ビットポイントサービス利用総合約款
第 1 章 総則
第 1 条（本約款の趣旨）
１

株式会社ビットポイントジャパン（以下「当社」といいます。
）は、当社が提供する暗号資産の売買
又は他の暗号資産（ブロックチェーンの分岐（以下単に「分岐」といいます。）によって生まれる新し
い暗号資産（以下「新暗号資産」といいます。
）を含みますがこれに限られません。
）との交換（以下
単に「交換」といいます。
）
、売買・交換の仲介その他暗号資産に係る関連サービス（以下「本サービ
ス」といいます。
）について、お客様が本サービスを利用するにあたり、以下のとおりサービス利用総
合約款（以下「本約款」といいます。
）を定めます。

２

当社は、特定の種類の取引又はサービスについて、本約款とは別に規程、規約、ポリシー、ガイド
ライン、説明書等（以下総称して「附属約款等」といいます。）で当該取引又はサービスの条件を定め
る場合があります。当該取引又はサービスについては、当該附属約款等が本約款と重畳的に適用され
ますが、本約款と矛盾牴触する当該附属約款等の規定については当該規定が本約款に優先して適用さ
れるものとします。

３

当社が本サービスで取り扱う暗号資産については、当社ホームページ（以下「当社サイト」といい
ます。
）上に掲載する等の方法により、周知するものとします。取り扱う暗号資産の変更についても同
様とします。

第２条（本約款等への同意）
１

お客様は、本約款にしたがって本サービスを利用するものとします。お客様は、本約款に有効かつ
取消不能な同意をしない限り、本サービスを利用することができません。

２

お客様は、本サービスを実際に利用することによって本約款に有効かつ取消不能な同意をしたもの
とみなされます。

３

附属約款等の適用がある取引又はサービスを利用する場合には、お客様は、本約款のほかに附属約
款等の定めにしたがって利用するものとします。

第３条（本約款等の変更）
１

当社は、法令の変更又は監督官庁の指示その他必要が生じたときに、当社の判断により、本約款又
は附属約款等を変更することがあります

２

本約款及び附属約款等の変更は、当社サイト上での掲載又は当社が別途定める相当の方法で公表し
又はお客様に通知することにより行います。

３

本約款又は附属約款等を変更した場合、変更後の本サービスの利用条件は変更後の本約款又は附属
約款等に基づくものとします。本約款及び附属約款等の変更は、原則として、当社が本約款又は付属
約款等の変更を公表し又は通知した時点から効力が生じるものとします。

４

お客様は、本約款又は附属約款等の変更の効力発生後も本サービスを利用し続けた場合には、変更
後の本約款又は附属約款等に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。本サービスを
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利用する際には、随時、最新の本約款及び附属約款等をご参照のうえご確認ください。

第４条（総合口座開設の基準）
１

お客様が本サービスの利用申込みを行う場合、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
ただし、当社が特別に認める場合は、その限りではありません。
（個人のお客様の場合）
1.

取引開始時
（口座開設時）
において満 20 歳以上 80 歳以下でありかつ行為能力者であること。

2.

日本国内に居住していること。

3.

本サービスのご利用に際し、本約款及び附属約款の内容に同意すること。

4.

自分でパソコンの操作ができること。

5.

利用可能なメールアドレスを当社に登録し、特別な理由がない限りお客様本人のみの利用と
すること。

6.

日本国内の銀行にお客様本人名義の口座を保有していること。

7.

当社の推奨するインターネット利用環境が整っていること。

8.

当社の提供する書面の「電子交付サービス」を利用すること。

9.

緊急時に連絡がとれる電話番号及びメールアドレスを当社に登録すること。

10.

当社が提出を求める本人確認書類を含む書類を提出し、お客様に関する情報を正確に当社に
登録すること。

11. 反社会的勢力等（暴力団、暴力団構成員、右翼団体等の反社会的勢力又はこれに準ずる者を意
味します。以下同じとします。
）に属する者でないこと及び反社会的勢力等と関係を有しない
旨を当社所定の様式により確約すること。
12. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネ
ー・ローンダリング又はテロリストへの資金供与を行わないこと、及び日本、米国その他外国
又は国際機関等が定める経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わな
い旨を当社所定の様式により確約すること。
13. 日本語でコミュニケーションが可能な方
14. 余裕資金でお取引をすること。
15. 米国籍保有者及び米国居住者ではない方
16. 外国 PEPs（重要な公的地位にある者）に該当しない方
17. その他当社が定める要件を満たしていること。
（法人のお客様の場合）
1.

日本国内に拠点を有する法人であり、法務局の発行する履歴事項全部証明書でそのことが確
認できること。

2.

本サービスのご利用に際し、本約款及び附属約款の内容に同意すること。

3.

日本国内の銀行にお客様名義の口座を保有していること。

4.

当社の推奨するインターネット利用環境が整っていること。

5.

当社の提供する書面の「電子交付サービス」を利用すること。

6.

緊急時に連絡がとれる電話番号及びメールアドレスを当社に登録すること。

7.

当社が提出を求める本人確認書類を含む書類を提出し、お客様に関する情報を正確に当社に
登録すること。
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8. 反社会的勢力等に属する者でないこと及び反社会的勢力等と関係を有しない旨を当社所定の
様式により確約すること。
9. 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律その他関連法令に違反する等、マネ
ー・ローンダリング又はテロリストへの資金供与を行わないこと、及び日本、米国その他外国
又は国際機関等が定める経済制裁対象者との間で各国法等に基づき禁止される取引を行わな
い旨を当社所定の様式により確約すること。
10. 本サービスを利用して取引を行うことが法令、その他諸規則又はお客様の定款、その他の内規
に違反せず、本サービスを利用して行う取引のために必要な法令上の手続及び内部手続遵守の
ための体制を有していること。
11. 代表者が米国における納税義務がないこと （米国籍保有者及び米国居住者ではない方）
12. 実質的支配者が外国 PEPs（重要な公的地位にある者）に該当しないこと
13. その他当社が定める要件を満たしていること。
２

お客様からの口座開設のお申込みを当社にて受付した後、口座開設の可否について所定の審査を行
います。審査の結果、口座開設をお断りする場合がありますが、その理由等の開示はいたしません。

第５条（登録・口座開設の拒否等）
１

当社は、本サービスの利用の申込みをしたお客様が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する
場合には、当社におけるサービス利用登録及び口座開設を留保又は拒否することがあります。
１．本約款若しくは附属約款等に違反するおそれ、又はこれらの違反があると当社が判断した場
合。
２．当社に提供されたお客様に関する情報の全部又は一部につき虚偽、誤謬又は記載漏れ等があ
った場合。
３．当社の指定するとおりに本サービスの利用申込みの手続が行われなかった場合。
４．過去に当社又は当社の関係会社との取引において問題があった場合。
５．過去に当社の提供するサービスについて約款、規約等に違反し、退会、登録取消等の処分を
受けたことがある場合。

6．反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは
経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流又は関与を行っていると
当社が判断した場合。
7．犯罪による収益等の隠匿又は収受等、テロリストに対する資金供与又は経済制裁対象者との
間で日本を含む各国・国際機関の規制等に基づく取引に関与したと当社が相当の事由をもっ
て判断した場合。
8．その他、当社がお客様のサービス利用登録又は口座開設を適当でないと判断した場合。
２

お客様がサービス利用登録又は口座開設を留保又は拒否された場合であっても、当社は、その理
由等を開示し又は説明する義務を負わず、お客様はそれに対し異議を唱えないものとします。

第６条（登録情報等）
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１

お客様は、本サービスの利用に際してお客様ご自身に関する情報（住所、メールアドレス及び取引
金融機関口座を含みますがこれに限られません。）を登録し又は当社に届け出る場合には、真実、正確
かつ完全な情報を当社に提供するものとします。また、常に最新の情報となるように更新するものと
します。

２

お客様は、当社に届け出たお客様に関する登録情報に変更があった場合には、速やかに当該変更事
項の届出を当社に対し所定の方法により行うものとします。

３

当社は、お客様から登録情報の変更の届出があった場合は、当該届出に従って登録内容を変更する
ものとします。

４

登録情報の変更に関する届出の不作為、遅延等により、お客様が何らかの不利益を被った場合であ
っても、当社は、その責任を負いません。

５

当社は、お客様が本サービスを利用するに際して、法令に定める取引時確認等の確認（職業・地位、
取引の目的、資産・収入の状況、資金源その他当社が必要と判断した事項に関する確認）を行う場合
があります。この場合、お客様は、当該確認に対して応じるものとし、応じない場合には本サービス
の全部又は一部を利用できない場合や本サービスに関する契約が解除される場合があることを承諾
し、これに異議を唱えないものとします。

第 7 条（取引アカウント）
１

お客様は、本サービスの利用に際してパスワードを登録する場合、これを第三者に不正に利用され
ないようにご自身の責任で厳重に管理するものとします。

２

本サービスの取引アカウントは、付与されたお客様にのみ帰属します。お客様の本サービスにおけ
るすべての利用権は、これらを第三者と共同で使用し、第三者に貸与、譲渡若しくは承継させ、又は
質入れ等の処分をすることはできません。

３

当社は、取引アカウントを利用して行われた一切の行為を、当該取引アカウントを付与されたお客
様ご本人の行為とみなすことができます。

４

取引アカウント又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は
お客様が負うものとし、当社は責任を負いません。

５

お客様は、ご自身の取引アカウントが第三者に使用された又はそのおそれがあると認識した場合に
は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

６

当社は、お客様が本約款に違反し又は違反するおそれがあると認めた場合には、あらかじめお客様
に通知することなく、取引アカウントを停止又は削除することができるものとします。

７

お客様の本サービスにおけるすべての利用権は、理由を問わず、取引アカウントが削除された時点
で消滅するものとします。万が一お客様が誤って取引アカウントを削除した場合であっても、原則と
して取引アカウントの復旧をすることができません。

第８条（料金及び支払方法）
お客様は、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める手数料を、当社所定の方法で当社に支払
うものとします。
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第９条（本サービスの利用）
１

お客様及び当社は、本サービスの利用又は提供に際して、関連法令、その他諸規則を遵守するもの
とします。

２

お客様は、本サービスを利用するにあたり、必要なコンピュータ、携帯電話機、通信機器、ソフト
ウェアプログラム、通信手段及び電力等を、お客様の費用と責任で用意するものとします。

３

当社は、当社が必要と判断した場合には、あらかじめお客様に通知することなく、いつでも本サー
ビスの全部又は一部の内容を変更し、また、その提供を中止することができるものとします。

４

お客様が本サービスにおいて暗号資産を売却又は購入する際の取引価格は、成約処理により決定す
るものであり、当該取引価格に関して、当社は、故意又は重大な過失がない限り、責任を負いません。
また、お客様は、いったん成約した取引の注文の撤回はできないことをあらかじめ承諾するものとし
ます。

５

お客様が本サービスを利用して行う取引が所定の基準を超えると当社が判断した場合は、お客様に
よる本サービスの利用を制限することがあります。お客様は、かかる利用制限について異議を唱えな
いものとします。

第 10 条（提携パートナーのサービス）
本サービスは、当社と提携する他の事業者が提供するサービス又はコンテンツを含む場合があります。
かかるサービス又はコンテンツに対する責任は、これを提供する事業者が負います。また、かかるサー
ビス又はコンテンツの利用には、当該サービス又はコンテンツを提供する事業者が定める利用規約その
他の条件が適用されることがあります。

第 11 条（外部委託の業務）
当社は、本サービスに係る業務の一部を提携する外部の事業者へ委託する場合があります。かかる委
託業務に係る最終的な責任は、かかる業務を委託した当社が負います。なお、当社が外部の事業者へ委
託する業務には、以下のものが含まれます。
・情報システムの開発・運用・保守に関する業務
・カスタマーセンターのお客様サポート業務
・口座管理に関する業務

第 12 条（お客様の責任）
１

お客様は、お客様ご自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行っ
た一切の行為及びその結果について一切の責任を負うものとします。

２

お客様は、本サービスを利用して行う取引について各種のリスク（価格変動リスク、損失発生リス
ク、取引制限リスク等がありますがこれらに限られません。）があることを理解したうえで、お客様の
判断と責任において取引を行うものとします。

３

当社は、お客様が本約款又は附属約款等に違反して本サービスを利用していると認めた場合には、
当社が必要かつ適切と判断する措置を講じることができるものとします。ただし、当社は、かかる違
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反を防止又は是正する義務を負いません。
４

お客様は、本サービスを利用したことに起因して（当社がお客様による本サービスの利用を原因と
するクレームを第三者より受けた場合を含みます。
）、当社が直接的又は間接的に何らかの損害（弁護
士費用の負担を含みます。
）を被った場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第 13 条（禁止行為）
１

お客様は、本サービスの利用に際して、以下の各号のいずれかに該当することを行ってはならない
ものとします。
1. 他人名義又は架空名義での利用、当社又は第三者へのなりすまし、複数取引アカウントの所
持・利用等の行為。
2. 当社、本サービスの他の利用者、その他の第三者の財産権、名誉、プライバシーその他の権利
又は利益を侵害する行為。
3. 本サービスにおいて当社が利用者に提供するデータを改ざん又は消去する行為。
4. 意図的に虚偽の情報を流布する行為(相場操縦に該当する行為を含む)。
5. 当社の商号、商標又はサービスマークを、当社の事前の承諾なしに使用する行為。
6. 本サービスに係るサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、
その他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行為、本サービスの不具合を意
図的に利用する行為、当社に対して不当な問い合わせ又は要求をする行為、その他当社による
本サービスの運営又は他の利用者による本サービスの利用を妨害し、これらに支障を与える
行為。
7. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報を送信する行為
（情
報を詐取するようなフィッシングサイトへの誘導行為を含みますがこれに限られません。）。
8. 反社会的勢力等に対する利益供与その他の協力行為。
9. 犯罪による収益等の隠匿又は収受等、テロリストへの資金供与又は経済制裁対象者との間で
日本を含む各国・国際機関の規制等に基づく取引に関与する行為。
10.犯罪行為若しくはそれに関連する行為又は公序良俗に反する行為。
11. 暗号資産関係情報（一般社団法人日本暗号資産取引業協会の暗号資産関係情報の管理体制の
整備に関する規則において定義される意味を有する。）を利用した暗号資産関連取引
12. インターネットの脆弱性若しくは暗号資産取引市場等の混乱等の利用等、不正又は不当な行
為
13.その他当社が不適切と判断する行為。

２

お客様の行為が前項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、お客様に事前に通知す
ることなく、当該違反行為の全部又は一部を停止させ、取引アカウントの停止・削除等、当該違反行
為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。当社は、本条に基づき当社が行った
措置に基づきお客様に生じた損害について責任を負いません。

第 14 条（本サービスで提供する情報）
１

お客様は、当社から得た数値及びニュース等の情報を、お客様の取引のみに利用するものとし、第
三者への情報提供、営利目的での利用、情報の加工又は再配信等、お客様における私的利用以外を目
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的とした利用を行ってはならないものとします。
２

当社は、お客様に提供する情報の正確性及び完全性について万全を期するものとしますが、当該情
報について情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、特定目的への適合性等一切の保証を行わず、お
客様が当社の提供する情報を利用したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いません。

第 15 条（本サービスの停止等）
１

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サービスの利
用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
1. 本サービス用設備の点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
2. 火災、停電、通信障害、天災地変等の不可抗力により本サービスの正常な運営ができなくな
った場合。
3. 戦争、動乱、暴動、労働争議等により本サービス等の提供ができなくなった場合。
4. 法令改正、裁判所の命令、監督官庁の命令等により本サービスの提供ができなくなった場合。
5. その他、運用上又は技術上の理由により、本サービスの一時的な停止又は中断が必要である
と当社が判断した場合。

２

当社は、本サービスの停止又は中断により、お客様が本サービスを利用できなかったこと等によっ
て生じた損害について責任を負いません。

第 16 条（保証の否認及び免責）
１

当社は、本サービスを利用して行われる、暗号資産の売買・交換取引その他の関連サービス、並び
に暗号資産の価値、機能、使用先及び用途につきいかなる保証も行わず、責任（瑕疵担保責任を含み
ます。
）も負うものではありません。

２

当社は、暗号資産の売買又は交換に関するサービスを提供しますが、お客様の注文を成立させる義
務又は責任を負うものではありません。したがって、お客様の注文が成立せず、又はお客様の取引に
無効、取消、解除等の当該契約の成立又は有効性を妨げる事由があった場合であっても、当社は、当
社に故意又は重大な過失がある場合を除き、お客様に対して責任を負わないものとします。

３

当社サイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社サイトへのリンクが
行われている場合であっても、当社は、当社サイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に
関してその内容や安全性等については関知しておらず、その利用に関し責任を負わないものとします。

４

当社は、本サービスの第三者による不正利用、本サービス運営用システムへの不正アクセス、本サ
ービス運営用システムの障害等が検知された場合には、本サービスにおける暗号資産の約定を取り消
し、又は本サービスの提供を中断又は停止することができるものとします。その際、当社は、当該約
定の取消、本サービスの中断又は停止に関連してお客様が被った損害につき、責任を負わないものと
します。

５

当社は、暗号資産及び本サービスに関する法令、規則、ガイドラインその他の規制（以下「法令等」
といいます。
）又は関連する税制の改正等（法令等又は税制の改正が過去に遡及して適用される場合
を含みますがこれに限られません。
）によりお客様に損害が発生した場合であっても、責任を負わな
いものとします。

６

当社は、本サービスの利用に際してお客様に生じた不利益や損害等について責任を負わないものと
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します。
７

お客様が本サービスを利用するためには、インターネットにアクセスする必要があります。お客様
には自らの責任と費用で必要な機器、設備、ソフトウェア、通信手段を適切に準備・操作していただ
く必要がありますが、当社は、お客様がインターネットにアクセスされるための準備や操作方法等に
ついては一切関与しません。また、当社がインターネット利用環境を推奨する場合であっても、機器、
設備、ソフトウェア等について、当社は、その動作保証等は一切行いません。また、お客様の利用し
ているコンピュータ、電話その他の端末機器及び通信回線の不具合、不正利用等により、約定が執行
され、又は執行されなかったとしても、当社は責任を負いません。

８

天災地変、戦争、政変、ストライキ、経済情勢の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取
引に係る注文の執行、金銭の授受又は寄託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた
損害及び損失等に関連してお客様が被った損害につき、責任を負わないものとします。

９

電信、インターネット、携帯電話設備又は郵便等通信手段における誤謬、遅延等、当社の責めに帰
すことのできない事由により生じた損害及び損失等に関連してお客様が被った損害につき、責任を負
わないものとします。

10 通信機器及びコンピュータ機器のハードウェアやソフトウェアの障害、瑕疵、誤作動、市場関係者
や第三者が提供するシステム、通信回線、コンピュータ機器のハードウェアやソフトウェアの障害、
瑕疵、誤作動等、本取引に関係する一切のコンピュータ機器、システム、通信回線等の障害、瑕疵、
誤作動により生じた損害に関連してお客様が被った損害につき、責任を負わないものとします。

第 17 条（期限の利益の喪失、解約等）
１

お客様について以下に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、当社から何らの通知、
催告等がなくても、本サービス及び本サービスを利用して行った取引に係るすべての債務について期
限の利益を失い、翌営業日までに債務を弁済するものとします。
1. 口座開設申込時又はその後に虚偽の申告又は届出をしたことが判明した場合。
2. 支払の停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始
の申立てその他これらに類する法的倒産手続の申立てがあった場合。
3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
4. お客様の本サービスを利用して行った取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて
仮差押え、保全差押え又は差押えの命令、通知が発送された場合。
5. 住所変更の届出を怠る等お客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明と
なったとき、又は、当社からの郵便、電話、電子メール等による連絡等が不可能となった場
合。
6. 死亡したこと又は失踪宣告を受けた場合。
7. 心身機能の重度な低下により、本サービスの利用継続が著しく困難又は不可能となった場合。
8. 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた
場合

２

以下に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、当社からの請求によって本サービス及
び本サービスを利用して行った取引に係る債務の期限の利益を失い、翌営業日までに債務を弁済する
ものとします。
1.

お客様の当社に対する本サービス又は本サービスを利用して行った取引に係る債務又はその
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他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合。
2.

前項各号のいずれかに該当する場合。

3.

前二号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じ、又は当社が取引を継続することが不
適切であると認めた場合。

３

当社は、第１項各号若しくは第２項各号に掲げる事由又は以下に掲げる事由のいずれかがお客様に
ついて発生した場合には、当社は、事前に通知又は催告することなく、当該お客様について本サービ
スの利用を停止し、又はお客様の口座登録を抹消し、本サービスに関する契約を解約することができ
るものとします。
1. 本約款又は附属約款等のいずれかの条項について重大な違反があった場合。
2. お客様の取引アカウントが他人名義若しくは架空名義で開設されていたことが明らかとなっ
た場合又はお客様ご自身の意思によらずに開設されたことが明らかとなった場合。
3. お客様が本サービスを利用して行った取引に係る債権若しくは本サービス又は本サービスを
利用して行った取引に関する契約上の地位を譲渡、質入れ又はその他の処分をした場合。
4. お客様の取引アカウントが法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがある
と当社が判断した場合。
5. 当社が口座名義人の本人確認（第６条第５項に定める取引時確認等及び第 19 条第１項に基
づく情報提供を含みますがこれに限られません）に応じるよう期間を定めて求めたにもかか
わらず、これに応じない場合。
6. 当社、本サービスの他の利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方
法で本サービスを利用し又は利用しようとした場合。
7. 手段の如何を問わず、本サービスの正常な運営を妨害し又は妨害しようとした場合。
8. 本サービスを利用して行う取引の適切な環境の維持に支障を及ぼすと当社が判断した場合。
9. 日本国内の居住者でなくなり、日本国内の居住者に復帰する見込みがなくなった場合。
10. 暴力団員等でなくなった時から５年を経過していない者、暴力団員等若しくは準ずる者、暴
力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者、暴力団員等が経営に実質的に
関与していると認められる関係を有する者、暴力団員等に資金等を提供している者であるこ
とが判明した場合。
11. インターネットの脆弱性若しくは暗号資産取引市場等の混乱等の利用等、不正又は不当な行
為により取引を行ったと当社が判断した場合、又はお客様と当社との間の信頼関係を喪失さ
せる事由が発生したと当社が判断した場合。
12. 相当な期間、取引がない場合。
13. お客様のアカウントに暗号資産又は金銭の残高がないまま相当な期間が経過し、かつ、当社
がお客様による本サービスの利用を終了させる措置を取った場合。
14. 本約款及び本約款の変更に同意しない場合。
15. 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの利用継続を適当ではないと判断した場合。

４

前項各号に定めるお客様の行為により当社が損害を被った場合には、お客様は、当該損害を賠償す
る責任を負うものとします。

５

当社は、本条に基づき当社が行った措置によりお客様に損害が生じたとしても、責任を負いません。

６

第１項乃至第３項の場合で、当社がお客様に対して本サービスに関する契約又はその他の契約に基
づき金銭債務を負う場合には、お客様が当社に対して負う金銭債務と対当額で相殺することができる
ものとします。
9

第 18 条（口座の閉鎖、取引の制限・停止）
１

当社は、お客様が逮捕又は勾留された場合等、お客様本人による取引が行えないと判断される場合
に口座を閉鎖することができるものとし、お客様はこれに異議を唱えないものとします。

２

お客様が閉鎖された口座での取引再開を希望される場合は、当社は、当社が定める口座開設の審査
基準を満たしていることの確認を行います。

３

当社は、第 17 条第３項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合又は以下に掲げるいずれ
かに該当する等不適切な操作又は取引であると当社が判断した場合には、お客様の新規の取引を制限
又は停止することができるものとし、お客様はこれに異議を唱えないものとします。
1. 本サービス運営用システムに大きな負荷を与えるような行為。
2. 取引と関係ない入出金を繰り返す行為。
3. 資産や投資経験などから判断して過剰となる取引。
4. 数秒間隔以下での注文を大量に繰り返し発注する行為（かかる注文を発注後成約前に取り消す
ことを繰り返す行為を含みます。
）。
5. お客様より本サービスを利用して行う取引に関して訴訟提起、調停申立、裁判外紛争処理機関
への斡旋申立等が行われた場合で、その争いの対象となった事柄と同一の理由により、取引を
継続したときに紛争、損失が拡大する可能性がある場合。

第 19 条（AML/CFT への協力）
１

当社は、マネー・ローンダリング対策（AML）及びテロ資金供与対策（CFT）を実施するにあたっ
て、お客様の情報及び具体的な取引内容等の確認又は調査が必要と認められる場合は、お客様に対し
て、お客様の情報、取引の内容、相手方、目的等に関する情報の提供（各種確認や資料の提出を含み
ます。
）を求めることができ、お客様はこれに協力するものとします。

２

当社は、前項の確認又は調査の過程において、又は当該確認又は調査の結果に基づき、お客様の暗
号資産の取引、金銭の入金・出金手続、暗号資産の送付・預入の手続等の全部又は一部について、制
限を加えることができるものとします。

３

前項に定める取引又は手続等の制限について、お客様からの情報提供に基づき、マネー・ローンダ
リング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認め
る場合には、当社は、当該取引又は手続等に対する制限を解除します

４

当社は、第２項の措置によりお客様に損害が生じたとしても、責任を負いません。

第 20 条（個人情報）
当社は、お客様に関する個人情報を当社サイトに掲載する「プライバシーポリシー」に基づき、適切
に取り扱うものとします。
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第 2 章 サービス
第1節

取引

第 21 条（利用期間等）
お客様が本サービスを利用できる期間及び時間は、当社が定めるものとします。

第 22 条（取引等の種類）
本サービスで提供するサービス及び取引の種類は、当社が定めるものとします。

第 23 条（注文内容の明示）
１

お客様が本サービスを利用して注文を行う際には、お客様は、売買・交換等の別、銘柄（通貨及び
通貨ペア等を含みますがこれに限られません。）、価格、数量、その他注文の執行に当たって必要な事
項を明示するものとします。

２

当社が必要と判断したときは、書面又は電磁的方法により、その内容をご提出いただく場合があり
ます。

第 24 条（数量の範囲）
１

お客様が本サービスを利用して売却の注文を行える数量又は額は、事前に当社に預入している数量
又は額の範囲内とし、この数量又は額の計算は、当社の定める方法によって行います。

２

お客様が本サービスを利用して買付の注文を行える数量又は額は、当社が定める数量又は額の範囲
内とし、この数量又は額の計算は、当社の定める方法によって行います。

第 25 条（有効期限）
１

当社が受け付けた注文の有効期限は、当社がサービスごとに定める期限の範囲内とします。

２

当社が既に受け付けた注文について、有効期限の範囲内であっても、本サービスを運営するにあた
って当社が必要と認める場合、本サービスを提供するシステムの改修・改変等に伴い当社が必要と認
める場合又は法令等の改正若しくは政府当局の指導・命令等があった場合等には、その注文を取り消
すことがあります。

第 26 条（注文の受付）
１

お客様が本サービスを利用してインターネットを介して行う注文は、注文内容入力後、お客様が注
文内容の確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信し、受け付けた時点をもって当社の受付とさ
せていただきます。

２

当社は、お客様の注文の内容について、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該注文の
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受付を行いません。なお、注文の受付をしないことにより生じるお客様の損害については、当社はそ
の責を負わないものとします。
1. お客様の注文が法令諸規則及び附属約款等に定める事項のいずれかに反するとき。
2. お客様の注文が当社の定める値幅を超えるとき。
3. お客様の注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断するとき。
4. その他、当社が取引の健全性等に照らし不適当と判断するとき。

第 27 条（注文の取消し又は変更）
お客様が本サービスを利用して行った注文の取消し又は変更は、当該注文が未約定でかつ当社が定め
る範囲に限り、当社の定める方法により行えるものとします。

第 28 条（注文の照会）
お客様が本サービスを利用してインターネットを介して行う注文の内容は、本サービスに係る取引ツ
ールより照会することができます。なお、その場合、当社は、原則として取引報告書及び本サービスに
係る取引ツール以外でお客様に注文の結果を連絡することはありません。

第 29 条（注文内容の確定）
本サービスのご利用に係る注文の内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様
が本サービスをご利用時に入力されたデータをもってお客様の注文の内容とさせていただきます。

第2節

金銭・暗号資産の取扱い

第 30 条（お預り金）
当社は、お客様からお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わず、利子等の支払い
はいたしません。

第 31 条（入金）
１

お客様が当社に金銭を預け入れるときは、ご本人名義により、当社が指定する銀行口座へのお振込
みにより行うものに限ることとし、当社は銀行振込みによる入金を確認した後に、当社におけるお客
様の口座に入金処理を行うものとします。

２

お客様が当社に金銭を預け入れる場合に要する振込手数料等は、お客様に負担いただくものとしま
す。ただし、当社の定めるところにより当該手数料の一部又は全部を当社が負担する場合があります。

３

お客様による金銭預け入れの際に、名義又は会員番号の相違等によりお客様に金銭を返還する場合
には、当該返還に要する振込手数料、組戻手数料等は、お客様に負担いただくものとします。ただし、
当社の定めるところにより当該手数料の一部又は全部を当社が負担する場合があります。
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第 32 条（不足金の入金）
１

成行の買い注文が約定し、お客様の口座に不足金が発生した場合、又はその他の取引によって同様
に不足金が発生した場合には、お客様は当該約定に係る取引の受渡日までに当該不足金を入金するも
のとします。受渡日までに当該不足金が入金されていないことにより、当社が損害を被った場合には、
お客様は、当該損害を賠償するものとし、当社は、お客様が保有する暗号資産等を処分することがで
きるものとします。

２

お客様の口座に立替金若しくは不足金があるときは、当社は、お客様の取引、金銭の引出等を制限
することができるものとします。

３

当社は、前項の制限によってお客様に生じる損害について、その責を負わないものとします。

第 33 条（出金）
１

お客様が当社に預けている金銭を引き出すときは、当社は、お客様があらかじめ指定した預金口座
に振り込みを行います。

２

お客様があらかじめ指定する預金口座は、原則として当社におけるお客様の口座と名義が同一の預
金口座とします。

３

金銭の引出の請求に係る受付時間等の条件については、当社が定めるものとします。

４

お客様は、指定する預金口座を変更されるときは、当社所定の手続によって届け出るものとします。

５

振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様にご負担いただきます。ただし、当社の定めるとこ
ろにより当該手数料の一部又は全部を当社が負担する場合があります。

6 当社は、お客様が当社に預けている金銭の引出しについて、1 日に引出しが可能な額の上限を設ける
ことができるものとします。
７

お客様の出金の際に、預金口座の名義又は口座番号の相違等により正常にお客様に金銭を出金する
ことができない場合には、振込手数料、組戻手数料等は、お客様に負担いただくものとします。ただ
し、当社の定めるところにより当該手数料の一部又は全部を当社が負担する場合があります。

第 34 条（送付）
１

お客様が当社に預けている暗号資産を引き出し、他のウォレットへ移動を行う場合の受付時間及び
数量等の条件は、当社が定めるものとし、お客様はその範囲において手続ができるものとします。

2

お客様が当社に預けている暗号資産を引き出し、他のウォレットへ移動を行う場合に要する費用は
お客様に負担いただくものとします。ただし、当社の定めるところにより、当該費用の一部又は全部
を当社が負担する場合があります。

3

お客様が当社に預けている暗号資産を引き出し、他のウォレットへ移動を行う場合に、誤った送付
先を指定したことによる誤送付については、当社は一切関知せず、当該誤送付によってお客様に生じ
る損害について、当社はその責を負わないものとします。

4 お客様が当社に預けている暗号資産を引き出し、他のウォレットへ移動を行う際には、お客様は、当
該行為がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に該当しないことを約束し、また、その他の法令
諸規則に抵触しないように行うものとします。
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5 当社は、お客様が当社に預けている暗号資産の引出しについて、1 日に引出しが可能な額の上限を設
けることができるものとします。

第 35 条（預入）
１

お客様が他のウォレットから当社のウォレットへ暗号資産の預入を行う場合の受付時間及び数量
等の条件は、当社が定めるものとし、お客様はその範囲において手続ができるものとします。

２

お客様が他のウォレットから当社のウォレットへ暗号資産の預入を行う際には、お客様は、当該行
為がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に該当しないことを約束し、また、その他の法令諸規
則に抵触しないように行うものとします。

第３節

暗号資産の分岐

第 36 条（暗号資産の分岐に関する情報の収集及び提供）
１

当社は、暗号資産の分岐に関する計画を知った場合には、当該計画に関する情報の収集に努めるも
のとします。

２

当社は、暗号資産の分岐の発生時期、内容、目的及び期待する効果、当該分岐を計画する者のプロ
フィール、当該分岐によりお客様に生ずるリスク等、お客様が暗号資産を取引し又は利用するために
必要とする情報を、適宜、お客様に提供するものとします。

３

前項の情報提供に際しては、当社は、正確かつ最新の情報の提供に努めますが、その内容の正確性、
最新性、網羅性その他について一切保証しません。

第 37 条（新暗号資産の取扱い）
１

当社は、新暗号資産については、原則としてお客様に帰属するものとして、お客様にその権利を付
与します。なお、付与することが技術上不可能な場合、以下の事項を新暗号資産が満たしていないと
当社が判断した場合、その他付与することが適切でないと当社が判断した場合は、その付与を行わな
いことがあります。なお、その際には、その事由を当社サイト上での掲載又は当社が別途定める方法
で、公表又は通知するものとします。
1.

当該新暗号資産について二重移転を防止する措置が講じられていること

2.

当該新暗号資産にお客様の資産を侵害する仕組みが講じられていないこと

3.

当該新暗号資産の有する機能が不法、不正な行為を誘引するものではないこと

２

当社は、新暗号資産を分岐の直後に付与できない場合があります。

３

新暗号資産を本サービスで取り扱うか否かは、当社が総合的に判断して決定するものとし、お客様
はそれに対し異議を唱えないものとします。

４

前項の結果、当社が新暗号資産の取扱いを行わないと決定した場合は、当社が新暗号資産の付与に
代えて金銭により交付することができるものとします。また、その場合の価格等の諸条件は、当社が
合理的かつ真摯に決定し、お客様はそれに対し異議を唱えないものとします。なお、当社は、価格を
算出する基準を、当社サイト上での掲載又は当社が別途定める方法で、あらかじめお客様にお知らせ
します。但し、本条項は、前項の結果、当社が新暗号資産の取扱いを行わないと決定した場合に、必
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ず金銭による交付を行うことを保証するものではありません。
５

当社は、新暗号資産の権利をお客様に付与するにあたり、当社所定の手数料をお客様にご負担いた
だきます。なお、当社の定めるところにより当該手数料の一部又は全部を当社が負担する場合があり
ます。

６

当社は、現に当社の取扱う暗号資産について分岐により新暗号資産が組成されお客様の保有する分
岐の基となる暗号資産の価値に影響を与える可能性がある場合には、あらかじめ、当該分岐計画の概
要及び分岐により組成される新暗号資産の内容、新暗号資産の付与対応について、当社サイト上での
掲載又は当社が別途定める方法で、お客様にお知らせします。

第 38 条（新暗号資産の権利の取得）
当社は、新暗号資産の権利の取得に関して、約定基準（分岐時に約定済みの注文については、分岐
の基となる暗号資産を当該約定に係る取引によって受け取る者を当該暗号資産の保有者とみなす基
準をいいます。）にて計算された分岐の基となる暗号資産の残高をもって、取得する権利の有無及び
数量を計算いたします。

第 39 条（分岐時の本サービスの利用制限）
１

当社は、お客様の資産保全と取引の安全を第一とし、暗号資産の分岐によってお客様の資産保全又
は取引履行に関して何らかの支障が生じるおそれがある場合には、当該分岐が発生すると予想される
日時より前から当該分岐後に本サービスの安定稼働環境の確認を終えるまでの間、取引及び送付・預
入等の本サービスの利用を一時的に停止する等必要な措置をとる場合があります。

２

前項の本サービスの一時停止及び本サービスの再開については、当社は、当社サイト上での掲載又
は当社が別途定める方法で、速やかにお客様にお知らせします。本サービスの再開時期についてあら
かじめ定めずに本サービスを一時停止した場合には、本サービスの再開見込みを、随時、当社サイト
上での掲載又は当社が別途定める方法でお客様にお知らせします。

３

第１項の本サービスの一時停止等の措置を実施した期間中に生じた暗号資産の価格変動によるお
客様の損失（逸失利益を含みますがこれに限られません。）については、当社は責任を負いません。

第 40 条（特定の種類の取引又はサービスに対する暗号資産の分岐の取扱い）
特定の種類の取引又はサービスに対する暗号資産の分岐の取扱いについては、附属約款等で個別に
定めるものとし、お客様はそれに従うものとします。

第 3 章 雑則

第 41 条（著作権）
１

当社サイト又は本サービスにおいて提供されるコンテンツ、情報、写真、その他の著作物は、当社
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又は当該著作物の著作者若しくは著作権者に帰属するものとします。
２

お客様は、当社著作物について複製、転用、公衆送信、譲渡、翻案および翻訳等の著作権等を侵害
する行為を行ってはならないものとします。

第 42 条（ダウンロード等についての注意事項）
１

お客様は、本サービスの利用に際して、当社サイトからのダウンロードその他の方法によりデータ
ファイル又はソフトウェア等を、お客様のコンピュータ等にダウンロードし又はインストールする場
合には、お客様が保有する情報の消滅又は改変、コンピュータ等機器の故障、損傷等が生じないよう
に十分な注意を払うものとします。

２

当社は、当社が提供するデータファイル又はソフトウェア等のダウンロード又はインストールに関
して、情報の消滅、機器の故障等が生じたとしても責任を負わないものとします。

第 43 条（準拠法及び合意管轄）
１

本約款及び附属約款等は、日本国の法律に準拠し解釈されるものとします。

２

お客様と当社との本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の合意専属管轄と
します。

第 44 条（クーリングオフ）
本サービスを利用して行う暗号資産の取引については、お客様はクーリングオフを行えません。

第 45 条（分離可能性）
本約款又は附属約款等において定めた用語又は条項の一部が違法又は無効と判断される場合であっ
ても、それ以外の用語又は条項は当然に有効であり、準拠法の範囲内で最大限の効力を有するものとし
ます。
【2016 年 5 月 27 日制定】
【2017 年 5 月 10 日改訂】
【2018 年 7 月 13 日改訂】
【2019 年 11 月 5 日改訂】
【2020 年 5 月 1 日改訂】
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暗号資産現物取引に関する説明書
本説明書は、暗号資産の売買等のリスクや概要等を、お客様にご理解いただくためのものです。
暗号資産取引には様々なリスクが存在しますので、暗号資産取引の特徴、仕組み及びリスクにつ
いて十分にご理解いただき、これらに異議なくご承諾の上、お客様のご判断と責任において取引を
行ってくださいますようお願いいたします。
本説明書の内容をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認くださ
い。

１．暗号資産現物取引のリスク
①価格変動リスク
暗号資産は、法定通貨ではなく、法定通貨に基礎づけられたものでもありません。
暗号資産の価値は日々刻々と変動しています。暗号資産の価値は、物価、法定通貨、証券市
場、商品市場等の他の市場の動向、天災地変、戦争、政変、同盟罷業、法令・規制の変更、他
の類似の暗号資産の普及、その他の将来予期せぬ事象や特殊な事象等による影響を受ける可
能性があります。
そのため、お客様が保有する暗号資産の価値やお客様の暗号資産取引の価格が急激に変動又
は下落する可能性があります。
また、暗号資産の価値が購入時の価格を下回るおそれがあること、又は零（ゼロ）になる可
能性があることも重ねてご認識下さい。

②営業時間リスク
当社の営業時間外（メンテナンス時間中を含みます）で暗号資産の取引価格が大きく変動す
る場合があります。当社の営業時間外で暗号資産の取引ができない場合であっても、当社は一
切の責任を負いません。

③流動性リスク
市場動向や取引量等の状況により、暗号資産の取引が不可能若しくは困難となる、又は著し
く不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。

④ブロックチェーン（レジャー）によるリスク
暗号資産の取引では、十分な取引確認（ブロックチェーン（レジャー）での取引の認証）が
完了するまで、取引が成立せず、一定時間保留状態が続きます。
当社を利用した暗号資産の現物取引の約定の際には、ブロックチェーン（レジャー）での取
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引認証は必要としておりませんが、当社とお客様との間の暗号資産の移転においては、この認
証が必要となる場合があります。そのため、ブロックチェーン（レジャー）において十分な取
引確認がとれるまで、お客様の取引が口座残高へ反映されない可能性や、当社とお客様との間
の暗号資産の移転がお客様の期待する時間内に完了しない可能性、また、お客様の取引がキャ
ンセルされる可能性があります。

⑤手数料・費用等の変更によるリスク
当社は、将来、取引等に係るルール等を変更する可能性があります。とりわけ、手数料・費
用等を、経済情勢の変動、法令・規制の変更その他の事情により変更する場合があります。

⑥相対取引にかかるリスク
本取引は、当社とお客様との相対取引になります。当社がお客様に提示する本取引の価格は、
当社が独自に提示する価格です。そのため、当社が提示する価格は、同一ではなく、不利な価
格で取引が成立する可能性もあります。また、当社の信用状況または当社のカバー取引先の信
用状況によっては、お客様に損害が発生するおそれがあります。
当社の保有するポジションの状況によっては、必ずしも市場動向と同様の価格を提示しない
場合があります。

⑦取引、注文にかかるリスク
成行注文または指値（逆指値）注文では、市場価格の変動により取引画面の提示価格よりも
お客様に有利な価格で取引が成立する場合もあれば、不利な価格で取引が成立する場合もあ
りえます。不利な価格で取引が成立した場合は、意図せざる損失を被ることがあり、また、そ
の際に不足金が発生することがあります。特に大きな数量の注文の場合、不利な価格で成立す
る可能性が高くなるのに加えて、取引自体が不成立となる可能性があります。
損失を限定させるための逆指値注文は、本取引の価格が一方向にかつ急激に変動する場合な
どには、有効に機能しないことがあります。
成行注文または指値（逆指値）注文は、お客様の注文を当社システムで受け付けた順に執行
します。
成行注文の約定価格は、原則、当社システムにて注文を受け付けた時点での、当社システム
における配信価格（当社がお客様向けに配信する取引価格）を以って約定します。配信価格は、
その時点での市場価格等を参照価格とし、当社の保有するポジションの状況を勘案した上で、
当社システムにて作成し配信されます。
また、お客様が注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と実際の
約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、お客様の端末と当社シ
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ステムの間の通信及び当社システムがお客様の注文を受け付けた後の約定処理に要する時間
の経過に伴い発生するものです。当該価格差は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な
場合もあります。

⑧システムリスク
お客様が行う取引は、電子取引システムを利用する取引です。お客様が注文の入力を誤った
場合、意図した注文が約定しない、又は意図しない注文が約定する可能性があります。当社又
はお客様ご自身の通信・システム機器の故障、通信障害など様々な原因で一時的又は一定期間
にわたって電子取引システムを利用できない状況が起こる可能性、あるいはお客様の注文指
示の当社システムへの遅延・未着により注文が無効となる可能性があります。また、電子取引
システム障害時には、お客様からの注文を受け付けず、また、お客様の取引執行を中止するこ
とがあります。
市場が急激に変動した場合などには、価格情報が遅れ気味となり電子取引システム上の価格
情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。
電子取引システムでは、電子認証に用いられるログイン ID やパスワードなどの情報が、窃
盗・盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することによってお客様に損失が
発生する可能性があります。
外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、お客様の取引に支障が生じるリスクがあ
ります。システム障害とは、当社のサービスを提供するためのシステムに明らかな不具合（回
線の障害やお客様のパソコン等の不具合は含まれません）が発生していると当社が判断した
場合をいうものとします。
システムの緊急メンテナンス・システム障害などによる機会損失（お客様の注文の受付がで
きず、お客様が注文する機会を逸したことにより、本来であれば得られたであろう利益を逸し
た等）につきましては、お客様が発注しようとしたご注文の内容を当社において特定ができな
いため、過誤訂正処理を行うことができませんのであらかじめご了承ください。
システムが算出している暗号資産の購入又は売却に係る価格が異常値となる可能性があり
ます。異常値での取引成立があったと当社が判断した場合、当社の判断で当該取引を取り消さ
せていただくことがございますのであらかじめご了承下さい。

⑨破綻リスク
外部環境の変化（暗号資産に対する法規制の変更を含みます）、当社の財務状況の悪化、当社
にシステムその他の必要なサービスを提供する委託先等の破綻等によって、当社の事業が継
続できなくなる可能性があります。当社が事業を継続できなくなった場合は、お客様の資産に
ついての対応を含め、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法等の適用ある法令に基づき手
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続きが行われます。
当社が倒産した場合には、利用者から預託された金銭及び暗号資産は、当社の倒産財産に組
み込まれ、利用者の財産の全部又は一部を利用者に対して返還できない可能性があります。
当社が盗難その他の理由により利用者から預託された暗号資産を紛失し、利用者へ補てんを
行わなければならない事態が生じた場合、当社の財政が破綻し、利用者に十分な補てんを行う
ことができない可能性があります。
なお、当社は、お客様から金銭や暗号資産の預託を受けることがありますが、お客様からお
預かりした資産については、自己の資産とは分別して管理しております。

⑩法令、規則、税制等の変更に伴うリスク
将来において、本取引にかかる法令、規則、税制等が変更され、現状よりお客様にとって不
利な取扱いとなる可能性があります。

２．金銭・暗号資産の分別管理方法について
①金銭の分別管理方法
当社は、お客様から預託を受けた金銭と当社の固有財産である金銭とを明確に区分し、どの
お客様の金銭であるかが直ちに判別できる状態で管理しております。また、お客様から預託を
受けた金銭の管理は、預金銀行の預金にて管理しており、投資者保護の観点から、当社の破綻
時にお客様の預り金等を全額円滑に返還することができるよう、お客様の預り金等（顧客口）
と当社の金銭（自己口）を明確に分別して管理しております。なお、お客様から預託を受けた
金銭は、顧客区分管理必要額を日次で算定し日証金信託銀行株式会社に金銭信託しておりま
す。お客様の預託を受けたその他の金銭は株式会社イオン銀行、株式会社ジャパンネット銀
行、株式会社東京スター銀行、株式会社ゆうちょ銀行、住信 SBI ネット銀行株式会社に預託
しております。

②暗号資産の分別管理方法
当社は、お客様から預託を受けた暗号資産と当社の固有財産である暗号資産とを明確に区分
し、どのお客様の暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理しております。また、暗号
資産の分別保管の方法として、
「コールド・ウォレット」と「ホット・ウォレット」の両方式
を採用しております。
コールド・ウォレット方式は、インターネット等の外部のネットワークや当社内のネットワ
ークにも接続されていないオフラインで保管しております。また、ホット・ウォレット方式は、
オンライン上で保管しております。
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３．暗号資産現物取引の概要
注文の種類

ストリーミング注文（成行・指値）
、シングル注文（成行・指値）、
逆指値注文（成行）

取引単位

BTC（ビットコイン）

： 0.0001BTC

BCH（ビットコインキャッシュ）

： 0.0001BCH

ETH（イーサリアム）

： 0.0001ETH

LTC（ライトコイン）

： 0.01LTC

XRP（リップル）

： 0.01XRP

各暗号資産の最低注文数量は、最小取引単位数量からとなります。
注文時間

24 時間 365 日

（毎取引日 16：00~16：10 除く）

※臨時メンテナンス時を除く
約定時間

24 時間 365 日

（毎取引日 16：00~16：10 除く）

※臨時メンテナンス時を除く
１注文あたりの上限値

指値注文は、１注文あたりの上限値を設けておりませんが、成行注文（逆
指値を含む）は、以下の１注文あたりの上限値を設けております。

1 日あたりの売却数量の上限値

BTC（ビットコイン）

： 30BTC

BCH（ビットコインキャッシュ）

： 20BCH

ETH（イーサリアム）

： 100ETH

LTC（ライトコイン）

： 100LTC

XRP（リップル）

： 30,000XRP

１日あたりの売却可能な数量は、下記の範囲となります。
BTC（ビットコイン）

： 500BTC

BCH（ビットコインキャッシュ）

： 5,000BCH

ETH（イーサリアム）

： 10,000ETH

LTC（ライトコイン）

： 50,000LTC

XRP（リップル）

： 5,000,000XRP

但し、当社の判断で変更する場合があります。

注文の有効期限

GTC のみ
GTC は、Good Till Cancel の略で、取引が成立するかお客様が取消にな
るまで無期限で有効な注文のことをいいます。

保有制限

無制限
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注文の訂正･取消

指値注文・逆指値注文は、訂正（金額・数量）ならびに取消が可能であ
り、成行注文は、注文が成立する前であれば取消が可能です。
注文の成立と訂正または取消が同時に行われ、注文が成立した場合は、
注文の成立が優先されますので、ご了承ください。

執行数量条件

①成行注文は、FAK（フィル・アンド・キル）
一部約定した場合、未約定の残数量を失効させる条件
②指値注文は、FAS（フィル・アンド・ストア）
一部約定した場合、未約定の残数量を有効とする条件
③逆指値注文は、FAK（フィル・アンド・キル）
一部約定した場合、未約定の残数量を失効させる条件

逆指値の注文条件

当社の逆指値注文は、
「成行注文」のみとなります。

計算区域

前取引日 16 時 00 分から当日 16 時 00 分までを計算区域とします。

取引受渡日

約定日の翌営業日
約定日が土日の場合は、金曜日の取引と合算し、月曜日が受渡日となり
ます。

取引金額、諸費用等の支払い方法

BITPoint 総合口座の預り金より引き落とします。

1 日当たりの出金額上限

1 日あたりの出金限度額は、5 億円とします。
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◆ 送付・預入（送金・受金）について
送付・預入（送金・受金）対象暗

BTC（ビットコイン）、BCH（ビットコインキャッシュ）、ETH（イー

号資産

サリアム）、LTC（ライトコイン）、XRP（リップル）

送付・預入（送金・受金）手数料

無料

送付（送金）最小数量

BTC（ビットコイン）

： 0.01BTC

BCH（ビットコインキャッシュ）

： 0.02BCH

ETH（イーサリアム）

： 0.1ETH

LTC（ライトコイン）

： 0.1LTC

XRP（リップル）

： 10XRP

BTC（ビットコイン）

： 200BTC

BCH（ビットコインキャッシュ）

： 1,000BCH

ETH（イーサリアム）

： 4,000ETH

LTC（ライトコイン）

： 5,000LTC

XRP（リップル）

： 1,000,000XRP

送付（送金）最大数量

預入（受金）最小制限

下限なし

預入（受金）最大制限

上限なし

送付（送金）の訂正・取消

送付（送金）依頼完了後の訂正・取消はできません。
送付（送金）先アドレス・宛先タグ（XRP のみ）・送付（送金）額・対
象通貨は、お間違いの無いようご確認の上、ご依頼ください。

預入（受金）の訂正・取消

預入（受金）後の訂正・取消はできません。
ご送付（送金）の際は、送付（送金）先が対象の暗号資産の、お客様専用
の預入（受金）アドレスであることをご確認ください。

送付（送金）所要時間

送付の依頼は取引受渡日に可能とします。つまり、暗号資産を購入した
営業日の 16 時以降に可能となります。営業日は平日の 16 時に翌営業日
に切替えます。土日祝日は取引受渡日となりませんので予めご了承くだ
さい。金曜日の 16 時以降に購入した暗号資産が送金可能となるのは日
曜日の 16 時以降となります。月曜日が祝日の場合は火曜日が平日であ
れば月曜日の 16 時以降可能となります。各暗号資産の送付（送金）にか
かる時間につきましては、ブロックチェーン（レジャー）におけるトラン
ザクションの状況により変化いたしますので、一定ではございませんの
でご注意ください。

預入（受金）額の残高反映

BTC（ビットコイン）、BCH（ビットコインキャッシュ）、ETH（イーサ
リアム）、LTC（ライトコイン）、XRP（リップル）は、お客様の預入（受
金）アドレス宛の送付（送金）情報がブロックチェーン（レジャー）に更
新され次第、即座に口座残高へ反映されます。
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XRP（リップル）を送付（送金） 送付（送金）した XRP を預入（受金）するアドレスが初めて預入（受金）
される場合の注意点

する場合、レジャー上でアドレスを有効化するための費用として 20XRP

アドレス有効化費用について

が預入（受金）者負担で発生します。アドレス有効化費用が預入（受金）
した数量から徴収されますので XRP の送付（送金）元から送られた数量
が 20XRP 未満の場合、送付（送金）はエラーとなり送付（送金）元へ返
金（返送）されます。

XRP（リップル）を送付（送金） 「宛先タグ」は預入（受金）先が、アドレスに対して任意で設定するお客
される場合の注意点

様を特定するための数字です。

XRP（リップル）宛先タグについ

宛先タグが必要な外部アドレスに対して、宛先タグなしで送金した場合、

て

預入（受金）先がお客様を特定できず、お客様の資産が失われる恐れがあ
ります。宛先タグの入れ忘れがないよう十分ご注意ください。
万が一宛先タグを忘れて送付（送金）した場合は、送付（送金）先にご確
認ください。

送付（送金）停止に関する留意事

ゴールデンウィークや年末年始等の連休期間中は、長期にわたり送付（送

項

金）の依頼ができなくなることもあります。ご留意ください。利用者様か
らの送付依頼が重なり、送付（送金）件数が増加した場合は、一時的に送
付（送金）停止措置を取らせていただく場合がございますので、予めご了
承ください。

◆ 手数料について
項目

手数料

口座管理料

無料

取引手数料

無料

法定通貨（JPY）即時入金サービス

無料

法定通貨（JPY）入金

お客様負担（振込手数料実費分）

法定通貨（JPY）出金

お客様負担（振込手数料実費分）
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４．当社の概要について
商号

株式会社ビットポイントジャパン

商号英文表示

BITPoint Japan Co., Ltd.

代表者

代表取締役社長 小田 玄紀

本店所在地

〒106-6236
東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 36F

設立日

2016年３月３日

資本金等

58億3,000万円（資本金準備金含む）

主要株主

株式会社リミックスポイント

暗号資産交換業者

関東財務局長 第00009号

貸金業者登録番号

東京都知事（1）第31660号

加入協会

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
公益社団法人 日本監査役協会

※株式会社ビットポイントジャパン

カスタマーセンター

●フリーダイヤル：0120-004-430
●お問い合せ

： https://faq.bitpoint.co.jp/form/contact.html

●Email

：support@bitpoint.co.jp

●受付時間

：平日９時 ～ １７時（土日、祝日、年末年始の休業日を除く）
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５．紛争解決について
当社は、当社とお客様の間で苦情等の解決が図れない場合などに、お客様の必要に応じ、紛争の
解決手段として外部機関等をご利用できるように次の弁護士会と金融分野における裁判外紛争解
決手続に関する協定書を締結しています。

東京弁護士会

名称
所在地
電話番号

第一東京弁護士会

第二東京弁護士会

名称

東京弁護士会 紛争解決センター
〒 100-0013

東京都千代田区霞ヶ関１－１－３ 弁護士会館

03-3581-0031
第一東京弁護士会 仲裁センター

所在地

〒 100-0013

電話番号

03-3595-8588

名称
所在地
電話番号

東京都千代田区霞ヶ関１－１－３ 弁護士会館

第二東京弁護士会 仲裁センター
〒 100-0013

東京都千代田区霞ヶ関１－１－３ 弁護士会館

03-3581-2249

苦情相談先
日本暗号資産取引

名称

業協会

所在地

一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
〒102-0082

東京都千代田区一番町 18 番地

川喜多メモリアル

ビル 4F
電話番号
サイト
受付時間

03-3222-1061
https://jvcea.or.jp/contact/form-contact/
平日９時半～１７時（祝日（振替休日を含む）、年末年始（１２月
２９日～１月 3 日）を除く）
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暗号資産交換取引に関する禁止行為
暗号資産交換業者またはその役員もしくは使用人は、金融商品取引法、資金決済に関する法律お
よびこれらの関連法令により、顧客を相手方とした暗号資産交換取引（暗号資産デリバティブ取引
を含みます。以下同じです。）、または顧客のために暗号資産交換取引の媒介、取次ぎもしくは代理
を行う行為（以下併せて「暗号資産交換取引行為」といいます。）に関して、次のような行為が禁止
されていますので、ご注意下さい。
①

暗号資産交換契約（顧客を相手方とし、または顧客のために暗号資産交換取引行為を行うこと

を内容とする契約をいいます。以下同じです。）の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽の
ことを告げる行為
⓶

暗号資産交換契約の締結もしくはその勧誘またはその行う暗号資産交換業に関する広告に関し

て、顧客に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質等の重要な事項に関す
る表示をする行為③

顧客に対し、暗号資産交換業者の商号、暗号資産交換業者である旨および登

録番号、暗号資産の性質等の重要な事項を明瞭かつ正確に表示しないで暗号資産交換契約の締結の
勧誘を行う行為
④

顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそ

れのあることを告げて暗号資産交換契約の締結を勧誘する行為
⑤

暗号資産交換契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、

暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為（ただし、暗号資産交換業者が継続的取引関係にある顧
客（勧誘の日前１年間に、２以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行った者に限りま
す。）に対する勧誘は禁止行為から除外されます。）
⑥

暗号資産交換契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の

有無を確認することをしないで勧誘をする行為（ただし、暗号資産交換業者金融商品取引業者が継
続的取引関係にある顧客（勧誘の日前１年間に、２以上の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交
換を行った者に限ります。）に対する勧誘は禁止行為から除外されます。）
⑦

暗号資産交換契約の締結につき、顧客があらかじめ当該暗号資産交換契約を締結しない旨の意

思（当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。）を表示した
にもかかわらず、当該勧誘をする行為、または勧誘を受けた顧客が当該暗号資産交換契約を締結し
ない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
⑧

暗号資産交換契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または

訪問により勧誘する行為
⑨

暗号資産交換取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利
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益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または
補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した
者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
⑩

暗号資産交換取引について、自己または第三者が当該暗号資産交換取引について生じた顧客の

損失の全部もしくは一部を補てんし、または当該暗号資産交換取引行為について生じた顧客の利益
に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定し
た者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
⑪

暗号資産交換取引について、当該暗号資産交換取引について生じた顧客の損失の全部もしくは

一部を補てんし、または当該暗号資産交換取引について生じた顧客の利益に追加するため、当該顧
客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
⑫

暗号資産取引行為を行うにあたっての重要事項の説明に際し、顧客の知識、経験、財産の状況

および暗号資産交換取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法お
よび程度による説明をしないなど、不適当と認められる勧誘を行うこと
⑬

暗号資産交換契約の締結またはその勧誘に関して、暗号資産の性質等重要な事項につき誤解を

生ぜしめるべき表示をする行為
⑭

暗号資産交換契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、ま

たは顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為（第三者をして特別の利益の提供を約さ
せ、またはこれを提供させる行為を含みます。）
⑮

暗号資産交換契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為

⑯

暗号資産交換契約に基づく暗号資産交換取引行為をすることその他の当該暗号資産交換契約に

基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
⑰

暗号資産交換契約に基づく顧客の計算に属する金銭、暗号資産、有価証券その他の財産または

委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
⑱

暗号資産交換契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客

を集めて当該暗号資産交換契約の締結を勧誘する行為
⑲

あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により暗号資産交換取引（暗号資産等清算の

取次ぎを除きます。）をする行為
⑳

金融商品取引業者の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。）も

しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の暗号資産交換取引に係る注文の動向その
他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として暗号資産交換
取引をする行為
㉑

暗号資産交換取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、暗号資
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産の銘柄、数量および価格（暗号資産デリバティブ取引にあってはこれらに相当する事項）のうち
同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあ
らかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引
を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと
（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を
除きます。）
㉒

暗号資産交換取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う暗号資産交換取引の売付または買

付その他これに準ずる取引と対当する取引（これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をい
います。）の勧誘その他これに類似する行為をすること
㉓

暗号資産デリバティブ取引につき、顧客が預託する証拠金または保証金の額（計算上の損益を

含みます。）が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額（想定元本の25％）、顧客が法人の場
合は約定時必要預託額に、それぞれ不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預
託させることなく当該取引を継続すること
㉔

暗号資産デリバティブ取引につき、営業日毎の一定の時刻における顧客が預託した証拠金また

は保証金の額（計算上の損益を含みます。）が、顧客が個人の場合は金融庁長官が定める額、顧客が
法人の場合は維持必要預託額に、それぞれ不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させるこ
となく取引を継続すること
㉕

顧客にとって不利なスリッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にと

って不利な場合）には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なス
リッページが発生する場合（注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合）にも、顧
客にとって不利な価格で取引を成立させること
㉖

顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格

で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること（顧客がスリッページを指定でき
る場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利
な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含みます。）
㉗

顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって

有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
㉘

暗号資産交換取引の対象となる暗号資産の関係者（暗号資産の発行者または管理者、その関係

会社、これらの主要株主、発行者・管理者およびその関係会社の役員、その配偶者・同居者、ならび
に発行者・管理者およびその関係会社の従業者等をいいます。）が当該暗号資産に関する未公表の
重要事実（以下「暗号資産関係情報」といいます。）があることを知りながら行う暗号資産交換取引
行為であることまたはそれに該当するおそれのあることを知りながら、当該暗号資産取引の受託等
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を行うこと
㉙

暗号資産交換取引行為について、顧客に対して暗号資産交換取引の対象となる暗号資産関係情

報を提供して勧誘すること
㉚

暗号資産交換取引行為について、暗号資産交換取引の対象となる暗号資産関係情報公表が公表

されたこととなる前に当該暗号資産取引をさせることにより顧客に利益を得させ、または当該顧客
の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該暗号資産取引をすることを勧めて
勧誘すること（前号に掲げる行為を除きます。）
㉛

暗号資産交換取引行為について、暗号資産を支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益

を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行
為
㉜

不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の暗号資産の買付けもしくは売付けもしく

は暗号資産デリバティブ取引またはこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する
行為で、公正な価格（暗号資産デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項）の形成を損なう
おそれがあるものを行うこと
㉝

顧客の暗号資産交換取引に基づく価格、指標、数値または対価の額の変動を利用して自己また

は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、暗号資産
の買付けもしくは売付けもしくは暗号資産デリバティブ取引またはこれらの委託等を一定期間継続
して一斉にかつ過度に勧誘する行為
㉞

顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付けまたは売付けと対当させ、かつ、金銭また

は暗号資産の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付けまたは売付けに係
る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付けまたは買付けをする行為
㉟

暗号資産等の相場または相場もしくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、または取引

高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係る暗号資産の売買もしくは他の暗号資産との交
換またはこれらの申込みもしくは委託等をする行為
㊱

暗号資産等の相場または相場もしくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、または取引

高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産
等に係る暗号資産の売買もしくは他の暗号資産との交換またはこれらの申込みもしくは委託等をす
る行為
㊲

自己または第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱うもしくは取扱おうとする暗号

資産または暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、顧客の暗号資産交換取引に係る判断に
影響を及ぼすと認められるもの（すべての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除きま
す。）を、第三者に対して伝達しまたは当該情報を利用する行為（暗号資産交換業の適切かつ確実な
30

遂行に必要なものを除きます。）
㊳

顧客から暗号資産交換取引の委託等を受け、当該暗号資産交換取引を成立させる前に、当該委

託等に係る売買の価格もしくは交換の数量と同一またはそれよりも有利な価格もしくは数量で暗号
資産交換取引を行う行為
㊴

その他、顧客の保護にかけ、または暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼす恐れ

のある行為
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