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【インバウンド回復に向けた外貨両替機委託設置導入のご提案】

謹啓 コロナ禍で外貨両替ニーズが停滞していましたが、ご存じのとおり4月以降入国規制が緩和され、6月からは海外団体観光旅
行も解禁になる見通しとなり、具体的なインバウンド回復の兆しが見え始めてまいりました。

しかしながら、ご存じのとおり昨年までに金融機関の多くが両替商を廃業し、郵便局は全面撤退いたしました。インバウンド回復
にともない訪日外国人が増大すると、各地で両替所不足が発生する可能性が高まっています。外貨両替ができなければ消費の活性
化、経済効果の向上も見込めません。

そこで弊社では、観光案内所の皆様に「外貨両替機の無料委託設置」をおすすめする次第です。すでにホテルや商業施設には普及
しましたが、観光案内所に両替機があれば、利用客の利便性が高まると同時に、エリア内の消費が活性化されます。両替所不足か
ら外貨両替ができないと、せっかくの来客が他エリアで消費することとなり、経済効果が生まれません。

弊社は、1992 (平成4)年に開業し、紙幣鑑定機、外貨両替機等のインバウンド関連機材を開発・販売してまいりました。弊社が推奨
する外貨両替機の委託設置サービスはメーカー直営で、資金の補充から障害対応まで一括管理するため、ローコスト化がはかれ、
電話のたらい回しがありません。資金の補充や障害対応も迅速です。

推奨機種には「高額取引監視機能」等のマネロン対策機能を搭載し、ユーザー施設のコンプライアンスにも寄与します。外貨両替
機の設置は、コロナ禍における感染防止はもちろんのこと、施設における省力化、治安のよさと利便性を示すバロメーターにも
なっています。さらに弊社では、他社にはない円貨→円貨両替アプリやデジタルサイネージ（施設館内広告可）と言った付加機能
を搭載し、相互協力のもと、利用客の利便性向上とエリア内の消費拡大を目指したいと考えています。

外貨両替に関する今後の展望として、2023年のG7サミット開催、2025年の大阪万博開催、そして2028～9年にはIR統合リゾート(カ
ジノ)の開業が予想され、その際は、今とは桁違いの訪日外国人増大が見込まれます。

就きましては、施設ご担当者様におかれましては、本書をご覧いただき、宜しければ関係部署にも回覧され、弊社提案をご検討い
ただけれは幸甚に存じます。なお、すでに他社両替機を導入済みの施設様におかれては、セカンドオピニオンとして、比較の意味
で弊社提案のご一読をおすすめしたいと存じます。謹白

2022年6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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外貨両替機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。写真は商業施設、金融機関、ホテルロビーの設置事例で
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）の表示が可能です。

⑧東京都渋谷区金融機関

1.導入事例（設置施設風景写真）
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①東京都中央区劇場 ②京都市内商業施設 ④横浜市内(新横浜)ホテル③東京港区ホテル

⑤大阪市内ホテル ⑥東京都墨田区商業施設 ⑦東京都大田区ホテル

先ずは、施設への両替機導
入事例をご紹介いたします。



【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）。

（別紙パンフレット参照）

【コメント】
①委託設置契約

委託設置に関する読み合わせ説明を実施。期間は5年(60ヶ月)になりま
す。自動更新契約で延長が可能（更新料なし）。

②機械代金（定価320万円）と機内資金
無料委託設置契約では基本的に機械代金の施設負担はありません。保
守料金も無料です。釣り銭となる機内資金についてはＣＤＲが対応します。

③施設への家賃と為替差益（月額益金）
発生する為替差益から毎月の場所代をお支払いします（次頁参照）。

④電気代と回線料金
両替機の電気代は月額約1,000円で、施設様にご負担いただきます。但し、
回線料金（月額1,500円）はＣＤＲが負担します。

⑤為替差益について
両替機の稼働で得られる為替差益は、6.0～7.5円です。この中から施設
様場所代、機械代金、保守人件費を捻出します。配分比率は契約書に記
載します。

⑥施設の計画停電対応
電気設備の法定点検の際は両替機の電源切断を行います。両替機の保
守ではないため、施設担当者様において電源切断を行っていただけます。

⑦行政対応
財務局監査や日銀報告はＣＤＲにて対応します。

日本
ＣＤＲ
運営会社

円
貨

外
貨

機内資金

外為銀行

【実行フロー】（図1：参照）

①ＣＤＲ：施設様と外貨両替機の委託設置契約を締結。
②施設様：館内における両替機の設置場所を確保し、設置。
③ＣＤＲ：機内資金（100～500万円）を装填し、稼働開始。
④ＣＤＲ：外貨回収と円転（機内資金として装填を繰り返す）
⑤ＣＤＲ：施設に外貨両替精算書を発行、為替差益を振込。
⑥ＣＤＲ：財務局監査、日銀報告等監督官庁への行政対応。

メガBANK、
外銀等

②両替機を館内に設置

AE810-DS型
（外観）

図：1（構成図）
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ここでは、外貨両替機の運行管理に関する全体図（図1参照）をお示しします。本契約は、メーカー直営ならではの機械代金、機内資金、作業不要の

外貨両替機委託設置契約です。機械代金及び保守料金は負担なし、施設様には為替差益から場所代をお支払いします。「外貨両替機委託設置契
約」の実行フローについて、全体のながれをご覧ください。気になるであろうチェックポイントは、コメント欄に解説文を補記いたしました。

設置施設
ホテル、商業施
設等

本
体
代
金

営業権

原
価
償
却

監督官庁
（財務局・日銀）

保
守
料
金

2.外貨両替機委託設置契約実行フロー 本契約の全体図を
ご案内します。
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USD 1 仲値 ¥-3.00 ¥-6.50 ¥-6.00
EUR 1 仲値 ¥-4.00 ¥-7.50 ¥-7.00
CNY 1 仲値 ¥-1.80
KRW 100 仲値 ¥-1.50
GBP 1 仲値 ¥-11.00
AUD 1 仲値 ¥-11.50
TWD 1 仲値 ¥-0.50
HKD 1 仲値 ¥-2.43
CAD 1 仲値 ¥-10.60
SGD 1 仲値 ¥-5.83
CHF 1 仲値 ¥-4.90
THB 1 仲値 ¥-0.41
IDR 100 仲値 ¥-0.25
PHP 1 仲値 ¥-0.30
SEK 1 仲値 ¥-2.40
RUB 1 仲値 ¥-0.60

※対顧客手数料は取扱量が1.5万ドル超えから¥-6.0/$に変化する。

※著しい為替変動があった場合、対顧客手数料を調整する（サスペンド回避）。

※管理会社と設置先事業者において任意の12通貨を取り扱う。

¥-6.13
¥-0.51
¥-0.31
¥-0.38
¥-3.00
¥-0.75

¥-13.75
¥-14.38
¥-0.63
¥-3.04
¥-13.25
¥-7.29

$2万/月

未満

$2万/月

超え

¥-2.25
¥-1.88

通貨 対円単位 料率
（仲・買値から引く額/率）

通貨

手数料の
算出根拠

(銀行の買取り手数料)
銀行が仲値から差し引く額

両替機の手数料
(管理会社の買取り手数料)
管理会社が仲値から差し引く額

対顧客手数料

「通貨別対顧客両替手数料一覧表」（単価表記） 「取扱量別為替差益按分比率一覧表」（月額表記）

3.為替差益の配分表(施設とCDR) 委託設置による施設収益は
取扱量に連動する設定です。

外貨取扱量 対顧客

～($/月) @(円/$) 合計(円)

5,000 -6.5 1,000
10,000 -6.5 2,000
15,000 -6.5 6,000
20,000 -6.0 12,000
21,000 -6.0 12,600
22,000 -6.0 13,200
23,000 -6.0 13,800
24,000 -6.0 16,800
25,000 -6.0 17,500
26,000 -6.0 18,200
27,000 -6.0 18,900
28,000 -6.0 22,400
29,000 -6.0 23,200
30,000 -6.0 24,000
35,000 -6.0 28,000
40,000 -6.0 36,000
45,000 -6.0 40,500
50,000 -6.0 45,000
55,000 -6.0 55,000
60,000 -6.0 60,000
65,000 -6.0 65,000
70,000 -6.0 77,000
75,000 -6.0 82,500
80,000 -6.0 96,000
85,000 -6.0 102,000
90,000 -6.0 117,000
95,000 -6.0 133,000

100,000 -6.0 150,000

1.2
1.2
1.3
1.4
1.5

0.9
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1

0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9

0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7

@(円/$)

0.2
0.2
0.4
0.6
0.6

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

円転費用 施設為替差益/月

@(円/$)

1.5
1.5
1.5
1.5

※外貨取扱量（両替金額）は実数計算し、10万ドル超えは別途相談。

※ユーロは表示手数料をUSDレート＋1.0円で計算。

※米ドル以外の通貨は米ドル換算（財務省報告省令レート）して合算。

※機械代、保守料金、回線料金、その他運行管理に関する費用は乙負担。

※取り扱い通貨あるいは両替手数料は、為替
変動や外為法令改正、国際問題等の要因
により変動する可能性があります。
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●デジタル
サイネージ

■両替機の上部にデジタルサイ

ネージを装着し、館内情報、地
域情報、防災情報などをデジ
タル表示します。

■利用客に館内または周辺商業

施設で使用できるクーポンをデ
ジタル発行します。

■その他施設が表示したい情報を
表示します。

●マネロン
対策機能

ただいま財務省においてマネロ
ン対策の強化が求められていま
す。弊社ではマネロン対策機能と
して

■高額取引監視機能、

■任意金額強制停止機能を
搭載（特許出願中）し、対応して
います。コンプライアンス重視。

●円貨→外貨
両替アプリ

オプション設定機能として、海外旅
行の邦人向け、次の訪問国にいく

外国人向け、最大4通貨を設定
できます。銀行、郵便局が撤退し
たため、外貨が入手しにくくなって
います。稼働率を高める工夫です。

●円貨くずし
両替アプリ

払い出された円貨について

■万券→千券10枚、
■千券→百円×10枚にくずし

両替するアプリです。コンビニや自
販機の利用に便利で、外国人に
人気です。フロントに持ち込まれる
再両替の手間をなくし、省力化が
はかれます。

●カード対応

オプション設定機能として、国内

の電子マネー（Ｓｕｉｃａ、
Pasmo等）の残高で外貨が

買えるアプリです。外国人向け
Welcome Suicaが年間4000万枚

発行されると厖大な退蔵市場が
発生します。そのはけ口となりま
す。

●パスポート
読取り

オプション設定機能として、外国
人のパスポートを読取り、記
録する機能を設けました。「本人
確認」の一環として施設において
データを利用することも可能です。

4.弊社推奨機種の機能 監督官庁による指導が強化され、
マネロン対策は必須機能と言えます。



5.ピクト表示で簡単操作
②通貨の選択画面
です。円・円両替
アプリ対応。

タッチパネル画面に当日の
各通貨レートが表示されま
す。

操作ガイダンスは「英語」
「韓国語」「中国語」「日
本語」の４カ国語表記です。

通貨(フラッグ)またはス
タートキーを押していただ
くと次の入金（紙幣挿入）
画面にすすみます。

円・円両替アプリは、1万円
→千円×10枚、千円→×百
円×10枚の両替アプリでフ
ロントの手間を省きます。

①操作は簡単、
タッチパネルか
ら始まります。

情報端末仕様では、待ち受
け画面が「情報」「両替」
「地域」「館内」の４カテ
ゴリーからなり、ご利用時
は希望のアイコンをタップ
していただきます。

外貨両替は「Exchange」
(両替)をタップするとレー
トボード(12通貨)が表示さ
れます。

必要により、４カ国語によ
る各種の音声ガイダンスも
可能です。

③挿入後にエクス
チェンジキーを押
していただきます。

紙幣を挿入するたびに、外
貨及び円換算合計額が表示
されます。

本機では複数の通貨を連続
挿入し、まとめて円換算す
ることができます。通貨ご
とに外貨及び円貨が表示さ
れます。

希望円貨に達した場合は入
金確定の意味でExchange
キーを押していただきます。
※紙幣挿入は１枚ずつです。

④万、千、100、10、
1円の５金種で支
払います。

Exchangeキーを押すと紙幣
及び硬貨ユニットが作動し、
万券・千券、次に硬貨百．
拾・壱円(同時)が順に払い
出されます。

同時にレシートが印字され、
排出されます。レシートは
強制発行と任意発行いずれ
かに設定します。

もし紙幣を受け取らない場
合はブザー音が鳴り、取り
忘れを警告します。なお取
引の上限は１０万円(未満円
換算額)です。

112.66 128.48

15.10 8.50

85.75 

12.11 

2.88

3.24
35,380

200

100 12,848

22,532

35,380 35,380

6

4ヶ国語ガイダンスと見やすい
画像表現で誰でも使えます。
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6.運行管理(保守)ネットワーク全体図

・ホテル
・商業施設
・空港・港

・観光拠点
・ｅｔｃ

釣り銭切れ稼働停止、
障害対応への体制です。

①弊社コールセン
ターでは絶えず
監視モニター
で入金(取引)、
機内残高等の
稼働状況を監
視します。

②ネットワーク異
常や機器障害
について監視
(サーバー管
理)します。

③現場対応はエリ
アごとの保守委
託会社からエン
ジニアが出動し
ます。

④ユーザーにおい
ては24時間安心
してご利用いた
だくことが可能
です。
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「新型コロナ流行収束後に海外観光旅行したい国・
地域」では、第1回調査に引き続き、第2回調査でも、
「日本」が回答者全体、アジアで32ヵ国・地域中1位
となった（図6）。また、選択率も回答者全体、アジア、
欧米豪のいずれにおいても、第1回調査から10ポイ

ント以上上回っていることから、新型コロナの影響
が長引く状況においても、日本人気が衰えていない
ことを確認した。

2021.06.01（公財）日本交通公社

日本交通公社の統計データによれば、コロ
ナ収束後行きたい国として日本が人気第１位
となっています。それも欧米、アジアとも第１
位です。観光都市としての日本の魅力につい
ての説明は省略しますが、世界中がコロナ禍
で、１年半ほど海外旅行ができなかったため、
コロナ収束後は爆発的な海外旅行ブームが
到来するとと予想しています。

コロナ収束への道のりは、決して短くないで
しょうが、世界各国でワクチンパスポートが導
入され始めていることから、現実的なものと言
えるでしょう。人気第１位となった日本への訪
日外客はどれほどでしょう。再びオーバー
ツーリズム現象が見られるのでしょうか。

外貨両替については昨年金融機関や郵便
局が市場撤退したたことと、感染防止の観点
から、無人すなわち自動外貨両替機の稼働
率が高まるものと思われます。

7.コロナ収束後に旅行したい国 世界で、日本が行きたい国、
トップに選ばれています。



外貨両替業務は、外為自由化（1997年）以前は、いわゆる「認可両替商」として財務省（当時は大蔵省）への届出と、税関の講習が必要な認可
業務でした。97年の金融ビッグバン（大規模金融制度改革）で、全面自由化され、自動外貨両替機の開発やその使用が可能になりました。現
在、両替商講習は「一般社団法人全国両替商防犯連絡会(JESC)」が、全国の金融機関及び両替商向けに、毎年定期講習を実施しています。
外貨両替機については、「高額取引監視機能」等のマネロン対策機能の搭載が求められています。ここではJESCにおける活動内容についてお
知らせします。ちなみに、JESCは監督官庁及び業界の要請により、弊社がその事務局を努めています。

全国両替商防犯連絡会JESC (Japan Exchangers Safety Council)
は外貨両替商を営む金融機関、両替商、ホテル、免税施設等を会員
に、両替商向け安全対策・マネロン対策セミナー及び外貨両替に関
する様々な意見交換会を開催しています。

出席者は全国の金融機関、外貨両替商、観光事業者、宿泊施設、
免税商業施設他の皆様です。活動内容は次のようです。

１．マネロン対策セミナー
財務省国際局から行使をお招きしています。第2回JESCセミ
ナーにおいては、外貨両替機のマネロン対策機能として「高
額取引監視機能」（本人確認対応）と 「任意金額強制停止機
能」(外国PEPs対応）が、安全対策として採択されました。

２．両替商窓口の安全対策セミナー
外貨両替における有人窓口業務としては、偽造外国通貨の見
破り方、各種の外貨両替詐欺への対策として、偽造鑑定講習
や両替詐欺の実例を紹介しての安全対策セミナーを行ってい
ます。その他偽造行使常習犯対策としては、会員からの通報
として、防犯カメラの映像公開（情報共有）を行っています。

３．両替商の育成セミナー
コロナ収束後に、各地の観光拠点で両替商を開業したい方
（個人・法人）向けに、窓口業務としての外貨両替の実務や紙
幣鑑定機をメインにした外貨両替システム（鑑定機とレート
ボード、売買管理ソフト）の導入サポートを行っています。

４．外貨両替機委託設置ビジネスの起業セミナー
副業として、外貨両替機の委託設置ビジネスで両替商を起業
されたい向きに、そのビジネスモデルを紹介します。感染防止
と場所確保の観点からもおすすめです。

第2回目の両替商セミナーは2019年8月2日に開催されました。今年10月に行われるFATF対日
査察までに対応すべき課題の絞り込みを行います。

第二回セミナー開催報告
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8.安全対策･マネロン対策セミナー 全国の金融機関、両替商が集
まるセミナーを開催しています。



○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（問い合わせ先）

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
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
加盟団体：日本法科学技術学会 日本犯罪学会 日本鑑識学会 日本印刷学会 国際鑑識学会 計量国語学会 全国両替商防犯連絡会
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お問い合わせ先

常設展示室

ここまで本書をご覧いただきありが
とうございます。さらに詳しい説明に
ついては下記にお問い合わせ下さい。
弊社では外貨両替機、紙幣鑑定機の実
機をショールームに常設しています。

推奨機器について、詳細情報を共有
しながら詳しくご説明いたします。ご
興味がありましたら、気軽にお立ち寄
り下さい。Webミーティングにも対応い
たします。

日本シーディーアール(株)
営業部
TEL:03-3541-1951 FAX:03-3541-1952
E-mail:info@cdrjapan.co.jp

代表取締役 遠藤智彦

ここまでご覧いただき、
ありがとうございます。



「外貨両替機AE810-DS型」
推奨機種のパンフレットです。
買い専用機12通貨対応
https://www.cdrjapan.co.jp/wp-
content/uploads/2021/09/ae810sd.pdf

弊社「日本シーディー
アール株式会社」の公
式サイトです。
https://www.cdrjapan.co.jp

関連団体「(一社)全国両
替商防犯連絡会(JESC) 」

の公式サイトです。
http://www.institutejesc.com/notice.
html

関連研究所である「偽
造通貨対策研究所」の
公式サイトです。
http://www.gizoutaisaku.com/index
.html

ようこそ日本CDRへ
本日は、弊社ブースにお立ち寄りいただきあり

がとうございます。本書「外貨両替機の無料委
託設置」は、カラー版をダウンロードすることが
できます。その他関連資料についてもサイト情
報をご案内します。ご利用ください。

弊社の製品総合カタログ
（2022年版）です。
https://www.cdrjapan.co.jp/wp-
content/uploads/2022/04/ALL_produc
ts.pdf

QR QR

QR

QR QR

日本シーディーアール株式会社
TEL: 03-3541-1951    MAIL: info@cdrjapan.co.jp

開業両替商向け「外貨
両替売買管理システ
ム」プレゼン資料です。
https://www.cdrjapan.co.jp/wp-
content/uploads/2022/05/exchang
e_system_NC6500.pdf


