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

⚫

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。

⚫

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。

⚫

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。
1.

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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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）。
9. 同カードの不正利用は一切認められておりません。
10. 同カードで硬貨を ATM 入金することはできません。
11. 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）。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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

上

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

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.

⚫

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.

⚫

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.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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.

