.（中型機）高速垂直搬送多種紙幣鑑定・番号記録・分類機

2

鑑定と同時に紙幣番号記録及び２分類が可能な高速紙幣鑑定・分類・番号記録機です。読み取ったデータをジャーナル
紙（外付けプリンター）とＵＳＢ接続されたＰＣハードディスクまたはＵＳＢメモリーへ保存します。記録内容は金種と紙幣番
号及び金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。設定可能通貨はmax10通貨です。処理スピードmax1000枚/分。
※330(W)×350(D)×370(H)mm 重量20kg

⑤ＩＨ２６００型（max4通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・分類・番号記録機）

鑑定と同時に異金種（または偽造券）を分離収納するポケットのついた高速紙幣鑑定・分類・番号記録機です。 読み取っ
たデータをジャーナル紙（外付けプリンター）とＵＳＢ接続されたＰＣハードディスクまたはＵＳＢメモリーへ保存します。記録
内容は金種と紙幣番号及び金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。設定可能通貨はmax10通貨です。処理スピー
ドmax1000枚/分。フィットネス機能(正損監査).
※280(W)×272(D)×282(H)mm 重量8.2kg

⑦ＮＣ６５００型（max32通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・分類機）

鑑定中、異金種（または偽造券）が発見された場合は、当該紙幣がスタッカー最上部にある状態で停止します。画面には
原因が表示されます。計数データは外付けプリンターとＵＳＢインターフェイスにてジャーナル印字またはＰＣハードディス
クへの出力が可能です。記録内容は金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。通貨数はmax6通貨です。ＮＣ５０００
型の姉妹機です。処理スピードmax900枚/分。
※285(W)×270(D)×280(H)mm 重量7.2kg

⑨ＮＣ３０００型（max6通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定機）

鑑定と同時に異金種（または偽造券）を分離収納するポケットのついた高速紙幣鑑定・分類・番号記録機です。 読み取っ
たデータをジャーナル紙（外付けプリンター）とＵＳＢ接続されたＰＣハードディスクまたはＵＳＢメモリーへ保存します。記録
内容は金種と紙幣番号及び金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。設定可能通貨はmax20通貨です。処理スピー
ドmax1000枚/分。
※300（W）×321（D）×310（H）mm 姉妹機ＳＴ１５０型＝max10通貨(フィットネス仕様有り) 重量18kg

⑥ＳＴ１５０Ｎ型（max20通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・分類機）

鑑定と同時に異金種（または偽造券）を分離収納するポケットのついた高速紙幣鑑定・分類機です。読み取った計数デー
タは外付けプリンターとＵＳＢインターフェイスにてジャーナル印字またはＰＣハードディスクへの出力が可能です。記録内
容は金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。設定可能通貨はmax10通貨です。ＮＣ５０００型の姉妹機です。処理ス
ピードmax1000枚/分。フィットネス機能(正損監査) .
※280(W)×272(D)×282(H)mm 重量8.2kg

⑧ＮＣ６０００型（max10通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・分類機）



3.（小型機）高速水平搬送多種紙幣鑑定機
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鑑定中、異金種（または偽造券）が発見された場合は、当該紙幣がスタッカー最上部にある状態で停止します。画面には
原因が表示されます。計数データは外付けプリンターとＵＳＢインターフェイスにてジャーナル印字またはＰＣハードディス
クへの出力が可能です。記録内容は金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。対応通貨は日本円のみです。処理ス
ピードmax1100枚/分。※285(W)×270(D)×280(H)mm 重量7.2kg
（本機は紙幣計数機仕様として販売しています。）

⑩ＮＣ３０００-K型（max1通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定計数機）

鑑定中異金種（または偽造券）が発見された場合は、当該紙幣がスタッカー最上部にある状態で停止します。画面には
原因が表示されます。計数データは外付けプリンターとＵＳＢインターフェイスにてジャーナル印字またはＰＣハードディス
クへの出力が可能です。記録内容は金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。対応通貨は日本円のみです。処理ス
ピードmax1200枚/分。※285(W)×270(D)×280(H)mm 重量7.2kg
（本機は紙幣計数機仕様として販売しています。）

⑪ＮＣ３０００-Ｐ型（max1通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定計数機）

挿入された通貨を自動認識します。鑑定中異金種（または偽造券）が発見された場合は、当該紙幣がスタッカー最上部
にあって停止します。計数データは外付けプリンターとＵＳＢインターフェイスにてジャーナル印字またはＰＣハードディス
クへの出力が可能です。記録内容は金種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。通貨数はmax12通貨、処理スピード
max260枚/分。※480(W)×138(D)×110(H)mm(展開時) 重量1.25kg

⑬ＮＣ１３００型（max12通貨、高速自動識別多種水平搬送紙幣鑑定機）

鑑定と同時に紙幣番号記録が可能な高速紙幣鑑定・番号記録機です。ジャーナル紙（外付けプリンター）とＵＳＢ接続
でＰＣハードディスクへの出力、データ保存が可能。記録内容は金種と紙幣番号及び金種別の枚数・金額の合計（円
換算可）です。ＰＣにて紙幣番号の記録・検索、各種データの店別、月別等の集計が可能。設定可能通貨はmax12通
貨です。処理スピードmax260枚/分。※480(W)×138(D)×110(H)mm (展開時)重量1.25kg

⑫ＮＣ１２００型（max12通貨、高速水平搬送紙幣鑑定・番号記録機）

鑑定する通貨を選択し、 1枚ずつ手差し挿入します。鑑定中に異金種（または偽造券）が発見された場合は、当該紙幣はス

タッカー最上部にあって停止します。計数データは外付けプリンターにＵＳＢ接続し、ジャーナル印字が可能です。印刷内容
は金種別の枚数・金額の合計です。設定可能通貨はmax７通貨。処理スピードmax60枚/分。
125(W)×140(D)×75(H)mm 重量0.6kg

⑭ＰＤ２００型（max7通貨、手差し水平搬送多種紙幣鑑定機）

4.（小型機）手差し水平搬送多種紙幣鑑定機



鑑定する通貨を選択します。鑑定中に異金種（または偽造券）が発
見された場合は、当該紙幣がスタッカー最上部にあって停止します。
計数データは外付けプリンターにＵＳＢ接続しジャーナル印字が可能
です。記録内容は金種別の枚数・金額の合計です。設定可能通貨は
max7通貨です。機械後方のブラックライトが点灯し、紙幣の蛍光反
応を視認することができます。処理スピードmax60枚/分。※
125(W)×140 (D) ×75(H)mm 重量0.6kg

⑮ＰＤ３００型（max7通貨、手差し水平搬送多種紙幣鑑定機、視認用ブラックライト付き）

オンライン仕様、外貨両替窓口向けの紙幣鑑定機外貨売買管理システムです。最大12通貨について、ＰＣ接続した紙幣鑑

定機に外貨を挿入するだけで、鑑定と同時に通貨、金種、金額を読取り、当日の外貨両替（売り買い）の取引データが作成
されます。データはトランザクションごと管理し、日計、週計、月計、年計等の集計が可能です。取引データの検索について
は顧客名、取引番号による検索が可能です。釣り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報が管理者PCまたはスマホに
配信されます。 max12通貨。処理スピードmax60枚/分。鑑定機サイズ480(W)×420(D)×250(H)mm (展開時)

⑯ＮＣ１３００型ＥＸ－Ｄｒａｗｅｒ（max12通貨、高速水平搬送紙幣鑑定機）
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オンライン仕様、外貨両替窓口向けの紙幣鑑定機外貨売買管理システムです。ＰＣ接続した紙幣鑑定機に外貨を挿入する
だけで、鑑定と同時に通貨、金種、金額、紙幣番号を読取り、当日の外貨両替（売り買い）の取引データが作成されます。
データはトランザクションごと管理し、日計、週計、月計、年計等の集計が可能です。管理システムとしては最大16通貨につ

いて対応、取引データの検索については顧客名、紙幣番号による検索が可能です。その他運用面ではレート配信はリモー
ト対応で、釣り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報も管理者に配信されます。処理スピードmax800枚/分。
鑑定機サイズ280(W)×272(D)×282(H)mm

⑰ＮＣ６０００型ＥＸ－Ｄｒａｗｅｒ（max10通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定機）

⑱ＮＣ６５００型ＥＸ－Ｄｒａｗｅｒ（max32通貨、高速垂直搬送紙幣鑑定・監査・分類・番号記録機）

オンライン仕様、最大32通貨対応、窓口での対面両替向け

仕様です。売買双方向仕様。オペレーターが外貨を受け取り
鑑定機に挿入します。ＰＣ接続のオンライン仕様でレート配信
はリモート対応が可能な、窓口用外貨両替システムです。釣
り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報も配信されます。
鑑定と同時に紙幣番号記録が可能です。ジャーナル紙（外付
けプリンター）とＵＳＢ接続でＰＣハードディスクへの出力、
データ保存が可能です。記録内容は金種と紙幣番号及び金
種別の枚数・金額の合計（円換算可）です。ＰＣにて各種デー
タの店別、月別等の集計が可能です。処理スピードmax800
枚/分。フィットネス機能(正損監査)。
鑑定機サイズ280(W)×272(D)×282(H)mm

5.外貨両替窓口用外貨売買管理システム

入力画面イメージ レシート印字イメージ
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本システムは両替窓口の紙幣鑑定機における売り買い等の
取引データについて、管理者がリモートで確認するためのクラ
ウドシステムです。任意のＰＣまたはスマホで、外貨両替売買
管理システムにログインすることで、管理者が出張先からでも
操作が可能で、急な為替変動の際に第２レートを配信するこ
とができます。外貨の在り高や円資金の残高等、状況を随時
把握することができます。

㉑ＮＣ１３００、ＮＣ６０００、ＮＣ６５００型対応

売買管理システムでは、受信した当日レートがカスタマーディスプレイにも自動表示
されます（待機画面）。通常はいわゆるレートボードとして当日の為替相場を表示しま
す。売買取引が開始されると、レートボードは鑑定機で読み取った通貨の通貨名、金
種、金額がリアルタイムに表示（入金画面）され、読み取りが終わると取引結果が表
示され１つのトランザクションファイルを形成します（払出画面）。続いて計算書が発
行されます。取引データは、同時にネットワークサーバーにの送信され、データベー
スを構築します。

⑲外貨両替売買管理システムのレート画面

7.ソフトＮＥＢ５０型 外貨両替レート表示システム

外貨両替の窓口に設置したレートボード（超小型スティックＰＣ接続）について、インターネット（無線ＬＡＮにも対
応）接続によりリモートでレート配信を行います。売買手数料を事前設定しておけば、仲値ワンタッチ入力で容易
にレート更新が可能です。弊社では、業務委託によりレート配信サービスの代行を行っています。回線使用料に
ついては、日々のことなのでローコストコモンキャリアーと業務提携し、ランニングコストを驚異的に抑えた仕様と
なりました。

㉒レートボードＥＢ５０型レート配信用ソフト

6.外貨両替売買管理クラウドシステム

ＰＣ接続した紙幣鑑定機で読み取った通貨の紙幣番号データにつ
いて、ＰＣハードディスクに保存し、必要に応じて紙幣番号を検索す
るシステムです。属性データとしては顧客名、両替店舗名、取引番
号等で、対応通貨及び通貨数は接続する機種により異なります。
適合ＯＳはWindows10～7で、基本仕様はスタンドアローンで稼働し

ます。外貨両替取引で真贋に関する疑義が発生した場合に便利と
言えます。

⑳紙幣番号記録・検索ソフト（NC8000型、 NC6500型、
NC5000型、NC1200型用）



外貨BOX
を取り出す

ＡＥ８００内蔵外貨ボックス
収容枚数=max９００枚

外貨
外貨ボックスに貯
まった外貨は通貨
及び金種が混在し
ています。

中の紙幣を
取り出す 集中部署

へ回収

仕分け機器へ
・ＮＣ５０００型
・ＮＣ６０００型
・ＳＴ３５０型
・etc

外貨パック
の作成

自動外貨両替機ＡＥ８００型
(８通貨対応)外貨→円貨への両替

8.販売用外貨パック作成システム（流通券による）

6

高速紙幣鑑定機の１運用形態として、外貨パック作成シス
テムの構築が可能です。枚数止め、金額止め、番号レシー
ト（記録）、データ記録・検索」により、流通券の再販とクレー
ム対策を可能にします（資金効率アップ）。

ＵＳＤ３００＄パックを例に説明します。金種ごとに枚数
バッチを設定し、例えばスタッカーに繰り出した１ドル×１０
枚を取り除くと、自動的に次の１０枚が繰り出し、金種ごと
に必要枚数を準備します。

例：３００ドルパック
１ドル×１０枚＝ ＄１０

１０ドル× ３枚＝ ＄３０
２０ドル× ３枚＝ ＄６０
５０ドル× ４枚＝＄２００

ＵＳドル ２０枚＝＄３００
について、鑑定・計数し組立計算します。

㉓流通券再販用外貨パック作成（組立、鑑定・計数・
番号記録、レシート）システム

第1工程へ
重さ止め!!第４工程＝重量検査（空、枚数相違チェック）計測精度1/100g
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従来、金融機関他多くの両替商においては偽造券の混入やそのクレー
ムを回避する意味で、いわゆる輸入新券のみを販売し、買い取った外貨
（流通券）は在日外銀等に転売する一方通行方式を採用しています。しか
しながら、この方法だと買い取った流通券は販売しないため資金効率がわ
るく、利益率の向上が見込めません。

そこで、弊社「外貨パック作成システム」により、買い取った流通券を鑑定
し、番号記録を行ったうえ、印刷データとしてジャーナル紙に印字し、外貨
パックに同梱します。こうすることで旅行先での偽造券とすり替えられた場
合、日本から持参した紙幣の番号を提示することで、身の潔白が証明でき、
同時に、両替商としても逆恨みや言いがかりクレームを回避できます。

㉔紙幣番号レシート付き外貨パックの供給サービス

9.付加価値(安心)外貨パック(特許)
●計算書

パック作成日付、通貨名、
金種別金額・枚数の合計、
管理会社電話番号、ＵＲＬ
などがプリントされます。

※計算書は当日レートで別
途ＡＥ８００プリンター
でプリントし、発行しま
す。

●番号レシート
①紙幣番号レシートを添付することで、

旅先で偽造券すり替え詐欺から利用
者を守ります。（両替客）の潔白を
証明。

②「１枚足りなかった」、「偽造券が
入っていたぞ」等の悪意の利用客に
よる言いがかりクレームを回避でき
ます。

③転売先外銀などの対外的機関からの
外貨の真偽に関する問い合わせに対
応できます。

●偽造の見破り方マニュアル
いま出回っている偽造券（外貨）の見破

り方については最新画像情報として偽造通
貨鑑定マニュアルがスマホにダウンロード
できます。

○鑑定logのダウンロード
スマホでＱＲコードを撮影すると

弊社サーバーに接続します。ログイ
ンすると当該紙幣が
１．いつ
２．誰が
３．どの鑑定機で
鑑定したかが判明します。ダウン

ロードされる言語については英語、
ハングル、中文、日本語の４ヶ国語
です。

Certificate
Bills in the pack were 
conducted 
appraisal of three times in 
vario
-us strict. These bill declares 
that
it is genuine.
authenticated by
Counterfeit Detection Research
Japan（●鑑定書サンプル）

安心ドルパック=旅先で身の潔白を証明



日銀券や各国の紙幣はもちろんのこと、パスポートや各種証明書、印紙・切手、商品券等あらゆる文書鑑定に適合する
視認用鑑定機材です。赤外線・紫外線・透過光・斜光線・拡大ビデオ（倍率切替可能、等倍、20倍～80倍）鑑定が可能で、
得られた画像は、本体をＰＣにＵＳＢ接続し、キャプチャーソフトにてハードディスクにデータへの保存が可能です。本体レ
ンズで等倍画像を俯瞰視認し、疑問箇所についてはマウスカメラ（20倍、80倍）でさらに拡大視認検査を行います。特にE
号券の損傷券鑑定に適しています。500硬貨鑑定治具付き ※282(W)×193(D)×223(H)mm

㉕ＣＤ９０００型Ｖｅｒ２（赤外線、紫外線、透過・斜光線、ズーム拡大ビデオ鑑定機）

日銀券や各国の紙幣はもちろんのこと、パスポートや各種証明書等のあらゆる文書鑑定に適合する視認用鑑定機材で
す。赤外線・紫外線・拡大ビデオ（倍率切替可能、等倍、20倍、80倍）鑑定で、かつ画像はＰＣにＵＳＢ接続し、キャプ
チャーソフトにてハードディスクにデータ保存が可能です。本体レンズで等倍画像を俯瞰視認し、疑問箇所についてはマ
ウスカメラ（20倍、80倍）でさらに拡大視認検査を行います。特にパスポートの視認鑑定に適しています。
※245(W)×128(D)×150(H)mm

㉖ＳＶＤ２０００ＭＳ型Ｖｅｒ２（赤外線、紫外線、ズーム拡大ビデオ鑑定機）

10.光学機(赤外線・紫外線鑑定機/ビデオマイクロスコープ)
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㉗ＣＤ４０００型（赤外線、紫外線、拡大ビデオ鑑定機）

高倍率ビデオマイクロスコープＣＤ４０００型は小型軽量ながら、４GBの内部メモリを有し、可視光・赤外光・紫外(ＵＶ)光・デ
イライト(ＷＢ)光の４種の光源により、高精度な視認鑑定が可能です。用途は多岐にわたり紙幣、証書、商品券等の印刷
物の他、ブランド品や美術工芸品、筆跡、印影鑑定等の文書鑑定にも使用できます。撮影画像は映像端子で外部モニ
ターに投影が可能です。軽量・小型、充電ができることから、電源のない場所での出張鑑定にも適しています。
※96(W)×78(D)×92(H)mm

本機はブラックライト紫外線の発光(紙質・インクの蛍光反応検査)による、紙幣や証書、商品券等のインクや用紙の蛍光

反応と、デイライト光によるバックライト透過光による、すかし・セキュリティースレッド・印刷版式（インク隆盛とエンボス痕）
の鑑定を可能にした、2in1方式の多機能・多目的鑑定機です。ブラックライトはオペレーターの目線に入らないようシェー
ドの内側に取り付けられています。ステージに置かれた検体を無収差ルーペで拡大視認するのにも適しています。
※240(W)×110(D)×130(H)mm

㉙ＳＣ１１０２型（紫外線・透過光鑑定機）

㉘ＣＤ５０００型、ＣＤ５５００型（簡易赤外線、紫外線、拡大ビデオ鑑定機）

高倍率ビデオマイクロスコープCD5000型は、CD4000型の姉妹機で小型軽量ながら、可視光・赤外光・紫外
(ＵＶ)光・デイライト(ＷＢ)光の４種の光源により、高精度な視認鑑定が可能です。用途は多岐にわたり紙幣、
証書、商品券等の印刷物の他、ブランド品や美術工芸品、筆跡、印影鑑定等の文書鑑定にも使用できます。
CD5000型はルーペ機構で撮影画像をそのまま視認観察です。CD5500型は映像端子でPCまたは外部モニ
ターに接続し画像の観察が可能です。軽量・小型、充電が可能で電源のない場所での鑑定にも適しています。
※92(W)×64(D)×53(H)mm 70ｇ CD5000型

CD5500型



全種類、原料の切削と研磨加工で仕上げた、無収差レンズで、収差がほとんど無いため、目を
近づけなくでもマイクロ文字等の拡大視認ができます。窓口では鑑定を悟られず、相手に不快感
をあたえることがありません。鑑定業務によるオペレーターのストレスも軽減されます。対象は紙
幣、証券、商品券、その他文書など様々な分野での鑑定が可能です。×5倍～×30倍
※φ32×25～64mm

㉛ＲＤ１０～３５型（鑑定用無収差ルーペ ×10～×35倍）

海外旅行や出張先に、手軽に持ち運びが出来るハンディポータブル型の磁気・紫外線センサーです。小型ながら

据え置き型と同等クラスの高性能センサーを実装し、セキュリティスレッドやホログラム、その他磁性インクを高感
度に検知します。検体にヘッドを垂直にあて、水平移動することで磁気を検知し、赤LEDの発光とピー音を発します。
紙幣や手形小切手、ビール券等MICR処理された検体にも有効です。バッテリーは単三乾電池を使用。
※23(W)×88(D)×23(H)mm

㉚ＣＤ３２００型（携帯用磁気・紫外線センサー）

12.視認鑑定用無収差ルーペ
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ペン型クリップ付きなので、ポケットに差しておくことができます。軽量で解像度に優れ、検体が明るく見え
る高性能小型ペンタイプの顕微鏡です。レンズはアクリル原料の切削と研磨加工で仕上げ、歪み収差が
ほとんどありません。出張鑑定に適しています。
※・3 ×25～×100倍

㉜ＲＤ２５Ｐ型（鑑定用無収差ペンルーペ ×25～100倍）

㉝ＵＶＤ０５型（簡易紫外線照射鑑定器）

ブラックライトとトーチを利用した、文書鑑定
用装置で、紙幣における凹版印刷、すかしに
ついて斜光線及び透過光による視認が可能
です。ルーペはRD10型を推奨。
W55×H160×D25㎜

屋外でも検体の蛍光発色を視認できる高輝度ブラックライトです。UVフィルターを使用し、異なる波長の光

を除去し、蛍光発色の視認を容易にします。紙幣、証書、商品券、その他様々な印刷物、宝石、衣服に付
着したタンパク質等の検出にも使用できます。光源はLEDで、レンズはアクリル製ですが研磨加工され、歪
みのない無収差レンズを採用しています。
サイズ: 117mm ライト部分直径: 24mm 重量: 80ｇ(電池を除く) 放射束: 780mw モード:2モード（High 
100%, Mid 50%)

㉞ＵＶＤ６０型（紫外線照射鑑定器）

11.磁気反応検知装置（Magビューワー)
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13.パスポート・マイナンバーカードスキャナー
㉟ＣＤ８１００型パスポートスキャンシステム（パスポートスキャナー）

本機はマイナンバーカード、免許証、保険証等の本人確認資料を画像として記録する小型・高速リーダーです。外国
送金やその他各種起源書類と一体化して出力することができます。毎々のコピーが不要で省力化、省スペース化がは
かれ、かつ処理スピードが向上し待ち時間も短縮できます。データはＰＣにＵＳＢ接続しハードディスクに保存、キー
ワード検索も容易です。スキャナーはキャノン社製。
※291(W)×603(D)×363(H)mmトレー全閉時

㊱マイナンバーカードリーダー（スキャナーとＰＣソフトウェア）

14.セルフ注文・決済端末
㊲現金決済／電子決済 オンラインサービングシステム

・釣り銭及び通貨リサイクル機能
・日本通貨（紙幣/硬貨）対応モジュール
・高精度紙幣/硬貨鑑定技術搭載
・顔認証技術搭載
・外国通貨対応可能
・21.5インチタッチパネルディスプレイ
・QRコード/バーコードスキャナー搭載
・クレジットカード対応
・電子マネー対応
飲食店における券売機としてAndroidＯＳで開発したセ

ルフ注文・マルチ決済端末です。自在なソフトウェア
フィーカスタマイズが可能でニーズにきめ細かく対応で
きます。例えばパンの焼き加減をゲージの濃淡で指定
したり、顔認証により発注者のみが受け取れる配膳シス
テムが特徴です。紙幣（外貨対応）、クレジットカード、ス
マホ・電子マネー等のマルチ決済対応。注文のみ、注文
と決済、デスクトップ仕様、床置き仕様があります。
※フロアタイプ 305(W)×450(D)×1700(H)mm重量95kg

●
現金（円貨 外貨）
クレジットカード
スマホ・電子マネー

●
ホテルダイニング・レストラン
フードコート
ファ－ストフードレストラン
社員食堂・学生食堂

●
ロビーユース 床置 デスクトップ 卓上
顔認証でペーパー 食券 レスを実現
物品販売等多用途に利用可能

●
ＯＳを採用、カスタマイズが容

易

ＰＣにＵＳＢ接続し、パスポートの氏名、国籍等の文字情報はＯＣＲ処理しデータとして記録、写真は
画像として記録します。いわゆるKYC本人確認業務に適しています。オペレーションとしてはパス
ポート（写真面）を読み取り面に置くだけで、起動し瞬間的に読み取ります。ＰＣ確認画面において
オーバーステイの確認やルームナンバー等必須項目の入力が可能です。運用面のＰＣアプリとし
て名前や国籍等各種データによるキーワード検索が可能です。※スキャナーはデンソー社製
※135(W)×112(D)×99(H)mm

供給元：Masterwork Automodules Japan㈱



15.自動外貨両替機
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ＡＥ９１０型は外貨⇔円貨双方向仕様の自動外貨両替機で、買いは12通貨、売りは8通貨で外貨の払い出しは200ドルパック、あ
るいは100ユーロパックのようにパック販売となります。レートの更新は遠隔操作が可能、釣り銭切れや、カートリッジフルなどの
動作情報も配信されます。高精度鑑定、「高額取引監視機能」等マネロン対策ソフトウェア実装。

払出金種＝円貨（万、千、100、10、1円） 収容能力＝円貨（万、千、100、10、1円=各1000枚）
外貨＝合計400パック（入数50パック×8ユニット）

※540(W)×660(D)×1620(H)mm 重量300kg

㊳ＡＥ９１０型（外貨売買双方向両替機。買いmax12通貨、パック売り8通貨）

最大12通貨について、投入口に紙幣を挿入するだけで自動的に通貨種別を認識し、当日レートで日本円に両替する自動外貨両
替機です。払い出し円貨は１万円、千円及び硬貨100円､10円､1円(各1000枚)の各金種です。投入口には高精度鑑定装置が内

蔵され、レートの更新は遠隔操作が可能、釣り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報も両替機からリモートの管理者ＰＣに
自動配信されます。高精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。本機はデジタルサイネージを搭載し、情報端末機能として動画
再生やタウン情報、防災情報等を発信し、クーポンの発行や周辺施設の広告表示も可能。
※500(W)×530(D)×1774(H)mm  重量202kg

㊶ＡＥ８１０－ＤＳ型（外貨買取り専用機。買いmax12通貨、＋情報端末機能）

ＡＥ９２０型は円貨→外貨パックの自動外貨両替機で、買いはなく、売りは8通貨で外貨の払い出しは300ドルパック、あるいは
500ユーロパックのようにパック販売となります。レート更新等の基本機能は９１０と同じです。払出金種＝円貨（万、千、100、10、
1円ただしキャンセルと釣銭として） 収容能力＝円貨（万、千、100、10、1円=各1000枚）外貨＝合計400パック（入数50パック×8
ユニット。高精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。
※540(W)×660(D)×1620(H)mm 重量300kg

㊴ＡＥ９２０型（外貨パック売り専用機。売り8通貨）

カウンター置き仕様(デスクトップ)。最大12通貨について、投入口に紙幣を入れるだけで自動的に通貨種別を認識し、当日レート
で日本円に両替します。払い出し円貨は１万円、千円及び硬貨100円､10円､1円(各1000枚)の各金種で、投入口には高精度鑑

定装置が内蔵され、レートの更新は遠隔操作が可能、釣り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報も両替機からリモートの
管理者ＰＣに自動配信されます。高精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。
※500(W)×530(D)×680(H)mm 重量107kg

㊷ＡＥ８１０－Ｄ型（卓上型外貨買取り専用機。買いmax12通貨、デスクトップ仕様）

最大12通貨について、投入口に紙幣を挿入するだけで自動的に通貨種別を認識し、当日レートで日本円に両替する自動外貨
両替機です。払い出し円貨は１万円、千円及び硬貨100円､10円､1円(各1000枚)の各金種です。投入口には高精度鑑定装置が

内蔵され、レートの更新は遠隔操作が可能、釣り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報も両替機からリモートの管理者ＰＣ
に自動配信されます。高精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。
※500(W)×530(D)×1454(H)mm 重量192kg

㊵ＡＥ８１０型（外貨買取り専用機。買いmax12通貨）
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ＡＥ８２０型は、外貨のばら売り専用機です。売り機能のみのシンプル設計で、買いはなし。売りの種類は５通貨または任意
の５種類です。例えば米ドル100、50、20、5、1の5金種を扱う米ドル専用販売機としての設定も可能です。レート更新や資金
補充・回収等の基本機能はＡＥ８１０型と同じです。売り紙幣は、「スマホ紙幣番号レファレンスシステム」により海外旅行で頻
発している「偽造券すり替え」の被害を防止します。払出金種＝円貨（万、千、100、10、1円） 、外貨（同一金種5通貨または5
金種1通貨）、収容能力＝円貨（万、千、100、10、1円=各1000枚）、外貨＝売りユニット容量最大500枚×最大5ユニット。高
精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。外貨＝合計400パック（入数50パック×8ユニット）
※540(W)×660(D)×1454(H)mm 重量217kg

㊸ＡＥ８１０－ＤＤＳ型（卓上型外貨買取り専用機。買いmax12通貨、デスクトップ仕様、＋情報端末機能）

ＡＥ８３０型は、ＡＥ８１０型の買い取機能に、円貨から外貨のバルク（ばら）売り機能を追加した仕様です。買いは１２通貨対
応、売りは1～5通貨または任意の5種類対応です。レート更新や資金補充・回収等の基本機能はＡＥ８１０型と同じです。 「ス
マホ紙幣番号レファレンスシステム」対応。払出金種＝円貨（万、千、100、10、1円） 収容能力＝円貨（万、千、100、10、1円=
各1000枚）外貨＝売り（ユニット容量最大500枚×5ユニット。高精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。オプション設定に
て外貨から外貨の直接両替も可能です。
※540(W)×660(D)×1454(H)mm 重量217kg

㊹ＡＥ８２０型（外貨バルク売り専用機。売りmax5通貨）

本機は、AE810型からAE830型の本体上に、20インチ画面のデジタルサイネージを搭載し、外貨両替機を端末機能として為

替レートを含めた様々な情報を表示します。例えば設置施設における館内情報として買物や食事に関する情報を、階層構造
の施設であればフロアガイダンスを、観光地であればエリア情報を、避難路等の防災情報を外国人向けに4ヶ国語で広告表
示します。 「スマホ紙幣番号レファレンスシステム」対応。オプション設定でスキャナー及びカードリーダーライター内蔵、パス
ポートやＱＲコードを読取り、カードリーダーライターでは電子マネーや各種プリペイカードを扱うことができます。
※500(W)×530(D)× 1774(H)mm 重量227kg

㊺ＡＥ８３０型（外貨売買双方向両替機。買いmax12通貨、バルク売り5通貨）

㊼外装特殊カスタマイズ（大理石、木目、アンティｰク家具、神社仏閣仕様まで）

本機の筐体色は、デフォルト値としてオフホワイトの塗装色です。外貨両替機はホテルのロビーや商業施設の免税カウン
ター等に設置されることから、多くの利用客の目にとまります。弊社では設置場所の環境に合わせ、様々な仕様で外装カス
タマイズを行っています。例えば、木目調や大理石、メタリックやレザー等に加え、特注仕様として、木材加工を取り入れたア
ンティーク家具調、神社仕様まで、設置場所のイメージや雰囲気にあわせ、幅広く対応しています。
※500(W)×530(D)× 1774(H)mm 重量192kg

㊻ＡＥ８２０、AE８３０-DS型（max12通貨、「外貨から円貨」の自動外貨両替機）

カウンター置き仕様(デスクトップ)。最大12通貨について、投入口に紙幣を入れるだけで自動的に通貨種別を認識し、当日
レートで日本円に両替します。払い出し円貨は１万円、千円及び硬貨100円､10円､1円(各1000枚)の各金種で、投入口には

高精度鑑定装置が内蔵され、レートの更新は遠隔操作が可能、釣り銭切れや、カートリッジフルなどの動作情報も両替機か
らリモートの管理者ＰＣに自動配信されます。高精度鑑定、マネロン対策ソフトウェア実装。本機は情報端末機能として動画
再生やタウン情報、防災情報等を発信し、クーポンの発行や周辺施設の広告表示も可能。
※500(W)×530(D)×1000(H)mm 重量117kg
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ＡＥ８１０型～ＡＥ８３０型の共通オプションとして、本体左側にサイドパネルを装備することができます。
サイドパネルはパスポートスキャナー、カードリーダーライターが内蔵され、パスポートスキャナーは、マ
ネロン対策上の本人確認用で、カードリーダーライターは、例えば外貨で電子マネーやプリペイクレジッ
トカード等を販売することができます。さらに、Ｓｕｉｃａ等の電子マネーで外貨を購入（AE820型、AE830型
のみ）することも可能になります。
※サイドパネルのサイズ130(W)×530(D)×1430(H)mm

㊽外貨両替機用サイドパネル（ＡＥ８００シリーズ共通）

円・円両替アプリは、両替した外貨をさらに崩したいときに使用できる便利な機能です。外貨両替で払い
出された日本円について、万券→千券10枚、千券→百円×10枚に両替することができます。但し、あく

まで外貨両替ご利用客への付帯サービスであることから、外貨両替から5分以内にご利用いただける設
定となります。深夜や早朝においてホテルスタッフが手薄のときのに、フロント業務の省力化が図られ、
館内消費が促進される可能性があります。ご利用ください。但し、オプション設定となります。

㊾外貨両替機円貨→円貨両替アプリ（ＡＥシリーズ共通機能）

外貨両替における本人確認アプリで、両替機をご利用いただく前に、名前、国籍、連絡先（携帯電話や
ホテル）をタッチパネルから入力していただきます。データとしては基本的にパスポート表記の文言を入
力していただきます。運用面では、例えば米OFAC規制に対応する場合では、経済取引を拒否する国が
いくつかあり、利用客の国籍が米OFAC規制で定めた国に該当する場合は、初期画面に戻り、両替機を
ご利用いただけない状態となります。オプション設定で、入力項目やデザインは任意の設定が可能です。

㊿外貨両替機本人確認アプリ

例えばＳＵＩＣＡ、パスモ等の電子マネーについては外貨から円貨両替し、その後、定額（例＝5000円）

のカードと円貨で釣り銭を発行します。利用客がチャージした円貨とデポジットについても円貨で精算が
可能です。カードは読取機が回収します。ただしプリペイクレジットカードやデビットについては発行のみ
でチャージや円貨での精算はできません。※ソフトウェア開発中

カード (電子マネー)の発行、精算・回収（開発中）

将来、2015年移行のいわゆる爆買いブームにおいては、支付宝（アリペイ）、Wechat Pay（ウィ―チャッ

トペイ）、銀聯（ユニオンペイ）などの中国人によるスマホ電子決裁が急増しました。しかしながら、外貨
両替については今のところキャッシングのカテゴリーにあることから実施に至っていません。弊社では機
構上、システム上いつでも対応できるよう準備しています。利用が可能になると外貨両替機の稼働率も
拡大するものと考えられます。※ソフトウェア開発随時対応予定

スマホ電子決済支付宝（アリペイ） 等※準備中

パスポート
スキャナー

カードリーダー
ライター

スマホＱＲコード
リーダー
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全国に設置された両替機は、サーバーを介して運営会社に設置された監視モニターにてレート配信
や取引状況（釣り銭在り高）、発生した障害状況の確認、取引データの集計を行うことができます。

①レート配信
②取引結果、機内残高、外貨入金額、装置運用状況等をリアルタイムに更新(モニタリング）。
③合計外貨入金額、合計円貨出金額を自動で集計します。
④日付指定による自動集計が可能。(日、週、月、年。期間指定)
⑤店舗別取引合計＆全店舗総合計データを出力。
⑥各種計数データの収集と管理

⑦外貨は通貨別に集計します。

外貨両替機監視モニター（レート配信、取引監視、データ集計、異常検知）

パスポートスキャナー（製品番号㉚）のＰＣ用受け皿管理ソフトで、パスポートの、英文字や記番号を
読み取り、ＯＣＲ機能で文字データをデジタル化してPCハードディスクに記録保存します。機能として

はパスポートのオーバーステイ等の理論値判断が可能です。ホテル業態ではパスポートの記録の際
にルームナンバーを補記入力することが多く、本システムにおいても読み取ったPC画面において入力
が可能です。インターネット接続により、Web上の資産凍結者リスト等のデータベースに照会をかける
資産凍結対象リスト照会アプリとの連動も可能です（オプション設定）。

パスポートスキャナー用データ記録・検索（照会）ソフト

16.ソフト/ハードのカスタマイズ対応

弊社外貨両替機は、カードリーダーライターを搭載することで、例えば①外貨→円貨両替、②外
貨→プリペイカード（電子マネー、デビッド／クレジットカード）、③円貨→プリペイカード（電子マ
ネー、デビッド／クレジットカード発行）、④カード→円貨の４パターンの機能を搭載することがで

きます。ユーザーにおいて必要なニーズがあれば、技術ミーティングと個別見積りの後ご希望
の仕様にカスタマイズ対応いたします。 ※特許出願

カード (電子マネー)の発行と読取り及び回収機能

外貨両替機ＡＥ８１０型Bitcoin（暗号資産）仕様は、画面を外貨両替から暗号資産両替に切替えること
ができます。利用したいBitcoinやリップル、イーサリアム等暗号資産のアイコンをタップすると現在レー

トがダウンロードされ、希望する円貨両替額を両替機のタッチパネルから入力すると、暗号資産の合計
額と送金用ＱＲコードが表示されます。暗号資産が送金（送信）されると、円貨が払い出されます。ただ
し現在は、円貨の払い出し、同一取引所内で本人確認済みの利用客に限り使用できる仕様です。
BitcoinはＡＥ７００型（製品番号㊿）でも対応が可能です。※ソフトウェア開発中

Bitcoin （暗号資産）対応（オプション設定）
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卓上型(デスクトップ仕様)。最大12通貨対応。投入口に外貨を挿入するだけで自動的に通貨種別と金種を認識し、スタッカーに

収納します。当日レートで円換算し、挿入外貨の合計金額と払い出し円貨の明細をジャーナル印字し計算書を発行、円貨はホテ
ルフロントや免税カウンターのレジからお支払いいただきます。投入口には高精度鑑定装置が装備され、レート更新はネット接
続で行い、カートリッジフル等の動作情報も管理者に配信されます。
※200(W)×460(D)×460(H)mm 重量34kg

ＡＥ７００型（max12通貨、「外貨を円貨データ」の外貨入金機）

17.外貨入金機

「見えない両替機？」ＡＥ７００Ｄ型セミオート仕様は、銀行のテラーズマシンと同じ考え方で、
カウンター内部に設置し、お客様側から機械が全く見えないのが最大の特徴です。

AE700型のノーマル仕様は、利用客に外貨を挿入していただきますが、カウンター内部（また

はバックヤード）に組み込むセミオート仕様では、施設スタッフが外貨をお預かりし、挿入しま
す。カウンターにはカスタマーディスプレイとしてタブレットが置かれ、挿入された通貨の金額
（外貨及び円貨）がカウントアップ表示します。タブレットは、待機時はレートボードとして機能
し、外貨両替取引時は、利用客が同意画面にタッチできるようカウンターに置いて使用します。

いわゆる高級指向のホテルや商業施設において、ロビーやカウンター回りに機械を置きたく
ないコンセプトのユーザーに適しています。

ＡＥ７００Ｄ型セミオート仕様

【待受画面（レート表示）】
最大１２通貨表示。Wi-Fiで入
金機本体と通信する。

【入力画面（カウント表示）】

紙幣を挿入するとタブレットに
合計（外貨及び円貨）が表示さ
れご利用客も安心。

（画面が変わる）

（待受画面） （外貨挿入） （払い出し）

【払出す円貨を表示）】

最後に払い出される円貨を表
示します。

卓上型(デスクトップ仕様)。最大12通貨対応。投入口に外貨を挿入するだけで自動的に通貨種別と金種を認識し、

スタッカーに収納します。当日レートで円換算し、挿入外貨の合計金額と払い出し円貨の明細をジャーナル印字し
計算書を発行、円貨は付属のドロワーから払い出します。いわゆる委託設置仕様で運営会社がインバウンド施設
にレンタルすることも可能です。
※200(W)×460(D)×460(H)mm 重量37kg ※

ＡＥ７００型ドロワー仕様（max12通貨、「外貨を円貨データ」の外貨入金機）

18.外貨入金機セミオート仕様



20.外貨結束機、結束テープ
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小型・多通貨・高速起動の紙幣結束機です。結束張力(テンション)と位置の調整が可能なため通貨の

サイズにかかわらず差し込むだけで適正な張力で自動結束が可能です。特に人民元やユーロ等金
種ごとにサイズが異なる外貨の対応に最適です。カウンター付き、結束テンション自動調整。結束
テープのヒートカッターは、寒冷地にも対応。
※240(W)×200(D)×220(H)mm 重量12kg

ＢＭ１００型（異なるサイズの紙幣結束に）

大束・小束・多通貨の紙幣結束機です。本機１台で大束・小束の結束が可能です。結束張力(テンショ
ン)と位置の調整が可能なため通貨の種類を問わず差し込むだけで自動結束が可能です。 テープ幅
は20mm,30mm,40mmと、用途に合わせて変更可能。カウンター付き、テンション自動調整。
※425(W)×350(D)×400(H)mm 重量52kg

ＢＭ１０００型（外貨大束結束に）

紙幣結束機用で、ヒートカッター対応の結束テープです。サイズは幅20mm×長さ150mで、販売単位
は40巻～となります。紙テープとビニールテープがあります。テープへの名入れや印刷についてはオ
プション設定にて対応が可能です。

ＢＭ１００、１０００型用結束テープ

卓上型(デスクトップ仕様)。最大12通貨対応。AE700型＋カードリーダーライター、またはパスポートスキャナー

接続仕様です。外貨両替と同時に、払い出し円貨はデータとしてカードにチャージされます。利用客はそのカー
ドで買物をします。非接触ICカード、リライトカードに対応。ポイントカードとして有効活用が可能です。パスポート
スキャナーを接続することで、本人確認やそのデータから免税書類を作成することができます。
※200(W)×460(D)×460(H)mm 重量34kg＋周辺装置

卓上型(デスクトップ仕様)。最大12通貨対応。外貨入金機の最小サイズ版。最大の特徴はOSが携
帯と同じAndroidＯＳを採用している点です。通貨辞書ファイルはサーバーからダウンロードして使

用します。計数データもサーバーに保存されます。そのため設定通貨は無制限に対応が可能です。
2020年代は益々IOT化がすすむと思われます。鑑定機や両替機といった貨幣処理システムについ
ても例外ではありません。次世代型のAndroidＯＳによる両替機です。
※197(W)× 358(D)×397(H)mm 重量10ｋｇ

ＡＥ６００型（max12通貨、 AndroidＯＳ採用の小型外貨入金機）

19.外貨入金機各種ディバイス接続仕様
ＡＥ７００型＋周辺装置（max12通貨、「カードリーダー、パスポートスキャナー接続仕様）



21.レートボードＥＢシリーズ（スチール製）
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外貨両替相場表をデジタル化。本機は１台で
最大17通貨の各種外貨両替レートを見やすく
デジタル(ＬＥＤ)電光表示します(例=ＥＢ２０型)。
店頭のアイキャッチャーとして外貨両替の場面
を盛り上げます。

操作は赤外線リモコンによる手入力ですが、オ
ンライン仕様対応可能。ＥＢ０５～４０型はス
チール製品です。ＥＢＳ５０型

外為レートボードＥＢ１０型シリーズ(スチール鋼板製品)

外貨両替の窓口で必要な為替レートの表示もＰＣディスプレイ表示の時代になりました。本機は１台で 最大16通貨の

各種外貨両替レートをディスプレイ表示します。レート更新はリモート対応が可能です。店頭のアイキャッチャーとして
両替業務の推進を協力にサポートします。壁掛け可能。

外為レートボードＥＢ５０型シリーズ

１．利便性（省力化と安定稼働）
１）メガバンク準拠レートによる自動レート配信（窓口の人件費節約、省力化）。
２）急激な円安（高）に第２レートの配信（為替差損回避）が可能です。
３）土日のレート配信にも対応（ただしオプション費用2,000円/1回）可能です。

２．広告表示等の追加アプリ（費用別途見積り）
１）ディスプレイに店舗のキャンペーン広告を配信。
２）パスポートスキャナー等周辺機器を接続。
３）各種照会業務（資産凍結対象リスト等）を追加等。

３．企業コンプライアンスの向上
１）外部委託化、システム化で事務の厳正化を実現
２）自動配信にてコンプライアンスの向上をはかる。

レンタル利用のおすすめ 床置き



22.セキュリティー系監視カメラ 各種ブース
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実務では画像データをレコーダーに記録するか、あるいはオンライン仕様に
てリモート（インターネット）で管理者のＰＣで受信記録する等、いくつかのパ
ターンがあります。ブースには広角、暗視、動体検知カメラ、レコーダーの組
み込みが可能です。カメラ画素数は300～500万画素、レコーダーの容量は
1～2ＴＢ、カメラの設定は2～16台がおすすめです。

管理者が外出中の場合はスマホに映像を転送し、遠隔から画像を確認する
ことも可能です。

ブース用監視カメラネットワークシステム
（個別打ち合わせにて対応。）

外貨両替ブースは空港ロビーや港湾桟橋ロビー等の空間において
は監視カメラやインターホンの設営、またはコンシェルジュデスクと
の併用設営に必要となると思われます。組立ブースは出張両替終
了時は分解し、速やかな撤収が容易です（再利用可）。

両替所用組立ブースについて
（個別打ち合わせにて対応。 ）



全国両替商防犯連絡会JESC（ジェスク）と偽造通貨対策研究所との連携にて「スマホ鑑定アプリ」を開発しました。鑑
定アプリ開設のホームページにログインし、接写撮影した被疑券情報を、JESC（ジェスク）サーバーにデータ送信してい
ただき、専任者が各国通貨の特徴と過去に発見された偽造券情報に照らして、真偽の判断を行います。

鑑定結果は、その他会員にも同報送信し、注意を喚起します。また結果が偽造券と判断された場合は状況により、偽
造通貨対策研究所に当該現物を送ってもらい、現物鑑定を実施します。発見された新手偽造券は定期的に見破り方
マニュアルを作成し、安全対策セミナーにおいて教材として使用することが可能です。
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JESC（ジェスク）に
会員登録する。

入会申込みは

ＣＤＲホームページ
にログインし、必要
項目を入力します。

JESC（ジェスク）事務

局から返信メール
が送信され次の手
続きに移ります。

被疑券データの通
報要領について。

JESCの被疑券鑑定

モードに入る。被疑
券について紙幣で
は、正対（垂直）し
た状態で接写にて
左上、左下、右上、
右下、及び俯瞰の5
カットを撮影しデー
タ伝送します。

被疑券の撮影は表
面のみ。

検体への照明は明
るめの室内照明下
でお願いします（表
面のみ）。接写撮
影は焦点がぼけな
い距離いっぱいま
で近づいて撮影し
て下さい。

被疑券の撮影と
データ伝送。

検体に正対（垂直）
し、垂直かつ接写
撮影をお願いしま
す。接写にて表面
の左上、左下、右
上、右下、及び全
体俯瞰の5カットを

撮影し、データ伝送
します。

送 信

被疑券の撮影

検体に正対（垂直）
し、垂直かつ接写
撮影をお願いしま
す。接写にて表面
の左上、左下、右
上、右下、及び全
体俯瞰の5カットを

撮影し、データ伝送
します。

受 信

【鑑定結果】
当該紙幣は真正券
と思われます。ただ
し、念のため、肖像
画の襟にあるマイク
ロ文字を視認鑑定
して下さい。

ログイン

⑤全体

①左上

④右下

③右上

①左上

【JESCサーバー】
専任者が過去データ

に照らし、視認鑑定を
実施、鑑定機リジェクト、
旧券、損傷券か否かの
確認後、真贋判断し鑑
定結果を返信。

情報はJESC（ジェスク）
会員にもフィードバック

←鑑定結果の
通知画面

23.スマホ鑑定アプリ
ＣＤ８０００型による資産凍結対象リスト照会ソフトウェア

①サイト接続 ②ログイン ③紙幣を撮影 ④画像を送信 ⑤鑑定結果返信 撮影は4箇所、できれば全体を
含む5箇所をお願いします。
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25.紙幣番号レファレンスシステム

パスポートの名前や国籍等の情報を光学読み取
り式パスポートスキャナーで読み取り、財務省の
ホームページのタリバン、アルカイダ等の資産凍
結対象リストに照会するソフトウェアです。リスト
データは事前に弊社サーバーに検索が可能な状
態で用意し、ユーザーは照会用ＰＣにパスポート
スキャナーを接続し、検索を実行します。読み
取ったデータがリスト情
報に該当するとそのデ
ータがＰＣ画面に表示さ
れます。

パスポートスキャナーによる自動照会ソフ
トウェア

紙幣番号レファレンスシステムは、紙幣鑑定
機で読み取った米ドル等の紙幣番号を、ＰＣま
たはスマホで検索及びダウンロードするサービ
スです。

海外で偽造券とすり替えられる事件が多発し
ています。利用客が偽造行使の犯人扱いされ
たり、帰国時に両替商を逆恨みしたり、トラブル
になっています。そんなとき、購入した紙幣の番
号を照会できれば逆恨みや、偽造行使の誤解
を解くことが可能になるでしょう。

両替商が使用する紙幣鑑定機をＰＣ（インター
ネット）接続し、紙幣鑑定と同時に読み取った
データは自動的に弊社サーバーに保存されま
す。利用客はレシートのＱＲコードをスマホで読
み取り、サーバーから該当の有無をダウンロー
ドすることができます。少なくとも、日本から持ち
込んでいないことが判明し、身の潔白を証明す
ることができます。

ＮＣ６５００型
紙幣鑑定・分類・番号記録機

NC6500型で紙幣番号を読取り、DBに自動照会

24.資産凍結対象リスト照会アプリ

CLOUD



26.セキュリティ系：赤外線サーモグラフィー
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コロナ禍におけるバイオ系の鑑識機材として体温計に関する商材を扱うことといたしました。

・顔認証ソフトウェア内蔵体温測定デバイス
・顔データーベースに最大30,000枚の写真を登録可能。
・7インチ(600×1024)IPS液晶搭載。
・強力なアルゴリズムにより、1分間で300人の認証が可能。
・高精度モジュールにより、偏差±0.3℃を実現。
・0.5～1.3mの距離で体温測定、接触感染リスクを低減。

新型コロナ対策入場ゲート用体温計

27.ハンディ体温計

ハンディ体温計Spec
測定場所：額
測定方法：非接触
有効距離：1cm~5cm
測定範囲：32.0℃～42.9℃

最大許容誤差±0.2℃（35℃～42℃）

バッテリ：DC3V (2xAAA Battery)
消費電力：90mWExcel

入退室健康管理システム。エクセル
でデータ収集

メモリー機能：16グループ
ディスプレイ：LCD
検温測定単位：℃ / ℉
オートパワーオフ：約1分
サイズ・重量：170x70x45mm  78g(バッテリー含む)
動作環境：気温10℃～40℃(50℉～104℉)

湿度93%以下
気圧70kpa～106kpa

専用のスマホアプリを使用することで体温測
定レポートを作成。
37.5℃以上の温度を検知するとアラートと色

で通知します。精密機器のメーカーによる徹
底した保守サポート。
製品購入後も製品のサポートを行います。

28.入退室健康管理システム

新型コロナ対策ハンディ体温計



弊社の研究機関である偽造通貨対策研究所では、巷で偽札や偽造商品券等の偽造事件が発生すると、主にＴＶ局や新聞社等
のマスコミから取材の申込みがあります。通貨偽造は刑事事件ですので、本来は警察の仕事になるわけですが、偽造と確定す
るまでに時間がかかります。事前に、真偽について確認したいというニーズがあり、偽造であれば法律の定める処理をすること
になります。本冊子は、ＴＶ局や新聞社の取材で作成された報道番組や新聞記事の紙面を切り取り、1頁の原稿に発生した事件

を記述しています。取材の際は紙幣、商品券、証書等の偽造事案に対し、最新の偽造対策や安全対策を提言しています。また
ＴＶ局の報道番組については、放映スケジュールが事前に判明する場合は、関係者の皆さまへお知らせしています。放映された
番組の動画をホームページからダウンロードし、ご覧いただけるよう特設サイトを開設しました。（サイト情報）
http://www.gizoutaisaku.com/houdou.html

鑑定人プロファイル

29.文書鑑定業務・鑑定書作成業務
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偽造通貨対策研究所における業務として、内外の通貨、硬貨、記念メダル等の鑑定を行っています。その真偽について疑義が
生じた場合、物性鑑定による鑑定書を作成し、発行します。鑑定手法としては拡大視認鑑定、赤外線及び紫外線を用いたビデ
オマイクロスコープによる光学物性鑑定を行っています。鑑定依頼を受けてから1～2週間で鑑定書を作成し、依頼人に送致しま

す。偽造券であればその特徴や真正券との差異について論述し、裁判所へ証拠として提出する場合は、顕微鏡写真を添付しま
す。金融機関や両替商からの依頼が多く、最近は投資に関するフィナンシャル・アドバイザーからの依頼も増えています。
http://www.gizoutaisaku.com/tsuukat.html

通貨鑑定書の作成・発行

偽造通貨対策研究所では、遺言書や契約書の署名筆跡について、疑義が生じたり、既に係争に発展し裁判が行われている場
合、証拠として裁判所への提出が可能な精密鑑定書を作成しています。鑑定書の仕様としては、署名であれば全文字について
全字画三点（始筆部、送筆部、終筆部）解析法を用い、かつ方位交差極線（文字外形の相似形確認）を用いた文字外形の検査
等、最新の鑑定メソッドにより鑑定書を作成しています。精密鑑定書は、例えば4文字の署名であった場合、1600字詰め原稿用
紙で100頁程を費やすボリュームとなり、文字数としては5～6万字となります。
法律事務所、地方裁判所、企業及び個人からの依頼を受け、納期は約１ヶ月を要します。
（サイト情報）http://www.gizoutaisaku.com/hisseki.html）

筆跡鑑定書の作成・発行

偽造通貨対策研究所では、遺言書や契約書に押印された印影についても、裁判所への提出が可能な精密鑑定書を作成いたし
ます。印影鑑定書作成の鑑定手法は次の4つです。同心円状の方眼紙幾何図を印影画像にかぶせ、ずれを観察する平面幾何
図法、コンピュータ処理による1/100mmまでの精度で印影のサイズを測定する作図線計測法、鑑定印影の左右あるいは上下の

半分を切り取って対照印影の同部分に接合し、両者の画線のずれを観察する局部接合法、さらに、鑑定印影をポジ画像で、対
照印影をネガ画像に加工し、両者を上下に重合することで画線のずれを見るスーパーインポーズ手法にて精密鑑定を行います。
科学的な手法に基づき作成された精密鑑定書は裁判所に証拠として採用されやすく法律事務所、地方裁判所、企業及び個人
からの依頼が増えています。（サイト情報）http://www.gizoutaisaku.com/innei.html

印影鑑定書の作成・発行



会社概要
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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（偽造通貨対策研究所所長兼務）
設 立：1992年3月
資 本 金：1,000万円
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。
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（事務局）
URL： https://www.cdrjapan.co.jp/

拠 点：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、長崎、沖縄
関連会社：Masterwork Automodules Japan株式会社
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

偽造通貨対策研究所Counterfeit Detection Research. 
業務内容：通貨鑑定、法文書鑑定、鑑識機材開発・コンサルティング、安全対策セミナー開催（公的機関からの嘱託鑑定）

鑑定事例：全国地方裁判所 全国法律事務所 各都県警察本部 全国税関 全国金融機関 大使館他（公的機関からの嘱託鑑定）

講演依頼：講演事例：通貨、証書、商品券等各種の偽造防止、安全対策について講師派遣 （及びマスコミ取材についての対応）

取材事例：新聞社、ＴＶ局、出版社、その他報道各社の取材について随時対応
加盟団体：全国両替商防犯連絡会、日本鑑識学会、国際鑑識学会 日本法科学技術学会、日本犯罪学会、日本印刷学会、計量国語学会
セミナー：外貨両替窓口における偽造行使、すり替え詐欺、その他不良外人対策等様々な安全対策セミナーを開催。または講師派遣。

URL： http://www.gizoutaisaku.com

【代表者近影】
日本シーディーアール(株)代表取締役
遠藤智彦
偽造通貨対策研究所 所長
全国両替商防犯連絡会代表理事

(一社)全国両替商防犯連絡会Japan Exchangers Safety Council. 
代 表 者：代表理事 遠藤智彦
設 立：2018年7月
活動内容：1)会員相互による偽造券、新手両替詐欺やトリック偽造等手口の通報

2)安全対策・マネロン対策に関するセミナー開催
3)鑑定マニュアルの作成と配布（メール送信）
4)鑑定書の発行
5)会員相互の両替業務及び関連ビジネスの紹介
6)財務省「マネロン対応高度化官民協議会」パネリスト

入会方法：1)外貨両替商であるか、外貨両替商を始める方または個人事業主
2)原則として会員の紹介があること

会 費：6,000円（税別）/1社
連 絡 先：日本ＣＤＲ内（上記住所、連絡先も同様）

URL：http://institutejesc.com/



グーグルマップより

有楽町

浜松町

※ＣＤＲ

アクセス（展示室情報）
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▼宮越屋珈琲

▼三井ガーデンホテル

新橋交差点

▼エレベーター陸橋

▼小諸そば▼ドンキホーテ

【最寄り駅のお知らせ】
①新橋駅(ＪＲ山の手、京浜東北、東海道、総武快速、京成線)

から銀座（歌舞伎座）方面に、徒歩10分。
②地下鉄銀座駅（銀座線）から築地市場方面に、徒歩8分
③地下鉄築地市場駅（大江戸線）から徒歩4分
④地下鉄東銀座駅（日比谷線）から徒歩5分
※日本ＣＤＲ：東京都中央区銀座7-15-8 銀座堀ビル2Ｆ・4Ｆ

TEL=03-3541-1951
【ＪＲ新橋駅からの道順】

▼ＪＲ新橋駅（汐留口または銀座口）から新橋交差点方面へ
（宮越屋珈琲が見える）。

▼新橋交差点から蓬莱橋交差点方面へ
（ドン・キホーテ、三井ガーデンホテルが見える）。

▼銀座東七丁目交差点のエレベーター陸橋をわたる。
（昭和通りを横断し朝日新聞社方向にすすむ）。

▼中央市場通りを進み、小諸そばを左折する。
（銀座堀ビル4F：青いタイルのビルです）。

【住所】
日本シーディーアール(株)
〒104-0061東京都中央区銀座7-15-8銀座堀ビル2Ｆ・4Ｆ（受付）
TEL03-3541-1951 FAX03-3541-1952
※ご足労ですが、4F受付にお越し下さい。

【エレベーター付き横断陸橋】
JR新橋駅、メトロ銀座駅から徒歩でお越しの方には銀座東七丁
目交差点のエレベーター陸橋のご利用をおすすめします。

下記事業所は銀座堀ビル4Fに設置されています。
【弊社展示室】
【偽造通貨対策研究所法文書鑑定室】
【全国両替商防犯連絡会JESC事務局】
【MAJapan（Masterwork Automodules 日本支社）】

展示室には、各機種及び各システムがデモ機として常設されて、随時デモをご覧いただきことができます。ご希望の場合はお知らせください。



●改善のため製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

日本シーディーアール(株)

Counterfeit Detection Research. 


