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本取引のルール及び概要 

１．取り扱う仮想通貨の名称 

 当社が取り扱う仮想通貨は下記のとおりです。 

 

 ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH）、リップル（XRP) 

 

（省略） 

 

２．取引の対象 

取引の対象となる仮想通貨銘柄（通貨ペア）、取引単位、呼値の単位、一回あた

りの最小、最大注文数量は下記のとおりです。 

銘柄 

（通貨ペア） 

取扱い 

単位 

呼値の 

単位 

最小 

発注数量 

最大 

発注数量 

BTC/JPY 0.001 1 0.001 3 

ETH/JPY 0.01 1 0.01 70 

XRP/JPY 10 0.001 10 50,000 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.01 70 

（省略） 

 

３．取引価格 ～ ４．取引時間 

（省略） 

 

５．注文の種類 

（省略） 

本取引のルール及び概要 

１．取り扱う仮想通貨の名称 

当社が取り扱う仮想通貨は下記のとおりです。 

 

ビットコイン（BTC)、イーサリアム（ETH） 

 

（省略） 

 

２．取引の対象 

 取引の対象となる仮想通貨銘柄（通貨ペア）、取引単位、呼値の単位、一回あた

りの最小、最大注文数量は下記のとおりです。 

銘柄 

（通貨ペア） 

取扱い 

単位 

呼値の 

単位 

最小 

発注数量 

最大 

発注数量 

BTC/JPY 0.001 1 0.001 3 

ETH/JPY 0.01 1 0.01 70 

ETH/BTC 0.01 0.000001 0.01 70 

（省略） 

 

 

３．取引価格 ～ ４．取引時間 

（省略） 

 

５．注文の種類 

（省略） 
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レバレッジ取引のポジションを保有し証拠金維持率が100％未満の場合は、現物取

引（買い注文および売り注文）は注文いただけません。注文いただくには、トレー

ド口座に日本円もしくは仮想通貨（BTC、ETH、XRP）を振替いただくか、レバレッ

ジ取引の保有ポジションの決済を行っていただき、証拠金維持率が100%以上とな

る必要がございます。 

（省略） 

 

６．取引方法について ～ ７．約定の訂正等 

（省略） 

 

８．金銭・仮想通貨の管理 

（1）～（2） 

（省略） 

 

（3）仮想通貨の入庫 

本口座への入庫が可能な仮想通貨はBTC（ビットコイン）、ETH（イーサリアム）、XRP

（リップル）のみとなり、他の仮想通貨は入庫いただけません。仮想通貨の入庫は、

仮想通貨ごとに指定された本口座のアドレスに限られます。当社が指定したアド

レス以外への入庫や当社が取扱っていない仮想通貨を入庫された場合は、当該仮

想通貨の返却について当社は一切の責任を負いません。本口座に入庫された仮想

通貨は、かかる入庫を当社が確認した時点で本口座に反映されるため、入庫実施か

ら本口座への反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意く

ださい。なお、本口座への入庫に係る手数料はお客様負担といたします。 

本口座内の現物の仮想通貨は、仮想通貨のレバレッジにおける証拠金の計算対象

となりませんのでご注意ください。 

レバレッジ取引のポジションを保有し証拠金維持率が100％未満の場合は、現物取

引（買い注文および売り注文）は注文いただけません。注文いただくには、トレー

ド口座に日本円もしくは仮想通貨（BTC、ETH）を振替いただくか、レバレッジ取引

の保有ポジションの決済を行っていただき、証拠金維持率が100%以上となる必要

がございます 

（省略） 

 

６．取引方法について ～ ７．約定の訂正等 

（省略） 

 

８．金銭・仮想通貨の管理 

（1）～（2） 

（省略） 

 

（3）仮想通貨の入庫 

本口座への入庫が可能な仮想通貨はBTC（ビットコイン）とETH（イーサリアム）の

みとなり、他の仮想通貨は入庫いただけません。仮想通貨の入庫は、仮想通貨ごと

に指定された本口座のアドレスに限られます。当社が指定したアドレス以外への

入庫や当社が取扱っていない仮想通貨を入庫された場合は、当該仮想通貨の返却

について当社は一切の責任を負いません。本口座に入庫された仮想通貨は、かかる

入庫を当社が確認した時点で本口座に反映されるため、入庫実施から本口座への

反映までの間に一定の時差が生じる可能性がありますのでご注意ください。なお、

本口座への入庫に係る手数料はお客様負担といたします。 

本口座内の現物の仮想通貨は、仮想通貨のレバレッジにおける証拠金の計算対象

となりませんのでご注意ください。 
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BTC（ビットコイン）、ETH（イーサリアム）、XRP（リップル）の入庫は0.00000001

（小数点以下第8位）未満の数量は本口座に表示されません 

 

（4）仮想通貨の出庫 

本口座からの出庫が可能な仮想通貨はBTC（ビットコイン）、ETH（イーサリアム）、

XRP（リップル）のみとなり、他の仮想通貨は出庫いただけません。 

（省略） 

 

（5）トレード口座への振替 

お客様は、本サービスを利用する場合、本口座内の円貨及び仮想通貨をトレード口

座に振り替える必要があります。トレード口座に振替可能な仮想通貨はBTC(ビッ

トコイン)、ETH（イーサリアム）、XRP（リップル）のみとし、他の仮想通貨の振替

はできません。トレード口座内の現物の円貨及び仮想通貨は、仮想通貨のレバレッ

ジにおける証拠金の計算対象となります（仮想通貨はリアルタイムのBid価格で円

換算されます。） 

（省略） 

振替可能数量の最小数量は、BTC（ビットコイン）においては0.00000001（小数点

以下第8位）、ETH（イーサリアム）においては0.00001（小数点以下第5位）、XRP（リ

ップル）においては0.0001（小数点以下第4位）となります。トレード口座から本

口座への振替についても同様となります。 

振替は、24時間365日可能です。ただし、週次メンテナンス及び日次で午前6：50～

午前7：10は振替できません。 

 

９．預託証拠金 ～ １２．手数料 

（省略） 

BTC（ビットコイン）とETH（イーサリアム）の入庫は0.00000001（小数点以下第8

位）未満の数量は本口座に表示されません。 

 

（4）仮想通貨の出庫 

本口座からの出庫が可能な仮想通貨はBTC（ビットコイン）とETH（イーサリアム）

のみとなり、他の仮想通貨は出庫いただけません。 

（省略） 

 

（5）トレード口座への振替 

お客様は、本サービスを利用する場合、本口座内の円貨及び仮想通貨をトレード口

座に振り替える必要があります。トレード口座に振替可能な仮想通貨はBTC(ビッ

トコイン)及びETH（イーサリアム）のみとし、他の仮想通貨の振替はできません。

トレード口座内の現物の円貨及び仮想通貨は、仮想通貨のレバレッジにおける証

拠金の計算対象となります（仮想通貨はリアルタイムのBid価格で円換算されま

す。） 

（省略） 

振替可能数量の最小数量は、BTC（ビットコイン）においては0.00000001（小数点

以下第8位）、ETH（イーサリアム）においては0.00001（小数点以下第5位）となり

ます。トレード口座から本口座への振替についても同様となります。 

振替は、24時間365日可能です。ただし、週次メンテナンス及び日次で午前6：50～

午前7：10は振替できません。 

 

 

９．預託証拠金 ～ １２．手数料 

（省略） 
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１３．仮想通貨の保有制限 

 本取引のトレード口座では、仮想通貨ごとに買い付け数量（保有制限）の上限が

設定されています。各仮想通貨の保有制限は下記のとおりです。なお、ウォレッ

ト口座においては、保有制限はありません。 

 

銘柄（通貨ペア） 保有制限数量 

BTC 100BTC 

ETH 1,500ETH 

XRP 1,500,000XRP 

（省略） 

 

１４．お客様アカウントについて： ～ １８．苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

 

平成３０年１月１１日 制定 

平成３０年２月１日 改定 

平成３０年６月１３日 改定 

平成３０年１２月１９日 改定 

平成３０年３月６日 改定 

令和元年６月５日 改定 

令和元年７月１０日 改定 

 

 

１３．仮想通貨の保有制限 

 本取引のトレード口座では、仮想通貨ごとに買い付け数量（保有制限）の上限が

設定されています。各仮想通貨の保有制限は下記のとおりです。なお、ウォレッ

ト口座においては、保有制限はありません。 

 

銘柄（通貨ペア） 保有制限数量 

BTC 100BTC 

ETH 1,500ETH 

（省略） 

 

 

１４．お客様アカウントについて： ～ １８．苦情及び紛争の相談窓口 

（省略） 

 

 

平成３０年１月１１日 制定 

平成３０年２月１日 改定 

平成３０年６月１３日 改定 

平成３０年１２月１９日 改定 

平成３０年３月６日 改定 

令和元年６月５日 改定 

 

 


