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第1条（本約款の適用） 

1.このDMM Bitcoin サービス基本約款（以下「本約款」といいます。）は、株式会

社DMM Bitcoin（以下「当社」といいます。）がお客様に提供する暗号資産の売買又

は他の暗号資産との交換、売買の媒介、取次ぎ（以下「現物取引」といいます。）、

暗号資産証拠金取引（以下、「レバレッジ取引）といいます。）、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。）に適用されるものです。 

2.（省略） 

 

第2条（本サービスの利用） 

1.お客様は、本約款及び個別約款等、店頭暗号資産取引説明書（現物）、店頭暗

号資産証拠金取引説明書（レバレッジ）等（以下、総称して「本約款等」とい

います。）に従って、本サービスを利用するものとします。お客様は、本約款

等に同意をしない限り、本サービスを利用することができません。 

2.本約款は、本サービスに関する当社とお客様との間の契約の内容となり、お客様

は、本約款に従い本サービスを利用するものとします。 

3.～4.（省略） 

 

第3条（利用環境の整備等）～第4条（登録情報の届出）（省略） 

 

第5条（ウォレット口座及びトレード口座の開設） 

1.お客様は、当社所定の方法により、円貨の入出金及び暗号資産の入出庫並びに円

貨及び暗号資産を保管するためのウォレット口座、並びに現物取引及びレバレ

ッジ取引を行うためのトレード口座の開設を申込むものとします。本サービス

の申込にあたっては、個人のお客様であること、及び以下の各号の要件をすべて

満たしている必要があります。 

第1条（本約款の適用） 

1.このDMM Bitcoin サービス基本約款（以下「本約款」といいます。）は、株式会

社 DMM Bitcoin（以下「当社」といいます。）がお客様に提供する仮想通貨の売買

又は他の仮想通貨との交換、売買の媒介、取次ぎ、レバレッジ取引、その他仮想通

貨に係る関連サービス（以下「本サービス」といいます。）に適用されるものです。 

 

2.（省略） 

 

第2条（本サービスの利用） 

1.お客様は、本約款及び個別約款、仮想通貨取引説明書等（以下「本約款等」とい

います。）に従って、本サービスを利用するものとします。お客様は、本約款等

に同意をしない限り、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り、本約款等に同意をしたもの

とみなされます。 

3.～4.（省略） 

 

第3条（利用環境の整備等）～第4条（登録情報の届出）（省略） 

 

第5条（本口座の開設） 

1.お客様は、当社所定の方法により、円貨の入出金及び仮想通貨の入出庫並びに円

貨及び仮想通貨を保管するためのウォレット口座（以下「本口座」といいます。）

の開設を申込むものとします。本サービスの申込にあたっては、個人のお客様で

あること、及び以下の各号の要件をすべて満たしている必要があります。 
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 （1）～（8）（省略） 

（9）以下の点を当社所定の様式により確約すること。 

・現在、かつ将来にわたって、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5

年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業（その役職員を含

みます。）、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他

これらに準ずるもの（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しな

いこと。 

・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な

要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は風説を流布し偽計を用

い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害

する行為等を行わないこと。 

・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の

疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 

・未公開情報や内部者情報等を利用したインサイダー取引を行わないこ

と。 

・現在、かつ将来にわたって、公金取扱者となった場合、自己資産（借入金・

生活必要資金は含まない余剰資金）以外で取引を行わないこと。 

※公金取扱者（銀行、農業・漁業の協同組合、クレジットカード会社、

ファイナンス会社、リース会社などのノンバンク、国、地方公共団体

その他公益 機関 、民間企業等における金銭、有価証券等の取扱いに

直接又は間接に関わる者） 

・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当

社が合理的に判断した場合には、当社の提供するサービスの利用申込み

が受理されず、取引が停止され、又は通知によりウォレット口座及びト

レード口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより

（1）～（8）（省略） 

（9）以下の点を当社所定の様式により確約すること。 

・現在、かつ将来にわたって、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動

等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの（以下「反社

会的勢力」といいます。）に該当しないこと。 

 

・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要

求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は

風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若し

くは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。 

・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑

いのある取引に利用するために取引を行わないこと。 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社

が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により本口座が解約され

ても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、

全て自分の責任とすること。 
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損害が生じた場合でも、当社に故意又は過失がない限り、全てお客様の

責任とすること。 

※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と合

理的に認めたものを含みます。 

 （10）～（20）（省略） 

2.～7.（省略） 

 

第6条（ログイン ID とパスワードの管理）～第10条（暗号資産の入出庫）（省略） 

 

第11条（電磁的交付） 

1.（省略） 

2.当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものと

します。 

（1）契約締結前交付書面等（本約款、店頭暗号資産取引説明書（現物）、店頭

暗号資産証拠金取引説明書（レバレッジ）） 

（2）取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書（日次） 

（3）取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書（月次） 

（4）期間損益報告書 

3.お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が

推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト及び

当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。 

 

第12条（通知）～第13条（電話の録音）（省略） 

 

第14条（預託証拠金） 

 

 

※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認

めたものを含みます。 

 （10）～（20）（省略） 

2.～7.（省略） 

 

第6条（ログイン ID とパスワードの管理）～第10条（仮想通貨の入出庫）（省略） 

 

第11条（電磁的交付） 

1.（省略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

第12条（通知）～第13条（電話の録音）（省略） 

 

（追加） 
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1.お客様は、レバレッジ取引を開始する前にレバレッジ取引により生じるお客様

の債務を担保するため、当社に証拠金を預託するものとします（以下「預託証

拠金」といいます。）。預託証拠金の預託は日本円又は暗号資産により預託する

ことができるものとします。ただし、預託証拠金として預託する暗号資産（以

下「代用暗号資産」といいます。）は暗号資産の価格及び掛目を乗じた額が預

託証拠金として算定されるものとします。代用暗号資産の算定方法につきまし

ては店頭暗号資産証拠金取引説明書（レバレッジ）をご参照ください。 

2.お客様からの預託証拠金の返還依頼は当社所定の方法で行うものとします。 

3.当社はお客様に事前に通知することなく、ポジション必要証拠金の料率を変更

することができるものとします。 

4.お客様が新規の取引を開始するためには、純資産額がポジション必要証拠金額

以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場

合、お客様は注文いただけません。 

5.当社は、レバレッジ引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、預託証拠金

を担保として留保することができるものとします。 

6.当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通

知することなく、担保として留保された預託証拠金をもって当該債務の充当す

ることができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じ

るときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。 

7.お客様からお預かりした預託証拠金、及びレバレッジ取引により生じた売買差

益金その他のレバレッジ取引に関する金銭に対しては、利息が発生しないこと

をあらかじめ承諾するものとします。 

8.お客様は、前各項に定めるほか、レバレッジ取引に係る預託証拠金の取扱いに

ついては契約締結前交付書面、その他当社の定める基準等を遵守するものとし

ます。 
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9.用語の定義は以下のとおりです（以下同じ。）。 

証拠金維持率    ：お客様が保有するポジションに係るポジション必要

証拠金に対する純資産額の比率 

（純資産額－注文証拠金）÷ポジション必要証拠金

×100 

純資産額      ：その時点でトレード口座内に保有する資産額（円評

価された金額） 

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評

価損 

注文証拠金     ：未約定の注文に係る証拠金（円換算された金額） 

買い場合：現在の Bid×数量÷4（レバレッジ 4倍） 

売り場合：現在の Ask×数量÷4（レバレッジ 4倍） 

指値スプレッド評価損：未約定の有効な注文がある場合の当該銘柄の Bidと

Askの価格差に相当する金額 

※取引システムの画面上はマイナス表記となりま

す。 

           （現在の Bid－現在の Ask）×数量 

ポジション必要証拠金：その時点のポジションを持つために必要な証拠金

（円換算された金額） 

買い場合：現在の Bid×数量÷4（レバレッジ 4倍） 

売り場合：現在の Ask×数量÷4（レバレッジ 4倍） 

預託証拠金残高   ：トレード口座内の取引日基準の残高（円貨及び暗号

資産） 

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算

されます。 
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※建玉評価損益は含まれません。 

約定評価損益    ：その時点のポジションに対する評価損益（円換算さ

れた評価額） 

※レバレッジ手数料は含まれます。 

建玉評価損益＋レバレッジ手数料 

建玉評価損益    ：その時点のポジションに対する評価損益（円換算さ

れた評価額） 

※レバレッジ手数料は含まれません。 

買い場合：（現在の Bid－新規約定時の Ask）×数量 

売り場合：（新規約定時の Bidー現在の Ask）×数量 

レバレッジ手数料  ：ポジションに対する手数料（ロールオーバー時に発

生） 

前日終値の仲値×数量×0.04％ 

 

第 15 条（追加証拠金制度及び強制決済（追証ロスカット）） 

1.毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が 100％を下回っていた

場合には、追加証拠金不足額が発生します。追加証拠金不足額が発生した場合

は、当社は次の各号に定める事項を、お客様に通知することなく、当社所定の

方法において実施できるものとします。 

（1）レバレッジ取引の未約定新規注文の取消 

（2）レバレッジ取引の新規注文の停止 

（3）トレード口座からウォレット口座への振替停止 

（4）預託証拠金残高が減少する現物取引の停止 

2.追加証拠金不足額が発生したにも関わらず、所定の期日までに、追加証拠金不

足額が 0 円以上とならない場合には、当社がお客様に事前に通知することな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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く、お客様の計算において現物取引における全ての未約定注文の取消及び保有

する全ての暗号資産を売却、並びにレバレッジ取引における全ての未約定決済

注文の取消及び全ての未決済ポジションを反対売買により強制決済（追証ロス

カット）することとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとしま

す。 

3.追加証拠金不足額が発生した場合において、その後の配信価格の変動により、

お客様の証拠金維持率が 100％以上となったとしても、追加証拠金不足額の解

消とはなりません。 

4.お客様が追加証拠金不足額を当社に差し入れた場合でも、その理由の如何に関

わらずトレード口座への金額の反映が間に合わず、反対売買による強制決済

（追証ロスカット）が執行されることがあることをあらかじめ承諾するものと

します。 

5.お客様は、当社が第 2項の反対売買による強制決済（追証ロスカット）を行っ

た場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差

引くこと、また売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、その差額を当社

が指定する期日までに差入れることをあらかじめ承諾するものとします。 

6.追加証拠金制度及び強制決済（追証ロスカット）の詳細につきましては、店頭

暗号資産証拠金取引説明書（レバレッジ）をご参照ください。 

7.本条及び説明書等で定める証拠金維持率判定時刻、比率、追加証拠金不足額の入

金等の方法、期日等は、当社の判断によって変更することができるものとしま

す。 

 

第16条（ロスカット及び不足金解消取引） 

1.当社が定期的に行う証拠金維持率判定においてトレード口座における証拠金維

持率が当社の定める基準に達した場合、当社は、お客様に事前に通知することな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14条（ロスカット及び不足金解消取引） 

1.当社が定期的に行う証拠金維持率判定においてトレード口座における証拠金維

持率（以下に定める計算式で算定される比率をいいます。以下同じ。）が当社の定
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く、お客様の計算において全ての未約定注文（現物取引における注文を含みま

す。）の取消及び保有する全ての暗号資産を売却、並びに全ての未決済ポジショ

ンを反対売買により差金決済すること（以下「ロスカット」といいます。）とし、

お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。なお、未約定注文が取り

消され、証拠金維持率が当社の定める基準を超える場合にはロスカットは執行

しないものとします。 

2.～7.（省略） 

 

第17条（本サービスの中断及び廃止）（省略） 

 

第18条（本約款の変更） 

1.～2.（省略） 

3.法令等の改廃があった場合は、本約款は改廃後の法令等に従った内容に合理的

に読み替えられるものとします。 

4.当社は、第１項後段の規定に基づき本約款等を変更する場合には、その効力発生

時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本約款等を変更する旨及び当該変

更後の約款の内容並びにその効力発生時期をお客様に通知することとします。 

 

第19条（禁止事項）（省略） 

 

第20条（解約等） 

1.当社は、お客様が第1号、第2号、第11号又は第12号に該当する場合には、事前の

通知、催告等を要することなく、その他の次の各号のいずれかに該当する場合に

は相当期間を定めた催告により、お客様の本サービスの利用の全部若しくは一

部を停止し、又は本サービスを解約することができるものとします。 

める基準に達した場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の未約

定の注文（現物取引に係る注文を含みます。）を全て取り消すとともに、お客様の

計算において全ての未決済ポジションを反対売買により差金決済すること（以下

「ロスカット」といいます。）とし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するもの

とします。なお、未約定注文が取り消され、証拠金維持率が当社の定める基準を超

える場合にはロスカットは執行しないものとします。 

2.～7.（省略） 

 

第15条（本サービスの中断及び廃止）（省略） 

 

第16条（本約款の変更） 

1.～2.（省略） 

（追加） 

 

（追加） 

 

 

 

第17条（禁止事項）（省略） 

 

第18条（解約等） 

1.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知、催告等

を要することなく、お客様の本サービスの利用の全部若しくは一部を停止し、又は

本サービスを解約することができるものとします。 
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 （1）～（13）（省略） 

2.～6.（省略） 

 

第21条（差引計算）（省略） 

 

第22条（遅延損害金の支払い）（省略） 

 

第23条（債権等の譲渡）（省略） 

 

第24条（免責事項）（省略） 

 

第25条（損害賠償についての制限）（省略） 

 

第26条（クーリングオフ）（省略） 

 

第27条（準拠法及び裁判管轄）（省略） 

 

 

平成30年1月11日 制定 

平成30年3月7日 改定 

平成30年6月13日 改定 

平成30年10月1日 改定 

平成30年11月21日 改定 

平成30年12月19日 改定 

令和元年6月5日 改定 

 （1）～（13）（省略） 

2.～6.（省略） 

 

第19条（差引計算）（省略） 

 

第20条（遅延損害金の支払い）（省略） 

 

第21条（債権等の譲渡）（省略） 

 

第22条（免責事項）（省略） 

 

第23条（損害賠償についての制限）（省略） 

 

第24条（クーリングオフ）（省略） 

 

第25条（準拠法及び裁判管轄）（省略） 

 

 

平成30年1月11日 制定 

平成30年3月7日 改定 

平成30年6月13日 改定 

平成30年10月1日 改定 

平成30年11月21日 改定 

平成30年12月19日 改定 

令和元年6月5日 改定 
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令和元年7月10日 改定 

令和元年9月11日 改定 

令和2年4月29日 改定 

 

令和元年7月10日 改定 

令和元年9月11日 改定 

 

 


