
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（現物） 

（契約締結前交付書面）新旧対照表 
新 旧 

 

1 / 5 

本取引のリスク等重要事項について 

１．仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との相違 （省略） 

２． 本取引について  

① ～ ⑥ （省略） 

⑦本取引の手数料やその他費用等は、「12．手数料」をご参照ください。 

⑧ （省略） 

⑨苦情又は相談先は、「17.苦情及び紛争の相談窓口」をご参照ください。 

⑩指定仮想通貨交換業務紛争解決機関は、「17.苦情及び紛争の相談窓口」を

ご参照ください。 

 

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

本取引のリスク等重要事項について （省略） 

１．仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との相違 （省略） 

２． 本取引について  

① ～ ⑥ （省略） 

⑦本取引の手数料やその他費用等は、「11．手数料」をご参照ください。 

⑧ （省略） 

⑨苦情又は相談先は、「16.苦情及び紛争の相談窓口」をご参照ください。 

⑩指定仮想通貨交換業務紛争解決機関は、「16.苦情及び紛争の相談窓口」を

ご参照ください。 

 

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
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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

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。 

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

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
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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．預託証拠金 

（1）預託証拠金（取引資金）の差入れ 

本取引を開始するためには、本口座から円貨又は仮想通貨をトレード口座に

振替する必要があります。振替られた円貨又は仮想通貨は預託証拠金残高に

表示されます。 

 

（2）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。 

 

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。 

 

 

（新設） 
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（3）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、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

の充当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。 

 

（4）振替の制限 

純資産額がプラスであっても、トレード口座内おいて円貨の預託証拠金残高がマイナ

スとなっている場合は、トレード口座内の全ての仮想通貨に対して、ウォレット口座

への振替が出来ないよう制限を行います。 

ウォレット口座からトレード口座への円貨の振替、若しくは、トレード口座内の仮想

通貨の売却を行い、トレード口座内における円貨の預託証拠金残高のマイナスを解消

していただくことにより、トレード口座の仮想通貨の振替の制限は解除されます。 

 

１０．ロスカットルール （省略） 

 

１１．システム障害 （省略） 

 

１２．手数料 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．ロスカットルール （省略） 

 

１０．システム障害 （省略） 

 

１１．手数料 （省略） 
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１３．仮想通貨の保有制限 （省略） 

 

１４．お客様アカウントについて （省略） 

 

１５．お取引履歴及びお預かり残高ご確認 （省略） 

 

１６．課税上の取扱い （省略） 

 

１７．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） 

 

１２．仮想通貨の保有制限 （省略） 

 

１３．お客様アカウントについて （省略） 

 

１４．お取引履歴及びお預かり残高ご確認 （省略） 

 

１５．課税上の取扱い （省略） 

 

１６．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） 

 

 


