令和 3 年 7 月 28 日
株式会社 DMM Bitcoin
店頭暗号資産証拠金取引説明書（レバレッジ）
新旧対照表
新

旧

お客様が株式会社 DMM Bitcoin（以下「当社」といいます。）と暗号資産の証拠金

お客様が株式会社 DMM Bitcoin（以下「当社」といいます。）と暗号資産の証拠金

取引（以下「レバレッジ取引」といいます。
）を行うにあたっては、本説明書を

取引（以下「レバレッジ取引」といいます。
）を行うにあたっては、本説明書を

十分にお読みいただき、その内容をご理解いただいたうえで、レバレッジ取引を

十分にお読みいただき、その内容をご理解いただいたうえで、レバレッジ取引を

開始してくださいますようお願い申し上げます。

開始してくださいますようお願い申し上げます。

（中略）

（中略）

トレード口座に振り替えられた金銭又は暗号資産並びにトレード口座内で購入

トレード口座に振替られた金銭又は暗号資産は、一元的にレバレッジ取引の預託

した暗号資産は、一元的にレバレッジ取引の預託証拠金として扱います。

証拠金として扱います。

従いまして、トレード口座における現物暗号資産購入額は預託証拠金残高（の一

従いまして、トレード口座における現物暗号資産購入額は預託証拠金残高（の一

部又は全部）を取り崩し、現物暗号資産の購入額に充当します。また、現物暗号

部又は全部）を取り崩し、現物暗号資産の購入額に充当します。また、現物暗号

資産売却の売却額は預託証拠金残高に充当します。

資産売却の売却額は預託証拠金残高に充当します。

（省略）

（省略）

レバレッジ取引のリスク等重要事項について

レバレッジ取引のリスク等重要事項について

1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違

1.暗号資産と本邦通貨又は外国通貨との相違

（省略）

（省略）

2.レバレッジ取引について

2.レバレッジ取引について

① ～ ⑦

① ～ ⑦

（省略）

（省略）

⑧手数料やその他費用等は、以下のとおりです。

⑧手数料やその他費用等は、以下のとおりです。

・取引手数料（BitMatch注文以外）
：無料

・取引手数料（BitMatch注文以外）
：無料

・BitMatch取引手数料

・BitMatch取引手数料

：約定ごとに発生します。ただし、有効期限内に

：約定ごとに発生（追加）
。ただし、有効期限内

マッチングが成立せず、成行にて約定した場

にマッチングが成立せず、成行にて約定した

合は無料です。

場合は無料（追加）
。
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旧

【手数料の計算方法】

【手数料の計算方法】

例）BTC/JPYの取引単位あたりの手数料額が2

例）BTC/JPYの取引単位あたりの手数料額が2

円の時、数量0.2BTCの買い注文が約定し

円の時、数量0.2BTCの買い注文が約定し

た場合

た場合

約定数量÷取引単位×手数料額

約定数量÷取引単位×手数料額

0.2BTC÷0.01BTC×3円＝60円

0.2BTC÷0.01BTC×3円＝60円

※手数料額は銘柄ごとに異なります。詳細

※手数料額は銘柄ごとに異なります。詳細は

は当社WEBサイトでご確認ください。

当社WEBサイトでご確認ください。

※手数料額は取引価格及びスプレッドを基

※手数料額は取引価格及びスプレッドを基

準として定期的に見直しいたします。

準として定期的に見直しいたします。

【手数料の徴収方法】

（追加）

新規注文又は決済注文が約定した際に、預託
証拠金残高の円貨から差し引かれます。
・レバレッジ手数料

：ポジション金額の0.04％/日がロールオーバー

・レバレッジ手数料

時に発生します。

：ポジション金額の0.04％/日がロールオーバー
時に発生（追加）

【手数料の計算方法】

【手数料の計算方法】

例）BTC/JPYが1,000,000円の時、数量0.01BTC

例）BTC/JPYが1,000,000円の時、数量0.01BTC

の新規注文が約定し、翌日までポジショ

の新規注文が約定し、翌日までポジショ

ンを持ち越した場合（前日終値の仲値

ンを持ち越した場合（前日終値の仲値

1,001,000円とする）

1,001,000円とする）

前日終値の仲値×数量×0.04％

前日終値の仲値×数量×0.04％

1,001,000円×0.01BTC×0.04％＝5円

1,001,000円×0.01BTC×0.04％＝5円

※小数点以下は銘柄ごとに設定された単

※小数点以下は銘柄ごとに設定された単

位で切り上げを実施いたします。

位で切り上げを実施いたします。

【手数料の徴収方法】

（追加）
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反対売買による決済取引を実施した際に、預
託証拠金残高の円貨から差し引かれます。
・クイック入金手数料 ：無料

・クイック入金手数料 ：無料

・振込入金手数料

：無料（銀行手数料はお客様負担）

・振込入金手数料

：無料（銀行手数料はお客様負担）

・入庫手数料

：無料（マイナーへの手数料はお客様負担）

・入庫手数料

：無料（マイナーへの手数料はお客様負担）

・出金手数料

：無料

・出金手数料

：無料

・出庫手数料

：無料

・出庫手数料

：無料

⑨～⑪

⑨～⑪

（省略）

（省略）

⑫当社のカバー取引について

⑫当社のカバー取引について

当社は、価格変動リスクを回避するために、当社の判断によりカバー取引を

当社は、価格変動リスクを回避するために、当社の判断によりカバー取引を

次のLPと行っております。

次のLP と行っております。

・B2C2 OTC Ltd（Cryptocurrency liquidity providers）

・B2C2 OTC Ltd（Cryptocurrency liquidity providers）

（監督当局UK：Financial Conduct Authority）

（監督当局 UK：Financial Conduct Authority）

・Cumberland Global Limited（Cryptocurrency liquidity providers）

・Cumberland Global Limited（Cryptocurrency liquidity providers）

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority）

（監督当局 KY：Cayman Islands Monetary Authority）

・Payward Trading Ltd.（Cryptocurrency exchange）

・Payward Trading Ltd.（Cryptocurrency exchange）

・Payward Asia株式会社（暗号資産交換業）

・Payward Asia株式会社（暗号資産交換業）

・QUOINE株式会社（暗号資産交換業）

・QUOINE株式会社（暗号資産交換業）

（削除）

・Tai Mo Shan Limited（Cryptocurrency liquidity providers）

・コインチェック株式会社（暗号資産交換業）

・コインチェック株式会社（暗号資産交換業）
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・株式会社Zaif（暗号資産交換業）

・株式会社Zaif（暗号資産交換業）

・SBI FX トレード株式会社（金融商品取引業）

・SBI FX トレード株式会社（金融商品取引業）

・オーケーコイン・ジャパン株式会社（暗号資産交換業）

（追加）

⑬（省略）

⑬（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

■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

商号：株式会社DMM Bitcoin

（追加）株式会社DMM Bitcoin

代表取締役：田口 仁

（追加）

所在地：〒103-6010 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー10階

（追加）

事業内容：暗号資産交換業

（追加）暗号資産交換業 関東財務局長 第00010号

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

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商） 第 3189 号

設立日：2016年11月7日

（追加）

そ の 他 の 会 社 概 要 、 事 業 報 告 等 は 当 社 WEB サ イ ト を ご 確 認 く だ さ い 。
https://bitcoin.dmm.com/overview/corporation

（削除）

【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

暗号資産取引のリスクについて

暗号資産取引のリスクについて

（省略）

（省略）

レバレッジ取引のルール及び概要

レバレッジ取引のルール及び概要

1．取り扱う暗号資産の名称 ～ 3.取引価格

1．取り扱う暗号資産の名称 ～ 3.取引価格

（省略）

（省略）
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4.取引時間

4.取引時間

レバレッジ取引における1日の区切り（計算区域）は午前7：00～翌午前6：59
となり、1週間の区切りは月曜午前7：00～翌月曜午前6：59となります。

レバレッジ取引における1日の区切り（計算区域）は午前7：00～翌午前6：59
となり、1週間の区切りは月曜午前7：00～翌月曜午前6：59となります。

取引（削除）は24時間365日可能です。ただし、週次メンテナンス及び臨時メ

取引時間は24時間365日可能です。ただし、週次メンテナンス及び臨時メン

ンテナンス時間は取引できません。

テナンス時間は取引できません。

（省略）

（省略）

5.注文の種類

5.注文の種類

（省略）

（省略）

6.取引方法について

6.取引方法について

レバレッジ取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、
お客様はレバレッジ取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用機器及び回

レバレッジ取引はインターネットを通じ、各種端末にて行われます。従って、
お客様はレバレッジ取引を利用するにあたり、お客様の責任で使用機器及び回

線に関する推奨環境を準備する必要があります。当社の推奨環境については、 線に関する推奨環境を準備する必要があります。当社の推奨環境については、
当社WEBサイト（https://bitcoin.dmm.com/transaction_product/recommend_

当社WEBサイト（https://bitcoin.dmm.com）でご確認ください。

environment）をご確認ください。
（省略）

（省略）

7.約定の訂正等

7.約定の訂正等

（省略）

（省略）

8.金銭・暗号資産の管理

8.金銭・暗号資産の管理

（1）金銭（法定通貨）入金

（1）金銭（法定通貨）入金

（省略）

（省略）
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（2）金銭の出金（法定通貨）

（2）金銭の出金（法定通貨）

（省略）

（省略）

出金の手続きを取られた場合、出金依頼の翌営業日から起算して、原則と

出金の手続きを取られた場合、出金依頼日から原則として3営業日（土日

して3営業日（土日祝日を除く）以内にお客様名義の指定銀行口座に送金

祝日を除く）以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。出金時

いたします。出金時の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取

の振込手数料は当社で負担いたしますが、出金のお取扱いは原則として1

扱いは原則として1日1回、かつ、2,000円以上の金額となります。ただし、

日1回、かつ、2,000円以上の金額となります。ただし、全額出金のご依頼

全額出金のご依頼の際はこの限りではありません。

の際はこの限りではありません。

（省略）

（省略）

（3）暗号資産の入庫

（3）暗号資産の入庫

（省略）

（省略）

（4）暗号資産の出庫

（4）暗号資産の出庫

（省略）

（省略）

出庫の手続きを取られた場合、出庫依頼の翌営業日から起算して、原則と

出庫の手続きを取られた場合、出庫依頼日から原則として3営業日（土日

して3営業日（土日祝日を除く）以内にお客様指定のウォレットのアドレ

祝日を除く）以内にお客様指定のウォレットのアドレスに送付いたしま

スに送付いたします。お客様が送信先アドレスを誤った場合等、当社の責

す。お客様が送信先アドレスを誤った場合等、当社の責めに帰することが

めに帰することができない事由によりお客様が暗号資産を出庫した場合

できない事由によりお客様が暗号資産を出庫した場合は、当該暗号資産

は、当該暗号資産の返却について、当社は、当社に故意又は過失がない限

の返却について、当社は、当社に故意又は過失がない限り、責任を負いま

り、責任を負いません。

せん。

（省略）

（省略）

（5）トレード口座への振替

（5）トレード口座への振替

（省略）

（省略）
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9.証拠金

9.証拠金

（1）証拠金の差入れ

（1）証拠金の差入れ

レバレッジ取引を開始するためには、トレード口座に円貨又は暗号資産

レバレッジ取引を開始するためには、ウォレット口座から証拠金として

を証拠金として保有する必要があります。トレード口座の円貨又は暗号

円貨又は暗号資産をトレード口座に振替をする必要があります。振り替

資産は、ウォレット口座からの振替、若しくはトレード口座で暗号資産を

えられた円貨又は暗号資産は預託証拠金残高に表示されます。なお、暗号

売買することにより保有することが可能です。

資産はリアルタイムのBid価格に所定の掛目を乗じた金額で円換算され

トレード口座内の暗号資産は、リアルタイムのBid価格に所定の掛目を乗

て表示されます。

じた金額で円換算した額が表示され、代用暗号資産として預託証拠金の
代わりに用いることが可能です。
（2）証拠金必要額

（2）証拠金必要額

注文の際に必要となる証拠金は、各銘柄とも取引の額（その時点の円換算

注文の際に必要となる証拠金として、各銘柄とも取引の額（その時点の円

された金額）に対して50％以上の証拠金（以下、
「ポジション必要証拠金」

換算された金額）に対して50％以上の証拠金（以下、
「ポジション必要証

といいます。
）となります。

拠金」といいます。
）が必要となります。

（3）～（4）

（3）～（4）

（省略）

（省略）

（5）評価損益及びレバレッジ手数料の取扱い

（5）評価損益及びレバレッジ手数料の取扱い

当社が行う値洗いにより発生する評価損益及びポジションのロールオー

当社が行う値洗いにより発生する評価損益及びポジションのロールオー

バー時に発生するレバレッジ手数料は、評価損益として計上され、お客様

バー時に発生するレバレッジ手数料は、評価損益として計上され、お客様

が反対売買による決済取引を実施した際に、預託証拠金残高の円貨から

が反対売買による決済取引を実施した際に、預託証拠金残高に現金とし

差し引かれます。

て反映されます。
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（6）振替の制限

（6）振替の制限

（省略）

（省略）

（7）用語の説明

（7）用語の説明

用語
総資産

預託証拠金残高

説明
ウォレット口座内の資産及びトレード口座内の純資産
額の合計額（円換算された金額）

用語
総資産

説明
ウォレット口座内の資産及びトレード口座内の純資産
（追加）の合計額（円換算された金額）

トレード口座内の取引日基準の残高（円貨及び暗号資

トレード口座内の取引日基準の残高（円貨及び暗号資

産）

産）

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算さ

預託証拠金残高

※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。

れます。

※建玉評価損益は含まれません。

※建玉評価損益は含まれません。

その時点のポジションを持つために必要な証拠金（円換

その時点のポジションを持つために必要な証拠金（円換

ポジション必要

算された金額）

ポジション必要

算された金額）

証拠金

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍）

証拠金

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍）

注文証拠金

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍）

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍）

未約定の注文に係る証拠金（円換算された金額）

未約定の注文に係る証拠金（円換算された金額）

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍）

注文証拠金

買いの場合：現在のBid×数量÷2（レバレッジ2倍）

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍）

売りの場合：現在のAsk×数量÷2（レバレッジ2倍）

未約定の有効な注文がある場合の当該銘柄のBidとAsk

未約定の有効な注文がある場合の当該銘柄のBidとAsk

指値スプレッド

の価格差に相当する金額

指値スプレッド

の価格差に相当する金額

評価損

※取引システムの画面上はマイナス表記となります。

評価損

※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
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）

（現在のBid－現在のAsk）×数量
純資産額
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新旧対照表
新

証拠金維持率

約定評価損益

建玉評価損益

旧

※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算さ

※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。

れます。

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評価

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評価

損

損

お客様が保有するポジションに係るポジション必要証

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

証拠金維持率

（純資産額－注文証拠金）÷ポジション必要証拠金×

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

100

その時点のポジションに対する評価損益（円換算された

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）

約定評価損益

評価額）

建玉評価損益＋レバレッジ手数料

建玉評価損益＋レバレッジ手数料

その時点のポジションに対する評価損益（円換算された

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）

評価額）

※レバレッジ手数料は含まれません。

建玉評価損益

※レバレッジ手数料は含まれません。

買いの場合：
（現在のBid－新規約定時のAsk）×数量

買いの場合：（現在のBid－新規約定時のAsk）×数量

売りの場合：
（新規約定時のBid－現在のAsk）×数量

売りの場合：（新規約定時のBid－現在のAsk）×数量

レバレッジ手数

ポジションに対する手数料（ロールオーバー時に発生）

レバレッジ手数

ポジションに対する手数料（ロールオーバー時に発生）

料

前日終値の仲値×数量×0.04％

料

前日終値の仲値×数量×0.04％

その時点で新規ポジションに利用できる証拠金額（円換
建玉可能額

振替可能額

算された金額）

その時点で新規ポジションに利用できる証拠金額（円換
建玉可能額

算された金額）

純資産額－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金）

純資産額－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金）

その時点でウォレット口座へ振替できる金額

その時点でウォレット口座へ振替できる金額

預託証拠金残高－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金

振替可能額

＋指値スプレッド評価損）＋約定評価損

預託証拠金残高－（ポジション必要証拠金＋注文証拠金
＋指値スプレッド評価損）＋約定評価損
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新旧対照表
新

代用暗号資産

旧

レバレッジ取引を行うにあたって、預託証拠金の代わり

レバレッジ取引を行うにあたって、預託証拠金の代わり

に用いることができる暗号資産

に用いることができる暗号資産

※所定の掛目で円換算されます。

代用暗号資産

代用暗号資産一覧

※所定の掛目で円換算されます。
（追加）

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP)
代用暗号資産掛
目

追加証拠金不足
額

代用暗号資産を円換算する際に、時価に乗じる率

代用暗号資産掛

掛目：50％

目

現在のBid×数量÷2

代用暗号資産を円換算する際に、時価に乗じる率
掛目：50％
現在のBid×数量÷2

毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が

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％を下回った場合に発生するポジション必要証拠金

100％を下回った場合に発生するポジション必要証拠金

の不足額

追加証拠金不足

純資産額－ポジション必要証拠金

額

※純資産額及びポジション必要証拠金は証拠金維持率
判定時刻（毎営業日の午前6：59時点）で計算します。

の不足額
純資産（追加）－ポジション必要証拠金
※純資産（追加）及びポジション必要証拠金は証拠金維
持率判定時刻（毎営業日の午前6：59時点）で計算しま
す。

レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預

レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預

最低証拠金不足

託証拠金に対しての不足額

最低証拠金不足

託証拠金に対しての不足額

額

※現在は未設定のため、取引システムの画面上は‐（ハ

額

※現在は未設定のため、取引システムの画面上は‐（ハ

イフン）表記となります。

イフン）表記となります。

10.追加証拠金制度～16.暗号資産の保有制限

10.追加証拠金制度～16.暗号資産の保有制限

（省略）

（省略）

17.お客様アカウントについて

17.お客様アカウントについて
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新旧対照表
新

旧

（1）パスワードを忘れた場合

（1）パスワードを忘れた場合

「パスワード再設定申請」ページより再設定が可能です。

パスワードを忘れた場合は、お問い合わせフォームからご連絡いただき、
その際に個人が特定できましたら変更手続き及び変更後のパスワードを
通知させていただきます。

（2）～（3）

（2）～（3）

（省略）

（省略）

18.お取引履歴及びお預かり残高ご確認

18.お取引履歴及びお預かり残高ご確認

（省略）

（省略）

19. 計画されたハードフォーク及び新暗号資産への対応指針

19.大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応

当社は、取り扱う暗号資産に係るブロックチェーンについて、プロトコルの

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

後方互換性・前方互換性のない大規模なアップデートの実行が見込まれる場合

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

及び当該ハードフォークにより新しい別個の暗号資産（以下「新暗号資産」と

「新暗号資産」といいます。）について、以下のとおり対応いたします。

いいます。
）が生じる場合の取扱い及び対応指針については、以下のとおりと
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）計画されたハードフォークへの対応について

（省略）

（省略）

（2）新暗号資産のお客様への付与について

（2）新暗号資産の利用者への付与について

（省略）

（省略）

（3）～（4）

（3）～（4）
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新旧対照表
新

旧

（省略）

（省略）

令和2年4月29日 制定

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

（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

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

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。
）

効力を有するものとします。）

令和2年6月10日 改定

令和2年6月10日 改定

令和2年7月15日 改定

令和2年7月15日 改定

令和2年8月5日

令和2年8月5日

改定

改定

令和2年10月28日 改定

令和2年10月28日 改定

令和3年3月10日 改定

令和3年3月10日 改定

令和3年4月28日 改定

令和3年4月28日 改定

（本説明書に記載のあるオーエムジー（OMG）は、当該暗号資産の取扱い開始

（本説明書に記載のあるオーエムジー（OMG）は、当該暗号資産の取扱い開始

日より効力を有するものとします。
）

日より効力を有するものとします。
）

令和3年6月2日

令和3年6月2日

改定

改定

令和3年7月28日 改定

（追加）

レバレッジ取引の手続きについて

レバレッジ取引の手続きについて

（省略）

（省略）

レバレッジ取引行為に関する禁止行為

レバレッジ取引行為に関する禁止行為

（省略）

（省略）
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新旧対照表
新

旧

別紙「暗号資産概要説明書」

別紙「暗号資産概要説明書」

（省略）

（省略）
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