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2. 暗号資産 CFD について 

（1）～（20） （略） 



（21）当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的としてカバー取引

を行います。なお、当社のカバー取引先は以下のとおりです。 

1. LMAX Broker Limited（エルマックス・ブローカー・リミテッド）：英国 FCA

（Financial Conduct Authority）認可 

2. B2C2 OTC Ltd（ビーツーシーツー・オーティーシー・リミテッド）：英国 FCA

（Financial Conduct Authority）認可 

3. TaoTao 株式会社（2021 年 12 月 1 日に「SBI VC トレード株式会社へ商号変

更予定）：金融商品取引業 

（22） （削除） 
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■取引の方法 

a.暗号資産 CFD の取引内容は次のとおりです。 

取引時間 

（日本時

間）（注 1) 

午前 7:00～翌午前 6:30 

※メンテナンスのため、毎週水曜日の以下の時間帯（最終時間～開

始時間）の間、それぞれ注文・約定・ログインを行うことができま

せん。 

 最終時間 開始時間 

注文 午前 11:59:55 午後 1:00:30 

約定 午後 0:00:30 午後 1:00:30 

ログイン 午前 11:59:55 午後 1:00:30 

※臨時システムメンテナンスを要する時間帯にあっては、お客様

の意図した取引ができない場合があります。 

（21）当社は、お客様との取引から生じるリスクの減少を目的としてカバー取引を

行います。なお、当社のカバー取引先は以下のとおりです。 

1. LMAX Broker Limited（エルマックス・ブローカー・リミテッド）：英国 FCA

（Financial Conduct Authority）認可 

2. B2C2 OTC Ltd（ビーツーシーツー・オーティーシー・リミテッド）：英国 FCA

（Financial Conduct Authority）認可 

（追加） 

 

（22）各取引ツール上のチャートは、スプレッド一覧の第二区分に適用されるレー

トに基づいて描画されておりますので、注文数量によっては注文画面に表示され

るレートと異なる場合があります。 
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■取引の方法 

a.暗号資産 CFD の取引内容は次のとおりです。 

取引時間 

（日本時

間）（注 1) 

午前 7:00～翌午前 6:30 

 

 

 

 

 

 

 

※臨時システムメンテナンスを要する時間帯にあっては、お客様の

意図した取引ができない場合があります。 



メンテナ

ンス時間 

（日本時

間） 

午前 6:30～午前 7:00  

毎週水曜日午後 0:00～午後 1:00 

※上記時間以外に臨時メンテナンスを実施する場合があります。 

（略） 

銘柄 呼値の単位 最小発注数量 最大発注数量 保有建玉上限 

BTC/円 1 0.0001BTC 10BTC 100BTC 

XRP/円 0.0001 1XRP 100,000XRP 2,000,000XRP 

ETH/円 1 0.001ETH 100ETH 2,000ETH 

BTC/米ドル 0.01 0.0001BTC 10BTC 100BTC 

XRP/米ドル 0.000001 1XRP 100,000XRP 2,000,000XRP 

ETH/米ドル 0.01 0.001ETH 100ETH 2,000ETH 

b～d （略） 

e. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで

す。暗号資産 CFD においては、反対売買がなされない限り、決済日を翌営業日に

繰り延べますので、長期間建玉を維持することができます。ただし、ロールオーバ

ーが行われた場合、建玉に応じて生じる管理費用としてレバレッジ手数料(詳しく

は、13 ページ｢決済にともなう金銭の授受｣の「(2)レバレッジ手数料｣をご参照く

ださい。)が発生します。ロールオーバーによって発生したレバレッジ手数料は、

ロールオーバー後、即座に資産評価額に反映されます。なお、ロールオーバーは原

則として日本時間午前 6：30 以降に自動的に行ないます。 

f. お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済するこ

とがあります(以下、｢ロスカット･ルール｣といいます。詳しくは、12 ページ｢証拠

金｣の｢(7) ロスカットの取扱い｣をご参照ください。)。ただし、相場が急激に変動

した場合には、ロスカット･ルールが設けられている場合であっても、証拠金の額

を上回る損失が生じることがあります。 

メンテナ

ンス時間 

（日本時

間） 

午前 6:30～午前 7:00  

 

※上記時間以外に臨時メンテナンスを実施する場合があります。 

（略） 

銘柄 呼値の単位 最小発注数量 最大発注数量 保有建玉上限 

BTC/円 1 0.0001BTC 100BTC 500BTC 

XRP/円 0.0001 1XRP 500,000XRP 10,000,000XRP 

ETH/円 1 0.001ETH 1,000ETH 10,000ETH 

BTC/米ドル 0.01 0.0001BTC 100BTC 500BTC 

XRP/米ドル 0.000001 1XRP 500,000XRP 10,000,000XRP 

ETH/米ドル 0.01 0.001ETH 1,000ETH 10,000ETH 

b～d （略） 

e. ロールオーバーとは未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理のことで

す。暗号資産 CFD においては、反対売買がなされない限り、決済日を翌営業日に

繰り延べますので、長期間建玉を維持することができます。ただし、ロールオーバ

ーが行われた場合、建玉に応じて生じる管理費用としてレバレッジ手数料(詳しく

は、12 ページ｢決済にともなう金銭の授受｣の「(2)レバレッジ手数料｣をご参照く

ださい。)が発生します。ロールオーバーによって発生したレバレッジ手数料は、

ロールオーバー後、即座に資産評価額に反映されます。なお、ロールオーバーは原

則として日本時間午前 6：30 以降に自動的に行ないます。 

f. お客様の損失が所定の水準に達した場合、お客様の建玉を強制的に決済するこ

とがあります(以下、｢ロスカット･ルール｣といいます。詳しくは、11 ページ｢証拠

金｣の｢(7) ロスカットの取扱い｣をご参照ください。)。ただし、相場が急激に変動

した場合には、ロスカット･ルールが設けられている場合であっても、証拠金の額

を上回る損失が生じることがあります。 
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■証拠金 

(1)取引必要証拠金 

・決済通貨が円貨の場合 （ビットコイン/円、エックスアールピー/円、イーサ

リアム/円） 

当社が提示する取引価格（買いは Ask 価格、売りは Bid 価格）に建玉数量を

乗じた金額の、個人口座のお客様は 50%、法人口座のお客様は当社の用いる

暗号資産リスク想定比率を乗じた金額となります。 

 

・決済通貨が外貨の場合（ビットコイン/米ドル、エックスアールピー/米ドル、

イーサリアム/米ドル） 

当社が提示する取引価格（買いは Ask 価格、売りは Bid 価格）に建玉数量を乗じ

た金額を円貨転換仲値レートでリアルタイムに円換算した金額の、個人口座のお

客様は 50%、法人口座のお客様は当社の用いる暗号資産リスク想定比率を乗じた

金額となります。 
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(11) 約定訂正等 

お客様の注文の約定は、9 ページ b.に記載している方法により生成した価格によ

り行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信など本来ある

べき価格で約定しなかったこと等により、お客様に本来発生していなかったはず

の利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での

約定に訂正させていただく又は約定の取消しをさせていただく場合があります。 
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■証拠金 

(1)取引必要証拠金 

・決済通貨が円貨の場合 （ビットコイン/円、エックスアールピー/円、イーサ

リアム/円） 

当社が提示する取引価格（買いは Ask 価格、売りは Bid 価格、それぞれに建

玉数量の区分に応じた付加価格を加味した価格）に建玉数量を乗じた金額

の、個人口座のお客様は 50%、法人口座のお客様は当社の用いる暗号資産リ

スク想定比率を乗じた金額となります。 

・決済通貨が外貨の場合（ビットコイン/米ドル、エックスアールピー/米ドル、

イーサリアム/米ドル） 

当社が提示する取引価格（買いは Ask 価格、売りは Bid 価格、それぞれに建玉数

量の区分に応じた付加価格を加味した価格）に建玉数量を乗じた金額を円貨転換

仲値レートでリアルタイムに円換算した金額の、個人口座のお客様は 50%、法人

口座のお客様は当社の用いる暗号資産リスク想定比率を乗じた金額となります。 
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(11) 約定訂正等 

お客様の注文の約定は、8 ページ b.に記載している方法により生成した価格によ

り行いますが、当社のシステム障害やカバー取引先のレート誤配信など本来ある

べき価格で約定しなかったこと等により、お客様に本来発生していなかったはず

の利益又は損失が発生する可能性があります。その場合、本来あるべき価格での約

定に訂正させていただく又は約定の取消しをさせていただく場合があります。 



その場合、当社からお客様に対し、速やかにご連絡いたします（連絡方法は、取引

画面、電子メール、WEB サイト、電話等、状況により異なります）。 
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・カバー取引先 

当社のカバー取引先は、LMAX Broker Limited（エルマックス・ブローカー・

リミテッド）、B2C2 OTC Ltd（ビーツーシーツー オーティーシー リミテッ

ド）、TaoTao 株式会社（2021 年 12 月 1 日付で「SBI VC トレード株式会社」に商

号変更予定）です 
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（2021 年 11 月） 

 

その場合、当社からお客様に対し、速やかにご連絡いたします（連絡方法は、取引

画面、電子メール、WEB サイト、電話等、状況により異なります）。 
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・カバー取引先 

当社のカバー取引先は、LMAX Broker Limited（エルマックス・ブローカー・

リミテッド）、B2C2 OTC Ltd（ビーツーシーツー オーティーシー リミテッ

ド）です。 
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（2021 年 9 月） 

 

 


