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第1条（本約款の適用） ～ 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、円貨及び暗号資産の入出金及び送付並びに円

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。 

(1) 成年年齢以上満75歳未満の行為能力を有する個人であること。 

(2) ～ (20)（省略） 

2. ～ 5.（省略） 

6.ウォレット口座で入出金及び送付可能な暗号資産は、本約款等にて定める暗

号資産のみとし、他の暗号資産の入出金及び送付はできません。 

7.（省略） 

8.当社のキャンペーン等により付与した円貨又は暗号資産につきましては、当

社の基準に基づき、一定期間、円貨及び暗号資産の出金、送付又は口座振替

の制限等の措置を講じることがあります。なお、当該基準等につきましては、

キャンペーンのお知らせ等により事前に告知するものとします。 

9.お客様が利用される入金方法によっては、一定期間、出金、送付又は口座振

替の制限等の措置を講じることがあります。 

 

第6条（ログインIDとパスワードの管理） 

（省略） 

 

第1条（本約款の適用） ～ 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、円貨及び暗号資産の入出金並びに円貨及び暗

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。 

(1) 満20歳以上満75歳未満の行為能力者であること。 

(2) ～ (20)（省略） 

2. ～ 5.（省略） 

6.ウォレット口座に入出金可能な暗号資産は、本約款等にて定める暗号資産の

みとし、他の暗号資産の入出金はできません。 

7.（省略） 

8.当社のキャンペーン等により付与した円貨又は暗号資産につきましては、当

社の基準に基づき、一定期間、円貨及び暗号資産の出金又は口座振替の制限

等の措置を講じることがあります。なお、当該基準等につきましては、キャ

ンペーンのお知らせ等により事前に告知するものとします。 

9.お客様が利用される入金方法によっては、一定期間、出金又は口座振替の制

限等の措置を講じることがあります。 

 

第6条（ログインIDとパスワードの管理） 

（省略） 
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第7条（暗号資産の混合寄託及び（準）共有権） 

1. ～ 4.（省略） 

5.寄託暗号資産に係るお客様の（準）共有権は、お客様が当社より暗号資産を

買い付けた時に発生し、売り付けた時に消滅します。入金時においては当該

受託暗号資産の実在性をウォレット口座において当社が確認した時に発生

し、出金又は送付時においてはお客様の出金又は送付依頼に基づき当社が出

金又は送付手続きを実施した時に消滅します。 

 

第8条（受託暗号資産の返還） ～ 第9条（トレード口座への振替） 

（省略） 

 

第10条（暗号資産の入出金） 

1.お客様は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる事項に同意するも

のとします。 

（1）お客様は、ウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付を当社に依頼

する場合は、あらかじめ、暗号資産の出金先又は送付先に係る暗号資産

アドレス（以下「暗号資産出金先アドレス」といいます。）を登録する必

要があること。 

（2）お客様は、暗号資産の出金又は送付を依頼する場合、当社に対して、①暗

号資産出金先アドレス、②受取人がお客様ご自身であるか否か、③受取

人が第三者である場合には、当該第三者の氏名及び住所（法人であれば

その名称及び本店又は主たる事務所の所在地）、④出金先又は送付先が資

金決済に関する法律第2条第8項に規定する暗号資産交換業者（以下「暗

号資産交換業者」といいます。）、同条第9項に規定する外国暗号資産交換

業者（以下「外国暗号資産交換業者」といいます。）又はその他日本国内

第7条（暗号資産の混合寄託及び（準）共有権） 

1. ～ 4.（省略） 

5.寄託暗号資産に係るお客様の（準）共有権は、お客様が当社より暗号資産を

買い付けた時に発生し、売り付けた時に消滅します。入金時においては当該

受託暗号資産の実在性をウォレット口座において当社が確認した時に発生

し、出金時においてはお客様の出金依頼に基づき当社が出金手続きを実施し

た時に消滅します。 

 

第8条（受託暗号資産の返還） ～ 第9条（トレード口座への振替） 

（省略） 

 

第10条（暗号資産の入出金） 

1.お客様は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる事項に同意するも

のとします。 

（1）お客様は、ウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付を当社に依頼

する時に、当社に対してその使用目的、適法性についての通知をするこ

と。 

 

（2）お客様が当社にウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付を依頼し

た時に、当社が、受取人に送付依頼人を確認させることを目的として、受

取人にお客様の口座名義その他必要な事項を提供すること。 
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外で暗号資産を取り扱う事業者（以下、まとめて「出金先取引所等」とい

います。）である場合にはその名称、並びにその他当社が必要と判断する

事項を提供すること。 

（3）お客様は、ウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付を当社に依頼

する場合に、当社に対して、その出金又は送付される目的及びそれに関

連する情報を提供するとともに、出金又は送付の適法性について表明す

ること。 

（4）お客様がウォレット口座から出金先取引所等への暗号資産の出金又は送

付を当社に依頼した場合に、当社がマネー・ローンダリング及びテロ資

金供与対策の対応のために当該出金先取引所等に出金依頼人又は送付依

頼人を確認させることを目的として、当該出金先取引所等及び当該出金

先取引所等への出金又は送付の委託又は再委託を受けた暗号資産交換業

者、外国暗号資産交換業者又はその他日本国内外で暗号資産を取り扱う

事業者（以下「委託先事業者」といいます。）に対して、①お客様の氏名

及び住所、②出金元又は送付元となる暗号資産アドレス、③暗号資産出

金先アドレス、④受取人の氏名又は法人の名称、並びにその他当社が必

要と判断する事項を提供すること。 

（5）お客様は、当社がお客様を受取人とする暗号資産の入金に関する情報を

受け付けた場合は、ウォレット口座へ入金させる前の段階で、入金元に

関する情報として、当社に対して、①暗号資産の入金元に係る暗号資産

アドレス、②入金依頼人がお客様ご自身であるか否か、③入金依頼人が

第三者である場合には、当該第三者の氏名及び住所（法人であればその

名称及び本店又は主たる事務所の所在地）、④入金元が暗号資産交換業

者、外国暗号資産交換業者又はその他日本国内外で暗号資産を取り扱う

事業者（以下、まとめて「入金元取引所等」といいます。）である場合に

 

 

 

（3）当社にウォレット口座への暗号資産の送付又は入金を依頼しようとする

第三者により、お客様がウォレット口座を送付先に指定された時に、当

社が、当該第三者に送付先を確認させることを目的として、当該第三者

にお客様の口座名義その他必要な事項を提供すること。 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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はその名称、並びにその他当社が必要と判断する事項を提供すること。 

（6）第2号、第3号及び第5号に基づきお客様から当社に提供しなければならな

い事項について、当該提供がない場合には、当社は、法令諸制度等（業界

団体の自主規制を含みます。）に基づき、その暗号資産の入金、出金又は

送付に応じないことがあること。 

（7）お客様が、個人情報の保護に関する法律その他の法令に基づき、本項第4

号に基づくお客様に関する個人情報の提供の停止を求めたときは、当社

は暗号資産の出金又は送付に応じることができないこと。 

（8）第2号、第3号及び第5号に基づきお客様から当社に提供しなければならな

い事項の中に、お客様以外の第三者に関する個人情報が含まれている場

合には、お客様は当該提供時において、それらの情報がお客様から当社

へ提供され、又は当社から出金先取引所等及び委託先事業者に提供され

ることがある旨を当該第三者から同意を得ていることを表明及び保証

し、当該同意を得ていないことによって当社に発生した損害についてお

客様が責任を負うこと。 

（9）当社が外国暗号資産交換業者の管理する暗号資産アドレス宛に暗号資産

を出金若しくは送付するようお客様から指図を受けた場合又は当該暗号

資産アドレスから暗号資産の入金依頼があった場合において、当該外国

暗号資産交換業者が所在する国又は地域において、犯罪による収益の移

転防止に関する法律及びその関連法令に相当する規定が施行されていな

い場合、当該外国暗号資産交換業者が当該国又は地域の機関の適切な監

督を受けていると確認できない場合、並びに、その他当該外国暗号資産

交換業者がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクに対応する

有効な規制に服していること等の確認ができない場合には、当社は暗号

資産の出金、送付又は入金に応じないことがあること。 

 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

（追加） 
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2.トレード口座内の純資産額（以下に定義します。）若しくは円貨での預託証

拠金残高（以下に定義します。）がマイナスとなっている場合には、ウォレ

ット口座からの暗号資産の出金又は送付ができないものとします。 

3.当社基準等により、暗号資産の入金及びお客様による暗号資産の出金依頼又

は送付依頼を保留又は取消できるものとします。 

4.当社は、お客様が第1項各号に定める登録又は情報の提供を怠ったこと、あ

るいはかかる登録又は情報の提供が遅延した場合等によりお客様に発生し

た損害について、当社に故意又は過失がない限り、一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第11条（電磁的交付） ～ 第15条（追加証拠金制度及び強制決済（追証ロスカ

ット）） 

（省略） 

 

第16条（ロスカット及び不足金解消取引） 

1.（省略） 

2.ロスカットについて、当社の定める証拠金維持率の基準を大きく下回る状況

で約定した場合、又は、ロスカットの約定により、預託証拠金以上の損失が

お客様のトレード口座で発生した場合においても、当社に故意又は過失がな

い限り、当社はその責を負わないものとします。 

また、純資産額がマイナスとなった場合は、新規の取引を停止するとともに、

ウォレット口座からの円貨及び暗号資産の出金又は送付が制限されること

をお客様はあらかじめ承諾するものとします。 

3. ～ 5. （省略） 

6.純資産額がプラスであっても、円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった

2.トレード口座内の純資産額（以下に定義します。）若しくは円貨での預託証

拠金残高（以下に定義します。）がマイナスとなっている場合には、ウォレ

ット口座からの暗号資産の出金又は送付ができないものとします。 

3.当社基準等により、お客様の出金依頼を保留または取消できるものとしま

す。 

（追加） 

 

 

 

 

第11条（電磁的交付） ～ 第15条（追加証拠金制度及び強制決済（追証ロスカ

ット）） 

（省略） 

 

第16条（ロスカット及び不足金解消取引） 

1.（省略）  

2.ロスカットについて、当社の定める証拠金維持率の基準を大きく下回る状況

で約定した場合、又は、ロスカットの約定により、預託証拠金以上の損失が

お客様のトレード口座で発生した場合においても、当社に故意又は過失がな

い限り、当社はその責を負わないものとします。 

また、純資産額がマイナスとなった場合は、新規の取引を停止するとともに、

ウォレット口座からの円貨及び暗号資産の出金が制限されることをお客様

はあらかじめ承諾するものとします。 

3. ～ 5.（省略） 

6.純資産額がプラスであっても、円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった
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場合には、お客様は当該事象が発生した７営業日目の午前７時までに当該不

足金額を円貨でトレード口座に差し入れるものとします。7営業日目の午前

7時までに不足金額の差入れが当社で確認できない場合は、お客様の現物取

引の未約定注文をすべて取り消すとともに、当社の完全な裁量によりトレー

ド口座内で保有するすべての暗号資産をお客様の計算において売却するこ

と（以下「不足金解消取引」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。 

また、円貨の預託証拠金残高がマイナスとなった場合は、ウォレット口座か

らの円貨及び暗号資産の出金又は送付が制限されることをお客様はあらか

じめ承諾するものとします。 

7.（省略） 

 

第17条（本サービスの中断及び廃止） ～ 第18条（本約款の変更） 

（省略） 

 

第19条（禁止事項） 

1.お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。お客様

の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当

社の合理的な判断に従うものとします。 

（1） ～ （13）（省略） 

（14）虚偽の登録情報を当社に届け出る行為又は当社に提供すべき情報につい

て虚偽の情報を提供する行為 

（15） ～ （16）（省略） 

（17）取引とは関係がないと思われる入金、出金若しくは送付又は短時間での

注文を繰り返し行う行為 

場合には、お客様は当該事象が発生した７営業日目の午前７時までに当該不

足金額を円貨でトレード口座に差し入れるものとします。7営業日目の午前

7時までに不足金額の差入れが当社で確認できない場合は、お客様の現物取

引の未約定注文をすべて取り消すとともに、当社の完全な裁量によりトレー

ド口座内で保有するすべての暗号資産をお客様の計算において売却するこ

と（以下「不足金解消取引」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。 

また、円貨の預託証拠金残高がマイナスとなった場合は、ウォレット口座か

らの円貨及び暗号資産の出金が制限されることをお客様はあらかじめ承諾

するものとします。 

7.（省略）  

 

第17条（本サービスの中断及び廃止） ～ 第18条（本約款の変更） 

（省略） 

 

第19条（禁止事項） 

1.お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。お客様

の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当

社の合理的な判断に従うものとします。 

（1） ～ （13）（省略） 

（14）虚偽の登録情報を当社に届け出る行為（追加） 

 

（15） ～ （16）（省略） 

（17）取引とは関係がないと思われる入出金又は短時間での注文を繰り返し行

う行為 
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（18） ～ （26）（省略） 

2. ～ 3.（省略） 

 

第20条（解約等） 

1. ～ 5.（省略） 

6.本サービスが解約された場合には、当社は、お客様のために保有する資産を

金融機関の口座への振込その他当社が適切と認める方法によりお客様に返

還することができるものとします。当該返還に要する費用はお客様の負担と

し、お客様のために保有する資産が当該費用に不足する場合には、不足分の

支払いがない限り、当社は返還義務を負わないものとします。また、暗号資

産を返還する場合には第10条第1項第1号及び第2号に規定する手続を完了し

ていることを前提とし、当該手続が完了するまでは、当社は返還義務を負わ

ないものとします。 

7.（省略） 

 

第21条（差引計算） ～ 第23条（債権等の譲渡） 

（省略） 

 

第24条（免責事項） 

1. ～ 2.（省略） 

3.当社は、本サービスによりお客様が取得し、又は保有する暗号資産の価値、

機能、使用先及び用途につき何ら保証を行うものではなく、責任（暗号資産

が種類又は品質に関して本サービス及び本サービスにおいて企図される各

取引の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を含み

ます。）を負わないものとします。 

（18） ～ （26）（省略） 

2. ～ 3.（省略） 

 

第20条（解約等） 

1. ～ 5.（省略） 

6.本サービスが解約された場合には、当社は、お客様のために保有する資産を

金融機関の口座への振込その他当社が適切と認める方法によりお客様に返

還することができるものとします。当該返還に要する費用はお客様の負担と

し、お客様のために保有する資産が当該費用に不足する場合には、不足分の

支払いがない限り、当社は返還義務を負わないものとします。（追加） 

 

 

 

7.（省略） 

 

第21条（差引計算） ～ 第23条（債権等の譲渡） 

（省略） 

 

第24条（免責事項） 

1. ～ 2.（省略） 

3.当社は、本サービスによりお客様が取得し、又は保有する暗号資産の価値、

機能、使用先及び用途につき何ら保証を行うものではなく、責任（瑕疵担保

責任を含みます。）を負わないものとします。 
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第25条（損害賠償についての制限） ～ 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 

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2年6月10日   改定 

令和2年7月15日   改定 

令和3年4月28日   改定 

令和3年6月2日    改定 

令和3年11月24日  改定 

令和4年1月26日  改定 

令和4年3月30日  改定 

 

第25条（損害賠償についての制限） ～ 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 

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2年6月10日   改定 

令和2年7月15日   改定 

令和3年4月28日   改定 

令和3年6月2日    改定 

令和3年11月24日  改定 

令和4年1月26日  改定 

（追加） 

 

 


