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現物取引のリスク等重要事項について 

（省略） 

 

■暗号資産交換業者、第一種金融商品取引業者の商号、登録番号、及び所在地 

株式会社DMM Bitcoin 

暗号資産交換業 関東財務局長 第00010号 

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商） 第3189号 

 

【本社】 

〒103-6010 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階 

 

■加入する協会 

一般社団法人日本暗号資産取引業協会 

 

 

暗号資産取引のリスクについて 

（省略） 

 

現物取引のルール及び概要 

1.取り扱う暗号資産の名称 ～ 14.お取引履歴及びお預かり残高ご確認 

（省略） 

 

15.大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応 

当社は、暗号資産の移転を記録するブロックチェーンの分岐を試みる計画され

たハードフォーク及びハードフォークに伴い新たに発生する暗号資産（以下「新暗

現物取引のリスク等重要事項について 

（省略） 

 

■暗号資産交換業者、第一種金融商品取引業者の商号、登録番号、及び所在地 

株式会社DMM Bitcoin 

暗号資産交換業 関東財務局長 第00010号 

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商）取得予定 

 

【本社】 

〒103-6010 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階 

 

■加入する協会 

一般社団法人日本暗号資産取引業協会（旧一般社団法人日本仮想通貨交換業協会） 

（令和2年5月1日の協会の定款変更時から変更となる予定です。） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

（省略） 

 

現物取引のルール及び概要 

1.取り扱う暗号資産の名称 ～ 14.お取引履歴及びお預かり残高ご確認 

（省略） 

 

15.大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応 

当社は、暗号資産の移転を記録するブロックチェーンの分岐を試みる計画され

たハードフォーク及びハードフォークにともない新たに発生する暗号資産（以下
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号資産」といいます。）について、以下のとおり対応いたします。 

 

（1）計画されたハードフォークへの対応について 

①当社は、ハードフォークの計画に関する情報収集に努め、ハードフォークの発

生時期、ハードフォークの内容、ハードフォークを計画する主体、ハードフォ

ークの目的及び期待する効果、ハードフォークによりお客様に生ずるリスク

など、お客様が暗号資産の利用を判断するために必要とする情報を適宜、お客

様に提供いたします。 

②当社は、ハードフォークによりお客様資産の保全及びお客様との取引の履行

に何らかの支障が生ずると当社が判断した場合には、ハードフォークの発生

に備えてあらかじめ一部の業務を一時停止するなど、お客様資産の保全及び

お客様との取引を確実に履行するために必要な措置を講じます。また、一時停

止の解除につきましては、暗号資産の移転を記録するブロックチェーンの安

定等が確保されたことを当社にて判断した上で実施いたします。 

③当社は、ハードフォークに関連し、業務を一時停止する場合、及び停止した業

務を再開する場合は、あらかじめ当社WEBサイトにてご案内いたします。 

④当社は、ハードフォークの発生に伴い業務を一時停止した場合、停止期間中に

生じた当該暗号資産の価格変動によるお客様の損失については、当社に故意

又は過失がない限り、責任を負いません。 

 

（2）新暗号資産の利用者への付与について 

①当社は、ハードフォークによりブロックチェーンを支える機能が新暗号資産

に割譲されたことに伴い、ハードフォークの基となる暗号資産（以下、「オリ

ジナル暗号資産」といいます。）の価値が新暗号資産に移転したと認められる

場合には、原則として、ハードフォークにより組成された新暗号資産をお客様

「新コイン」といいます。）について、下記のとおり対応いたします。 

 

（1）計画されたハードフォークへの対応について 

・ハードフォークによりお客様資産の保全及びお客様との取引の履行に何らか

の支障が生ずると当社が判断した場合には、ハードフォークの発生に備えて

あらかじめ一部の業務を一時停止するなど、必要な措置を講じます。また、一

時停止の解除につきましては、暗号資産の移転を記録するブロックチェーン

の安定等が確保されたことを当社にて判断した上で実施いたします。 

・ハードフォークの発生に伴い行った業務の一時停止期間中に生じた当該暗号

資産の価格変動によるお客様の損失については、当社は、当社に故意又は過失

がない限り、責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）新コインの利用者への付与について 

・当社の判断により新コインをお客様に付与しない場合があります。また、付与

する場合にあっては新コインの流通上の安全性等を確認するためにハードフ

ォークの直後には付与することができない場合があります。 

・新コインのお客様への付与、その他お客様の資産保全のために必要な措置に伴
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に付与いたします。ただし、以下「②当社の新暗号資産付与の判断基準」に定

める事項を満たしていない場合等、新暗号資産をお客様に付与することが適

切でないと当社が判断した場合を除きます。また、付与する場合にあっては新

暗号資産の流通上の安全性等を確認するためにハードフォークの直後には付

与することができない場合があります。 

②当社の新暗号資産付与の判断基準 

・新暗号資産について、第三者による不正な移転を防止する措置が講じられて

いること。 

・新暗号資産について、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。 

・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。 

・新暗号資産を計画する者に違法行為の疑いがないこと。 

・新暗号資産を計画する者に反社会的行為に携わっているもの、又は反社会的

勢力との関わりがあるものが行っていないこと。 

・その他、当社の裁量により、新暗号資産の取扱いに問題がないと認められる

こと。 

③当社は、新暗号資産の付与に代え、新暗号資産相当額の金銭をお客様に交付す

ることがあります。この場合、調整金の額は、原則としてLPにおける新暗号資

産の市場価格を基準とし、当社が独自に定めるものといたします。 

④当社は、③の措置を講じる場合を除き、お客様の保有するオリジナル暗号資産

から生じる新暗号資産を当社がお客様に代わって自らが所有するものとして

取得又は処分を行わないものといたします。 

⑤当社が新暗号資産の付与又は新暗号資産相当額の金銭の交付を行うと判断し

た場合であっても、ハードフォークが発生した時点から新暗号資産の付与時

点又は新暗号資産相当額の金銭の交付時点までの間、継続して当社との利用

い生じた費用を、お客様へ請求する場合があります。 
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契約を締結していたお客様以外のお客様は、付与又は交付の対象とならない

ことがあります。 

⑥新暗号資産のお客様への付与、その他お客様の資産保全のために必要な措置

に伴い生じた費用を、お客様へ請求する場合があります。 

 

（3）お客様への告知方法について 

本対応におけるお客様への告知及び情報は、当社WEBサイト等にてご案内いたし

ます。 

 

16.課税上の取扱い ～ 17.苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

令和2年4月29日 制定 

（本説明書に記載のある日証金信託銀行による金銭信託は、「情報通信技術の進展

に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正

する法律」（令和元年法律第28号）の施行日である令和2年5月1日より効力を有する

ものとします。） 

 

令和2年6月10日 改定 

 

現物取引行為に関する禁止行為 

暗号資産交換業業者は、資金決済法により、顧客を相手方とした現物取引、又は

顧客のために現物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為（以下、「現物取引

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。お客様にお

かれましては、以下のi～kの行為を暗号資産交換業者又は第三者に要求する行為

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

16.課税上の取扱い ～ 17.苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

令和2年4月29日 制定 

（本説明書に記載のある日証金信託銀行による金銭信託は、「情報通信技術の進展

に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正

する法律」（令和元年法律第28号）の施行日である令和2年5月1日より効力を有する

ものとします。） 

 

（追加） 

 

（追加） 
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は禁止されておりますので、ご留意ください。また、nに記載のとおり、金融商品

取引法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項、第2項に掲げ

る行為につきましては、お客様におかれましても禁止されている行為ですのでご

留意ください。 

 

a.暗号資産交換業の利用者を相手方として暗号資産交換契約（利用者を相手方と

し、又は利用者のために現物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。）の締結又はその勧誘（以下「暗号資産交換契約の締結等」とい

います。）をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等についてその

相手方を誤認させるような表示をする行為 

b.暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性

質等について人を誤認させるような表示をする行為 

c.暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又は暗号資産交換業に関して広告を

するに際し、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 

d.暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又は暗号資産交換業に関して広告を

するに際し、利用者に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産

の性質又は暗号資産交換業者に関する内閣府令第19条各号に掲げる事項に関す

る表示をする行為 

e.利用者に対し、資金決済法第63条の9の2各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表

示しないで（書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、同条

第3号及び第18条各号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文

字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないこと

を含みます。）暗号資産交換契約の締結の勧誘をする行為 
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f.暗号資産交換契約の締結の勧誘の要請をしていない利用者に対し、訪問し又は

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 

g.暗号資産交換契約の締結につき、その勧誘に先立って、利用者に対し、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 

h.暗号資産交換契約の締結につき、利用者が当該暗号資産交換契約を締結しない

旨の意思（当該暗号資産交換契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の

意思を含みます。）を表示したにもかかわらず、当該暗号資産交換契約の締結の

勧誘をする行為 

i.現物取引について、利用者に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額

の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一

部を補てんし、又は補足するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供

する旨を、当該利用者又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、

又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 

j.現物取引について、自己又は第三者が当該取引について生じた利用者の損失の

全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加

するため当該利用者又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該利用者又

はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、

若しくは約束させる行為 

k.現物取引について、当該取引について生じた利用者の損失の全部若しくは一部

を補てんし、又はこれらについて生じた利用者の利益に追加するため、当該利用

者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為 

l.暗号資産交換契約の締結につき、利用者の知識、経験、財産の状況及び暗号資産

交換契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘をする行為 

m.利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤

解させるおそれのある表示をする行為 
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n.利用者が金融商品取引法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24

第1項若しくは第2項の規定に違反する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交

換（これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含みます。）を行う

おそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為 

o.暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動

させ、又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

売買若しくは他の暗号資産との交換又はこれらの申込み若しくは委託等をする

行為 

p.暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動

させ、又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又は他の暗号資産

との交換の受託等をする行為 

q.自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その取り扱う若しくは取り扱

おうとする暗号資産又は当該暗号資産交換業者に関する重要な情報であって、

利用者の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼす

と認められるもの（当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業のすべての利

用者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、又は利用する行為（当該暗号資産交換業者の行う暗号資産交換業の適

正かつ確実な遂行に必要なものを除きます。） 

r.利用者から暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の委託等を受け、当該委

託等に係る売買又は交換を成立させる前に、自己又は第三者の利益を図ること

を目的として、当該委託等に係る売買の価格若しくは交換の数量と同一又はそ

れよりも有利な価格若しくは数量で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

をする行為 

s.利用者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
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格の方が利用者にとって不利な場合）には、利用者にとって不利な価格で取引を

成立させる一方、利用者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利用者にとって有利な場合）にも、利用者にとって不利

な価格で取引を成立させること 

t.利用者にとって不利な価格で成立させるスリッページの範囲を、利用者にとっ

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

（利用者がスリッページを指定できる場合に、利用者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、利用者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。） 

u.利用者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の上限

を、利用者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 

 


