Terms and Conditions for the Usage of Japan Post Bank (“Yucho Bank”)-JRF Remit Card
June 25, 2018
September 25, 2019
1.

Japan Remit Finance Co., Ltd. (“JRF”) is now authorized to issue JRF Remit Card (Black) and JRF Remit Card (Red)
(“Cards”) on the basis of the business partnership contract with Yucho Bank and JRF.

2.

The Cards shall enable you to deposit cashes at Yucho Bank’s ATMs at the premises of Yucho Bank as well as Yucho Bank’s
ATMs at Family Mart (convenience stores) in Japan.

3.

To apply for the Cards, you are kindly requested to understand and agree upon the Terms and Conditions here-below
described. We consider that you have understood and agreed upon the Terms and Conditions below once you use the
Cards at Yucho Bank’s ATM. In the case that you fail to understand and agree upon them, please call to JRF Card Support
Centre (TEL: 03-5733-4380 or 03-5733-4346) at first, and then please completely and immediately destroy the Card.
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JRF has connected our servers with the payment network system established in Japan, called CAFIS, which is run
and managed by NTT Data Japan. With this system arrangement, as soon as you deposit the cash amounts with the
Card at the ATMs, JRF shall be able to recognize the amount of deposit.
The system development has been made onto the electronic data exchange networks segmented into ① the server
of Yucho Bank and CAFIS, and ② JRF’s server and CAFIS.
Because of the system arrangement mentioned in 1. and 2. above, Yucho Bank may alter the setting of their ATMs
and their network system configuration in a manner to affect the use of JRF Cards without a prior notification to us.
Further, if any system interruption occurs to the system and network between Yucho Bank and CAFIS, JRF shall not
be able to instantly recognize the deposit transaction made by you. In this case, it may take some time to obtain
detailed information about your deposit transaction at the ATMs.
The system and network development between CAFIS and JRF has been established by JRF itself. In this context, JRF
shall be able to find a solution on the occurrence of any system interruption at this segment.
Yucho Bank, NTT Data, and/or JRF may conduct the system maintenance from time to time regardless of if it is
scheduled or unscheduled. During the system maintenance period, the Cards shall not be utilized at the ATMs. The
maintenance schedule shall be updated at the web page of JRF (www.jpremit.com).
The purpose of the Card is to support your needs of remittance, and as JRF is not a bank in Japan, we shall not provide
any deposit and saving services through the Card.
The Cards, which are issued only to you, are neither transferable to any third party and used by any third party.
If your Cards are stolen or lost, please immediately contact JRF Card Support Centre. (TEL: 03-5733-4380 or
03-5733-4346）
No fraudulent and illicit use of the Cards are permitted in any way.
The ATMs do not accept any coins with the Cards.
100 notes are at maximum deposited one time at the ATMs. Some ATMs may accept less than 100 notes, dependent
upon the ATMs’ locations.
Whenever the Cards are used at the ATMs, we shall charge the ATM Surcharge. The scale of the surcharge is described
in the leaflet we separately hand out to you together with this Terms and Conditions.
The issuance fee of the Cards and the reissuance fee are standardly set at JPY1,000 (excluding the VAT) per card. This
fee could be exempted during JRF’s campaign period.
More information on operation hours of the ATMs and how to use Yucho Bank’s ATMs shall be obtained at the
web page of Yucho Bank (www.jp-bank japanpost.jp).
We may refrain you from using the Cards without any prior notification or any notice at the discretion of
JRF.
Any payment or remittance from the deposit amount through the Cards shall be subject to Terms and Conditions
for the Usage of JPremit.
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ゆうちょ銀行様とJRF 提携によるJRF 送金カードの利用規約
2018 年 6 月 25 日制定
2019年9月25日改訂
1.

ゆうちょ銀行様と株式会社ジャパンレミットファイナンス（以下、当社）提携による入金専用の ATM カード（通称
JRF Remit Card（黒）もしくは JRF Remit Card（赤） 以下“同カード”）を当社が発行できるようになりました。

2.

同カードは日本でのみ利用することができます。ゆうちょ様の ATM ならびに主にファミリーマートにて設置されて
いるゆうちょ銀行様の ATM から現金入金をすることが可能となります。

3.

同カードをご利用になりたいお客様は、以下のカード利用規約のご理解ならびにご同意をしていただく必要がござ
います。同カードを利用されたお客様は、以下のカード利用規約のご理解ならびにご同意をいただいたものと認識
いたします。以下のカード利用規約のご理解ならびにご同意いただけないお客様は当社までご連絡いただいた後
（電話番号 03-5733-4380 もしくは 03-5733-4346）
、お送りした同カードを直ちに破棄いただきますようお願い申し上げ
ます。
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NTT データ株式会社様が管理されている資金決済のためのネットワーク（通称 CAFIS）に当社のサーバが接
続することで ゆうちょ銀行様の ATM にて、お客様が同カードにて入金された金額を当社が即時に認識で
きるシステム（以下、同カードのシステム）に依存しております。
同カードのシステムは、①ゆうちょ銀行様と CAFIS 間、ならびに②CAFIS と当社間の電文交換を行うシス
テム構築に基づくものとなっております。
上記 1.ならびに 2.のシステム構成から、ゆうちょ銀行様の ATM の設定 ならびに ゆうちょ銀行様と CAFIS 間
のシステムならびにサーバ設定の変更は、当社への通知なく実施される場合がございます。また、ゆうち
ょ銀行様の ATM ならびにゆうちょ銀行様と CAFIS 間のシステムに障害等が発生した場合は、お客様の ATM
入金額等の情報を当社が即時に認識できずに、その詳細を把握するまでにお時間をいただく場合がござい
ます。
CAFIS と当社間のシステム構築は当社の開発によりなされており、障害等が発生した場合には、即座に対応し、
お客様の ATM でのお取引状況を確認いたします。
ゆうちょ銀行様、NTT データ株式会社様、もしくは当社は、定期・不定期にかかわらずシステムメインテ
ナンスを行う場合がございます。システムメインテナンス期間中は、同カードをご利用いただくことは
できません。同カードにかかわるシステムメインテナンス情報は、当社ホームページ(www.jpremit.com)
にて掲載させていただきます。
同カードの目的はお客様の送金をご支援するものであり、当社は、銀行ではないため、ご利用されるお
客様に預金や貯蓄等の銀行サービスを提供するものではありません。
同カードは、お客様のみに発行されており、第三者への譲渡ならびに第三者による利用は固く禁じられ
ております。
同カードを紛失された場合、もしくは盗難にあわれた場合等は、直ちに当社の同カードサポートセンタ
ーまでご連絡ください（電話番号 03-5733-4380 もしくは 03-5733-4346）
。
同カードの不正利用は一切認められておりません。
同カードで硬貨を ATM 入金することはできません。
ATM にて受入可能な最大の紙幣数は 100 枚までとなっております（一部 ATM では、それ以下の枚数が上限
となっている場合がございます）
。
同カードを利用され ATM にて現金入金された場合、入金毎に ATM 利用手数料を別途いただいております。
ATM 利用手数料の水準は、当社より配布させていただいております別資料に記載がございますので、そ
ちらをご参照ください。
同カードの発行手数料ならびに再発行手数料は、キャンペーン期間中を除き 1,000 円（消費税別）となり
ます。
ゆうちょ銀行様 ATM の稼働時間ならびに利用方法等に係る情報は、ゆうちょ銀行様のホームページ
(www.jp-bank.japanpost.jp)をご覧ください。
お客様への事前予告もしくは事前通知ないままに、同カードの利用を停止させていただく場合もござい
ます。
同カードにより入金された金額の資金移動は、別途ご同意いただいている当社の JP レミット利用規約の規
定によるところとなります。
以
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Terms and Conditions for Usage of JRF Remit Wallet
April 25, 2019
Revised on Sep 25, 2019
Revised on April 30, 2021
1.

Japan Remit Finance Co., Ltd. (“JRF”) is now pleased to cater our additional service to make JRF Remit Wallet available on the
basis of i) ATM deposit function with JRF Remit Card (Red) (“Red Card”) on the basis of the business partnership contract with
Yucho Bank and JRF, and ii) the amount acceptance with the inward remittance from overseas countries where JRF acts in
proxy for overseas remittance companies/banks to pay out the amounts to the beneficiaries in Japan .

2.

The Red Card shall enable you to deposit cashes at Yucho Bank’s ATMs at the premises of Yucho Bank as well as Yucho Bank’s
ATMs at Family Mart (convenience stores) in Japan.

3.

To use JRF Remit Wallet, you are kindly requested to get registered through JRF Web Online Payment or JRF Mobile Application,
and to agree upon the Terms and Conditions here-below described, together with Terms and Conditions for Usage of JP Remit
(last update in April 2019) and Terms and Conditions for Usage of JRF Cards (June 2018). We consider that you have understood
and agreed upon the Terms and Conditions below, once you apply for and use JRF Remit Wallet. In the case that you fail to
understand and agree upon them, please call to JRF Card Support Centre (TEL: 03-5733-4380 or 03-5733-4346) at first, and
then please completely and immediately destroy the Card.
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JRF has connected our servers with the payment network system established in Japan, called CAFIS, which is run
and managed by NTT Data Japan. With this system arrangement, as soon as you deposit the cash amounts with
the Red Card at the ATMs, JRF shall be able to recognize your deposit amount at JRF Remit Wallet.
Yucho Bank, NTT Data, and/or JRF may conduct the system maintenance from time to time regardless of if it is
scheduled or unscheduled. During the system maintenance period, the Red Card shall not be utilized at the ATMs.
The maintenance schedule shall be updated at the web page of JRF (www.jpremit.com).
JPY 6,000,000 is the maximum amount to be recognized at JRF Remit Wallet.
JRF Remit Wallet is to accept Japanese Yen only.
The purpose of JRF Remit Wallet is to support your needs of international and domestic remittance, and as JRF is
not a bank in Japan, we shall not provide any deposit and saving services through JRF Remit Wallet.
No interest accrued onto the amounts at JRF Remit Wallet
JRF Remit Wallet shall be no more used if no balance changes are detected for 5 years. Upon the termination of
JRF Remit Wallet, the balance amount shall not be returned to the users of JRF Remit Wallet.
When your wallet balance exceeds JPY 100,000 and if the balance amount does not change for more than 2 months,
JRF shall directly contact you so as to make sure if your wallet balance is kept for the originally contemplated
remittance purpose. Unless JRF reconfirms it, we may return the balance amount after deducting the banking charges
and others, regardless of whether you like it or not. Further, it should be noted that JRF may also disable you to access
your wallet once the balance amount is refunded.
In the case that your wallet balance exceeds JPY 1,000,000, you shall receive the notification message through JRF
Wallet applications and in email. The notification shall specify the deadline date(Deadline Date) to reduce the wallet
balance amount and you are kindly requested to reduce the wallet balance amount no later than the Deadline Date
through JRF Wallet application by executing international / domestic remittance transactions or transfer the wallet
value to JRF Pay Wallet. Nonetheless, if the wallet balance amount remains over JPY 1,000,000 despite the Deadline
Date overdue, at any time within 14 days after the Deadline Date, JRF shall forcibly reduce the wallet balance amount
by refunding the exceeded amount over JPY 1,000,000 to the bank account, after deducting the banking charges and
others, regardless of whether you like it or not. In the case that the refund to the bank account turns out to be
impossible due to any discrepancy of bank account information provided or any other reasons, JRF shall immediately
disable you to access your wallet. Further, it should be also noted that JRF may indefinitely disable you to access your
wallet once the exceeded balance amount is forcibly refunded by JRF.
JRF Remit Wallet, made available only to you, is not used by any third party.
To open and access JRF Remit Wallet, you shall have to enter Log-in ID and Password, which information is
very private and confidential with your strict control required. If you lost or forgot Log-in ID and Password,
please immediately contact JRF Card Support Centre. (TEL: 03-5733-4380 or 03-5733-4346）
No fraudulent and illicit uses of JRF Remit Wallet are permitted in any way.
We may refrain you from using JRF Remit Wallet without any prior notification or any notice at the
discretion of JRF.
Any payment or remittance from the deposit amount through the Cards and the compensation for the fraudulent
usage of JRF Wallet shall be subject to Terms and Conditions for Usage of JP Remit.
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JRF送金ウォレット利用規約
2019年４月25 日制定
2019年9月25日改訂
2021年4月30日改訂

1.

ゆうちょ銀行様と株式会社ジャパンレミットファイナンス（以下、当社）提携による入金専用の ATM カード（通称
JRF Remit Card（赤） 以下“赤カード”）の入金機能を活用し、当社が管理する送金ウォレットをご利用いただけるよ
うになりました。また、当社が海外送金会社もしくは銀行の代理で実行する日本国外からの被仕向送金の受取人様
となられる方も、送金ウオレットをご利用いただけます。

2.

赤カードならびに送金ウォレットは日本国内でのみ利用することができます。ゆうちょ銀行様の ATM ならびに主に
ファミリーマートにて設置されているゆうちょ銀行様の ATM から現金入金をすることが可能となります。

3.

送金ウォレットをご利用になられるお客様は、当社ホームページからもしくは、当社のスマートフォン用アプリケ
ーションから送金のための会員登録をいただく必要がございます。また、同利用規約に加え、当社の JP レミット利
用規約（2012 年 3 月制定、2019 年 4 月最新改訂版）ならびに JRF カード利用規約（2018 年 6 月制定）にご同意いた
だく必要があります。送金ウォレットのご利用を開始されたされたお客様は、同送金ウォレット利用規約のご理解
ならびにご同意をいただいたものと認識いたします。同利用規約のご理解ならびにご同意いただけないお客様は当
社までご連絡いただいた後（電話番号 03-5733-4380 もしくは 03-5733-4346）
、お手元にございます赤カードを直ちに
破棄いただきますようお願い申し上げます。
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NTT データ株式会社様が管理されている資金決済のためのネットワーク（通称 CAFIS）に当社のサーバが接続
することで ゆうちょ銀行様の ATM にて、お客様が赤カードにて入金された金額を当社が即時に認識でき、
お客様の送金ウォレットに即時資金充当が可能となるシステムに依存しております。
ゆうちょ銀行様、NTT データ株式会社様、もしくは当社は、定期・不定期にかかわらずシステムメインテナ
ンスを行う場合がございます。システムメインテナンス期間中は、赤カードもしくは送金ウォレットをご利
用いただくことはできません。赤カードにかかわるシステムメインテナンス情報は、当社ホームページ
(www.jpremit.com)にて掲載させていただきます。
当社の送金ウォレットにて認識できる残額上限は 600 万円となっております。
送金ウォレットは、日本円のみの受入が可能です。
当社がご提供するする送金ウォレットのサービスは、お客様の国内外への送金をご支援するものであり、当
社は、銀行ではないため、ご利用されるお客様に預金や貯蓄等の銀行サービスを代替して提供するものでは
ありません。
送金ウォレットにある金額に金利はつきません。
送金ウォレット有効期間は、最後に送金ウォレットの残高の増減が確認された日から 5 年間といたします。
送金ウォレットの有効期限が過ぎてしまった場合、残高の返金は致しかねます。
お客様の送金ウォレットの残額が 10 万円を超え、かつ、２か月間を超えて、その残額の変動がない場合、当
社よりお客様にご連絡を申し上げ、その結果、送金の目的で送金ウォレットの残額が維持されているもので
はないと当社が判断した場合、お客様に、銀行手数料等控除後、送金ウォレットの残額資金を強制的にご返
金申し上げる場合がございます。また、強制的に当社が残額の返金を申し上げた場合、それ以降、お客様に
よる送金ウォレットのご利用も停止させていただく場合もございますのでご注意ください。
送金ウォレットの残高が 100 万円を超えているお客様は、当社のアプリ上で通知を申し上げます。同通知に
は送金ウォレットの残高減額要請期限が明記されておりますので、その期限までに、お客様による送金ウォ
レット上の操作にて、国内・海外送金もしくは JRF Pay ウォレットへのバリュー移転を実行していただき、送
金ウォレットの残高を 100 万円以下にしていただくようお願いいたします。残高減額要請期限を過ぎてもな
お送金ウォレットの残高が 100 万円を超えているお客様は、残高減額要請期限から 14 日間以内のいつでも当
社の都合にて、送金ウォレットの残高で 100 万円を超える金額を銀行手数料等控除後、お客様の銀行口座に
強制的にご返金の上、お客様の送金ウォレットを強制減額処理させていただきます。お客さまの銀行口座へ
の返金が銀行口座情報不一致等理由の如何にかかわらず銀行口座への返金不可であると判明した場合、お客
様の送金ウォレットのご利用を直ちに停止させていただきます。また、当社により強制減額処理を実行させ
ていただいたお客様は、無期限に当社の送金ウォレットのご利用も停止させていただく場合もございますの
でご注意ください。
お客様にご利用いただく送金ウォレットは、お客様のみで利用が認められているものであり、第三者による
お客様の送金ウォレット利用は固く禁じられております。
送金ウォレットをご利用いただく際には、パスワードの設定が必要となります。設定いただいたパスワード
は、お客様の重要な情報となりますので、第三者が知り得ない場所での厳重な保管をお願い申し上げます。
万が一パスワードを紛失・失念された場合等は、直ちに当社のサポートセンターまでご連絡ください（電話
番号 03-5733-4380 もしくは 03-5733-4346）
。
送金ウォレットの不正利用は一切認められておりません。
お客様への事前予告もしくは事前通知ないままに、送金ウォレットの利用を停止させていただく場合もござ
います。
お客様の送金ウォレットからの資金移動ならびに不正利用に対する補償は、別途ご同意いただいている当社
の JP レミット利用規約の規定によるところとなります。
以
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