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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 

（省略） 

 

2.レバレッジ取引について 

① ～ ⑪（省略） 

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

次のLPと行っております。 

 

・B2C2 OTC Ltd（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局UK：Financial Conduct Authority）  

・Cumberland Global Limited（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority） 

・Payward Trading Ltd.（Cryptocurrency exchange） 

（削除） 

・コインチェック株式会社（暗号資産交換業） 

・株式会社カイカエクスチェンジ（暗号資産交換業） 

・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） 

・株式会社ビットポイントジャパン（暗号資産交換業） 

・B2C2 Overseas Ltd.（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority）  

・BTSE Holdings Limited（Cryptocurrency exchange） 

・Forex Capital Markets Limited（Financial broker） 

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 

（省略） 

 

2.レバレッジ取引について 

① ～ ⑪（省略） 

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

次のLPと行っております。 

 

・B2C2 OTC Ltd（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局UK：Financial Conduct Authority）  

・Cumberland Global Limited（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority） 

・Payward Trading Ltd.（Cryptocurrency exchange） 

・Payward Asia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） 

・株式会社カイカエクスチェンジ（暗号資産交換業） 

・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） 

・株式会社ビットポイントジャパン（暗号資産交換業） 

・B2C2 Overseas Ltd.（Cryptocurrency liquidity providers） 

（監督当局KY：Cayman Islands Monetary Authority）  

・BTSE Holdings Limited（Cryptocurrency exchange） 

・Forex Capital Markets Limited（Financial broker） 
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（監督当局UK：Financial Conduct Authority） 

・株式会社デジタルアセットマーケッツ（暗号資産交換業） 

 

⑬（省略） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

1.価格変動リスク ～ 5.流動性リスク 

（省略） 

 

6.決済完了性がないリスク 

暗号資産における取引は十分な取引確認までに保留状態が続く場合がありま

す。お客様が暗号資産を当社に入金される場合において、暗号資産の保有・移

転管理台帳記録者のネットワークにおいて十分な取引確認が取れ、また、当社

での確認が行われるまで残高へ反映が完了いたしません。取引が暗号資産の保

有・移転管理台帳記録者のネットワークにおいて否決される場合、暗号資産の

価値を喪失する可能性があることをあらかじめご認識ください。 

当社にて対応していないブロックチェーン等で暗号資産を入金された場合

は、当該暗号資産は当社に届かず、失われる可能性があります。その場合、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り、責任を

負いません。 

 

7.ハードフォークによる分岐リスク ～ 18.その他リスク 

（省略） 

 

 

（監督当局UK：Financial Conduct Authority） 

・株式会社デジタルアセットマーケッツ（暗号資産交換業） 

 

⑬（省略） 

 

暗号資産取引のリスクについて 

1.価格変動リスク ～ 5.流動性リスク 

（省略） 

 

6.決済完了性がないリスク 

暗号資産における取引は十分な取引確認までに保留状態が続く場合がありま

す。お客様が暗号資産を当社に入金される場合において、暗号資産の保有・移

転管理台帳記録者のネットワークにおいて十分な取引確認が取れ、また、当社

での確認が行われるまで残高へ反映が完了いたしません。取引が暗号資産の保

有・移転管理台帳記録者のネットワークにおいて否決される場合、暗号資産の

価値を喪失する可能性があることをあらかじめご認識ください。 

（追加） 

 

 

 

 

7.ハードフォークによる分岐リスク ～ 18.その他リスク 

（省略） 
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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 ～ 8.金銭・暗号資産の管理 

（省略） 

 

9.証拠金 

（1）証拠金の差入れ ～ （6）振替の制限 

（省略） 

 

（7）用語の説明 

用語 説明 

総資産 
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） 

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。 

※建玉評価損益は含まれません。 

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） 

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） 

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 

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 ～ 8.金銭・暗号資産の管理 

（省略） 

 

9.証拠金 

（1）証拠金の差入れ ～ （6）振替の制限 

（省略） 

 

（7）用語の説明 

用語 説明 

総資産 
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） 

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。 

※建玉評価損益は含まれません。 

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） 

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） 

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 
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※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） 

※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。 

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評価損 

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 

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） 

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 

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％ 

建玉可能額 

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） 

※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） 

※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。 

預託証拠金残高＋約定評価損益＋指値スプレッド評価損 

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 

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） 

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 

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％ 

建玉可能額 

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） 



令和 5年 3月 8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 
 

5 / 7 

振替可能額 

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＋

指値スプレッド評価損）＋約定評価損 

代用暗号資産 

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 

※所定の掛目で円換算されます。 

 

代用暗号資産一覧 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、

ポリゴン（MATIC）、チェーンリンク（LINK）、メイカー（MKR）、

アバランチ（AVAX）、チリーズ（CHZ）、トロン（TRX）、ジパ

ングコイン（ZPG）、ライトコイン（LTC）、ステラ・ルーメ

ン（XLM）、イーサクラシック（ETC）、ビットコインキャッ

シュ（BCH）、ベーシック アテンション トークン（BAT)、

エンジンコイン（ENJ）、オーエムジー（OMG）、モナーコイ

ン（MONA）、フレア（FLR） 

代用暗号資産掛目 

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 

追加証拠金不足額 

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の

不足額 

純資産額－ポジション必要証拠金 

※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。 

振替可能額 

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＋

指値スプレッド評価損）＋約定評価損 

代用暗号資産 

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 

※所定の掛目で円換算されます。 

 

代用暗号資産一覧 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP）、

ポリゴン（MATIC）、チェーンリンク（LINK）、メイカー（MKR）、

アバランチ（AVAX）、チリーズ（CHZ）、トロン（TRX）、ジパ

ングコイン（ZPG）、ライトコイン（LTC）、ステラ・ルーメ

ン（XLM）、イーサクラシック（ETC）、ビットコインキャッ

シュ（BCH）、ベーシック アテンション トークン（BAT)、

エンジンコイン（ENJ）、オーエムジー（OMG）、モナーコイ

ン（MONA）、（追加） 

代用暗号資産掛目 

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 

追加証拠金不足額 

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の

不足額 

純資産額－ポジション必要証拠金 

※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。 
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最低証拠金不足額 

レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預託

証拠金に対しての不足額 

※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。 

 

10.追加証拠金制度 ～ 22.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 

令和2年7月15日  改定 

令和2年8月5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日

より効力を有するものとします。） 

令和3年6月2日   改定 

令和3年7月28日  改定 

令和3年9月15日  改定 

 

最低証拠金不足額 

レバレッジ取引を行うにあたって、最低限必要となる預託

証拠金に対しての不足額 

※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。 

 

10.追加証拠金制度 ～ 22.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 

令和2年7月15日  改定 

令和2年8月5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日

より効力を有するものとします。） 

令和3年6月2日   改定 

令和3年7月28日  改定 

令和3年9月15日  改定 
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令和3年11月24日  改定 

令和3年12月22日  改定 

令和4年1月26日   改定 

令和4年3月30日   改定 

令和4年6月15日   改定 

令和4年7月13日   改定 

令和4年9月21日   改定 

令和4年11月9日   改定 

令和5年1月25日   改定 

令和5年3月8日    改定 

 

レバレッジ取引の手続きについて 

（省略） 

 

レバレッジ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

令和3年11月24日  改定 

令和3年12月22日  改定 

令和4年1月26日   改定 

令和4年3月30日   改定 

令和4年6月15日   改定 

令和4年7月13日   改定 

令和4年9月21日   改定 

令和4年11月9日   改定 

令和5年1月25日   改定 

（追加） 

 

レバレッジ取引の手続きについて 

（省略） 

 

レバレッジ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 


