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■加入する協会 

日本仮想通貨交換業協会 

 

本取引のルール及び概要 

１．取り扱う仮想通貨の名称 ～ ４．取引時間 

（省略） 

 

５．注文の種類 

注文の種類は【ストリーミング注文】、【指値注文】、【逆指値注文】、【OCO（オーシ

ーオー）注文】【IFD（イフダン）注文】、【IFO（IFD+OCO）注文】、【一括決済】、【ク

イック決済】となります。 

各注文の詳細は以下のとおりです。 

注文は、仮想通貨取引システムでのみ行うことができ、原則として、電話、ファッ

クス、電子メールその他の手段による注文及び変更・取消はできません。 

指値、逆指値注文は、現在価格と注文価格が当社の定める基準よりも大きい場合は

注文いただけません。 

ストリーミング注文、指値、逆指値注文は、証拠金維持率がロスカットラインであ

る 80％以下となる場合は注文いただけません。 

 

６．取引方法について ～ ８．金銭・仮想通貨の管理 

（省略） 

 

９．証拠金 

(１)～(４) （省略） 

(５) 

■加入する協会 

日本仮想通貨事業者協会（協会員番号1020） 

 

本取引のルール及び概要 

１．取り扱う仮想通貨の名称 ～ ４．取引時間 

（省略） 

 

５．注文の種類 

注文の種類は【ストリーミング注文】、【指値注文】、【逆指値注文】、【OCO（オーシ

ーオー）注文】【IFD（イフダン）注文】、【IFO（IFD+OCO）注文】、【一括決済】、【ク

イック決済】となります。 

各注文の詳細は以下のとおりです。 

注文は、仮想通貨取引システムでのみ行うことができ、原則として、電話、ファッ

クス、電子メールその他の手段による注文及び変更・取消はできません。 

指値、逆指値注文は、現在価格と注文価格が当社の定める基準よりも大きい場合は

注文いただけません。 

（追加） 

 

 

６．取引方法について ～ ８．金銭・仮想通貨の管理 

（省略） 

 

９．証拠金 

(１)～(４) （省略） 

(５) 
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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建玉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て反映されます。 

 

 

(６) 振替の制限 

（省略） 

 

(７) 用語の説明 

用語 説明 

総資産 
ウォレット口座内資産＋トレード口座内純資産額

（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（円貨及び仮想

通貨） 

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） 

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） 

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通貨ペアの

Bidと Askの価格差に相当する金額（常にマイナス

表示となります） 

純資産額 預託証拠金残高＋評価損益（円換算された金額） 

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

評価損益及びスワップポイント（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建玉のロールオーバー時に発生す

るスワップポイント（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、預託証拠金残高に現金として反映され

ます。 

 

(６) 振替の制限 

（省略） 

 

(７) 用語の説明 

用語 説明 

総資産 
ウォレット口座内資産＋トレード口座内純資産額

（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（円貨及び仮想

通貨） 

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） 

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） 

純資産額 預託証拠金残高 + 評価損益（円換算された金額） 

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であり、以下のとお

り計算されます。 

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×100 
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証拠金に対する純資産額の比率であり、以下のとお

り計算されます。 

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×100 

約定評価損益 
建玉評価損益＋レバレッジ手数料（円換算された評

価額） 

建玉評価損益 
その時点のポジションに対する評価損益（レバレッ

ジ手数料含まず。円換算された評価額） 

レバレッジ手数料 建玉に対する手数料（ロールオーバー時に発生） 

建玉可能額 
新規建玉に利用できる証拠金額（円換算された金

額） 

振替可能額 

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 

 

 

 

１０．ロスカットルール 

（省略） 

 

１１．取引の受渡日及び決済 

１）～２） 

（省略） 

 

約定評価損益 
建玉評価損益 ＋ スワップポイント（円換算され

た評価額） 

建玉評価損益 
その時点のポジションに対する評価損益（スワップ

含まず。円換算された評価額） 

スワップポイント レバレッジ手数料（ロールオーバー時に発生） 

建玉可能額 
新規建玉に利用できる証拠金額（円換算された金

額） 

振替可能額 

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+出金予約額）－約定評価損 

 

 

 

 

 

 

 

１０．ロスカットルール 

（省略） 

 

１１．取引の受渡日及び決済 

１）～２） 

（省略） 

 



平成 30 年 12月 19 日 

株式会社 DMM Bitcoin 

DMM Bitcoin 仮想通貨取引説明書(レバレッジ) 

新旧対照表 

新 旧 
 

4 / 6 

３）ポジションの反対売買に伴うお客様と当社の間の金銭の授受は、次の計算式

により算出した金銭を授受します。 

   （約定価格差（※1）×取引数量）＋反対売買の対象ポジションに係るレバレ

ッジ手数料 

※1 約定価格差とは、ポジションの反対売買に係る約定価格と、当該ポジショ

ンの反対売買の対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格

との差をいいます。 

 

１２．システム障害 

（省略） 

 

１３．手数料 

・レバレッジ取引手数料：無料 

・レバレッジ手数料：有料（詳細は、当社ウェブサイトでご確認ください。） 

・クイック入金手数料 ：無料 

・振込入金手数料   ：銀行手数料はお客様負担 

・出金手数料      ：無料 

・仮想通貨送付手数料  ：無料（マイナーへの手数料はお客様負担。詳細は当社

ウェブサイ 

トでご確認ください。） 

 

 

１４．値洗い ～ １８. お取引履歴及びお預かり残高ご確認 

（省略） 

 

３）ポジションの反対売買に伴うお客様と当社の間の金銭の授受は、次の計算式に

より算出した金銭を授受します。 

   （約定価格差（※1）×取引数量）＋反対売買の対象ポジションに係るスワップ

ポイント 

※1 約定価格差とは、ポジションの反対売買に係る約定価格と、当該ポジション

の反対売買の対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格と

の差をいいます。 

 

１２．システム障害 

（省略） 

 

１３．手数料 

・レバレッジ取引手数料：無料 

・レバレッジ手数料（スワップ）：有料（詳細は、当社ウェブサイトでご確認くだ

さい。） 

・クイック入金手数料 ：無料 

・振込入金手数料   ：銀行手数料はお客様負担 

・出金手数料      ：無料 

・仮想通貨送付手数料  ：無料（マイナーへの手数料はお客様負担。詳細は当社ウ

ェブサイ 

トでご確認ください。） 

 

１４．値洗い ～ １８. お取引履歴及びお預かり残高ご確認 

（省略） 
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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、仮想通貨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仮想通貨（以下「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仮想通

貨の価格変動によるお客様の損失については、一切の責任を負いません。 

（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い

生じた費用を、お客様へ請求する場合があります。 

（3）レバレッジ取引における新コインの権利調整について 

・ハードフォークによる新コインの発生ならびに付与に伴う、建玉の権利調整を実

施する場合があります。 その方法については、当社が独自に決定するものとし、

建玉調整の実施日、具体的な方法については予めお客様にご案内いたします。 

・新コインの権利調整に伴い生じた費用を、お客様へ請求する場合があります。 

 

２０．課税上の取扱い ～ ２１．苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

2018年 1月 11日制定 

2018年 2月 1日改訂 

１９．仮想通貨の分岐（ハードフォーク等）による権利調整 

取引対象となる仮想通貨が分岐（ハードフォーク等）することが予想される場合

は、建玉の権利調整を実施することがあります。 

その方法については、当社が独自に決定するものとし、建玉調整の実施日、具体的

な方法については予めお客様にご案内致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０．課税上の取扱い ～ ２１．苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

2018年 1月 11日制定 

2018年 2月 1日改訂 
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2018年 6月 13日改訂 

2018年 12月 19 日改訂 

 

2018年 6月 13日改訂 

 

 


