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本取引のリスク等重要事項について （省略） 

仮想通貨取引のリスクについて （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 ～ ７．約定の訂正等 （省略） 

 

８．金銭・仮想通貨の管理 

（1）金銭（法定通貨）入金 （省略） 

（2）金銭の出金（法定通貨） 

預託された金銭は、出金可能額の範囲で出金予約をすることができます。 

出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂

きます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行うまでの間に、レバ

レッジ取引においてロスカットの発生等により トレード口座における純資産

額又は円貨での預託証拠金残高 がマイナスとなった場合や当社が出金処理を

行う時点で預託証拠金残高が出金予約額を下回っていた場合には、出金予約

を取り消し、出金を中止させて頂きます。 

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、全額出金のご依頼の際

はこの限りではありません。 

出金予約は当社の出金手続きが終了した後でなければ、次の出金予約は実行

できません。 

出金予約をされたのち、トレード口座における純資産額がマイナスになった

本取引のリスク等重要事項について （省略） 

仮想通貨取引のリスクについて （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 ～ ７．約定の訂正等 （省略） 

 

８．金銭・仮想通貨の管理 

（1）金銭（法定通貨）入金 （省略） 

（2）金銭の出金（法定通貨） 

預託された金銭は、出金可能額の範囲で出金予約をすることができます。 

出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂

きます。従いまして、出金依頼後、当社が出金処理を行うまでの間に、レバ

レッジ取引においてロスカットの発生等により 純資産額が マイナスとなった

場合や当社が出金処理を行う時点で預託証拠金残高が出金予約額を下回って

いた場合には、出金予約を取り消し、出金を中止させて頂きます。 

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、全額出金のご依頼の際

はこの限りではありません。 

出金予約は当社の出金手続きが終了した後でなければ、次の出金予約は実行

できません。 

出金予約をされたのち、トレード口座における純資産額がマイナスになった

場合、出金予約を取消させていただいたうえ、そのマイナス分と相殺させて



平成 30 年 6月 13 日 

株式会社 DMM Bitcoin 
DMM Bitcoin 仮想通貨取引説明書（レバレッジ） 

（契約締結前交付書面）新旧対照表 
新 旧 

 

2 / 5 

場合、出金予約を取消させていただいたうえ、そのマイナス分と相殺させて

頂きます。 

（3）仮想通貨の入庫 （省略） 

（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。 

本口座に保有されている仮想通貨は、出庫可能額の範囲で出庫予約をするこ

とができます。 

出庫が可能な額は、出庫依頼時と実際の出庫時の双方において判断させて頂

きます。従いまして、出庫依頼後、当社が出庫処理を行うまでの間に、ロス

カットの発生等により トレード口座における純資産額又は円貨での預託証拠

金残高 がマイナスとなった場合や当社が出庫処理を行う時点で預託証拠金残

高が出庫予約額を下回っていた場合には、出庫予約を取り消し、出庫を中止

させて頂きます。 

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できない

事由によりお客様が仮想通貨を出庫した場合は、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。 

出庫予約をされたのち、トレード口座における純資産額がマイナスになった

場合、出庫予約を取消した上、そのマイナス分と相殺させて頂きます。出庫

に係る手数料等はお客様の負担となります。 

 

９．証拠金 

頂きます。 

 

（3）仮想通貨の入庫  （省略） 

（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。 

本口座に保有されている仮想通貨は、出庫可能額の範囲で出庫予約をするこ

とができます。 

出庫が可能な額は、出庫依頼時と実際の出庫時の双方において判断させて頂

きます。従いまして、出庫依頼後、当社が出庫処理を行うまでの間に、ロス

カットの発生等により 純資産額又は日本円の現金残高 がマイナスとなった場

合や当社が出庫処理を行う時点で預託証拠金残高が出庫予約額を下回ってい

た場合には、出庫予約を取り消し、出庫を中止させて頂きます。 

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できない

事由によりお客様が仮想通貨を出庫した場合は、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。 

出庫予約をされたのち、トレード口座における純資産額がマイナスになった

場合、出庫予約を取消した上、そのマイナス分と相殺させて頂きます。 

出庫に係る手数料等はお客様の負担となります。 

 

 

９．証拠金 
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（1）証拠金の差入れ （省略） 

（2）証拠金必要額 

注文の際に必要となる証拠金 として、各銘柄（通貨ペア）とも取引の額（そ

の時点の円換算された金額）に対して、最低 20％以上の証拠金が必要となり

ます。 

ポジション必要証拠金 は当社が提示する取引価格（買いはビッド価格、売り

はアスク価格）でリアルタイムに円換算して計算します。円貨以外の銘柄

（仮想通貨ペア）は、BTC/JPY、又は ETH/JPYのビッド価格とアスク価格のミ

ッド（仲値）にて円換算して計算します。 

トレード口座では、指値等の未約定注文の証拠金を注文証拠金と表示し、約

定済のポジションに対する証拠金をポジション必要証拠金と表示していま

す。 

（3）純資産額不足金額 の取扱い 

ロスカットルールがあっても、預託証拠金 の額を上回る損失が生じ、純資産額がマイ

ナスとなることがあります。その場合、当該不足金額の発生した翌営業日の午後 3 時

までに円貨で （削除）トレード口座に差し入れてください。期日までに不足金額の差

入れがなされない場合には、不足金額につき年率 14.6％の割合による遅延損害金を申

し受けます。 

純資産額がマイナスとなった場合は新規取引、及び本口座からの出金及び出庫はでき

ません。 

 

 

 

 

（1）証拠金の差入れ （省略） 

（2）証拠金必要額 

注文の際に必要となる証拠金は、各銘柄（通貨ペア）とも取引の額（その時

点の円換算された金額）に対して、最低 20％以上の証拠金が必要となりま

す。 

必要証拠金 は当社が提示する取引価格（買いはビッド価格、売りはアスク価

格）でリアルタイムに円換算して計算します。円貨以外の銘柄（仮想通貨ペ

ア）は、BTC/JPY、又は ETH/JPYのビッド価格とアスク価格のミッド（仲値）

にて円換算して計算します。 

トレード口座では、指値等の未約定注文の証拠金を注文証拠金と表示し、約

定済のポジションに対する証拠金をポジション必要証拠金と表示していま

す。 

（3）不足金額 の取扱い 

ロスカットルールがあっても、証拠金 の額を上回る損失が生じ、純資産額がマイナス

となることがあります。その場合、当該不足額の発生した翌営業日の午後 3時までに

円貨 又は仮想通貨（BTC又は ETH）でトレード口座に差し入れてください。期日まで

に不足金額の差入れがなされない場合には、不足金額につき年率 14.6％の割合による

遅延損害金を申し受けます。 

預託証拠金の円貨又は純資産がマイナスとなった場合、当該事象が発生した 2営業日

後において、当社の裁量により仮想通貨を売却し、当該マイナス資産の解消をするこ

とができるものとします。また、不足額が発生した場合、当社にて以下の対応をさせ

ていただきます。 

①新規取引の停止 

②本口座からの出金及び出庫の停止 
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（4）預託証拠金（円貨）不足金額の取扱い 

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

場合には、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てください。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、保有する全ての仮想通貨をお

客様の計算において売却（不足金解消取引）します。また、不足金解消取引

の執行前に、全ての現物取引の注文をキャンセルします。 

円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合は本口座からの出金及び出

庫はできません。 

 

（5）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 （省略） 

 

（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） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）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 （省略） 

 

（5）振替の制限 （省略） 

 

（6）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） 
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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 

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 ～ ２１．苦情及び紛争の相談窓口 （省略） 

 

別紙 「仮想通貨概要説明書」 （省略） 

 

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 取引 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

ョン証拠金 ×100 

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額（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 ～ ２１．苦情及び紛争の相談窓口 （省略） 

 

別紙 「仮想通貨概要説明書」 （省略） 

 

 


