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5 頁目

第１１条（個人情報の提供等に関する同意等）
第１１条（個人情報の提供に関する同意）
お客様は、お客様ご自身の個人情報及びお客様が当社に提供する第三者の
お客様は、お客様の個人情報の提供及び利用に関して、次の各号に定める
個人情報の取扱いに関して、次の各号に定める事項に同意するものとしま 事項に同意するものとします。
す。

5 頁目

（１）お客様が当社に暗号資産の送付を依頼するに先立ち、当社に対して受 （新設）
取人に関する情報その他必要な事項を提供すること。

5 頁目

（２）お客様が当社に暗号資産の送付を依頼したとき（暗号資産の送付を依 （１）お客様が当社に暗号資産の送付を依頼したときに、当社が、送付依頼
頼することに先立って、受取人に関する情報を登録することを含みま 人を確認させることを目的として、受取人にお客様の口座名義その他必要な
す。）に、当社が、送付依頼人を確認させること及び法令・自主規制 事項を提供すること。
規則に従って取引内容等を確認することを目的として、受取人又は受
取人のウォレットを管理する暗号資産交換業者、資金決済に関する法
律第２条第９項に規定する外国暗号資産交換業者若しくはこれらに準
じる者（あわせて以下「受取人等」といいます。）にお客様の口座名
義その他必要な事項（以下「必須通知情報」といいます。）を提供す
ること。

6 頁目

（３）受取人等が、前号に定める目的のために、必須通知情報を利用し、保 （新設）
存すること。

6 頁目

（４）（１）ないし（３）を拒否した場合、当社が暗号資産の送付を拒否し （新設）
ても当社を免責すること。

6 頁目

（５）当社に暗号資産の送付を依頼しようとする第三者によりお客様が送付 （２）当社に暗号資産の送付を依頼しようとする第三者によりお客様が送付
先に指定されたときに、当社が、送付先を確認させることを目的とし
先に指定されたときに、当社が、送付先を確認させることを目的とし
て、当該第三者にお客様の口座名義その他必要な事項を提供するこ
て、当該第三者にお客様の口座名義その他必要な事項を提供するこ
と。
と。

6 頁目

（６）当社が、「個人情報保護宣言」に定める利用目的を達成するため、外 （３）当社が、「個人情報保護宣言」に定める利用目的を達成するため、外
国にある事業者が提供するクラウドサービス（日本国内において提供
国にある事業者が提供するクラウドサービス（日本国内において提供
されるものに限ります。）を利用する過程において、当該事業者にお
されるものに限ります。）を利用する過程において、当該事業者にお
客様の個人情報を提供する場合があること。
客様の個人情報を提供する場合があること。

6 頁目

（７）当社が、その監督当局又は当該監督当局の認可を受けた自主規制機関 （４）当社が、その監督当局又は当該監督当局の認可を受けた自主規制機関
が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等への
が、マネー・ロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等への
抵触又は暗号資産市場における取引の公正性の確保等を目的とした調
抵触又は暗号資産市場における取引の公正性の確保等を目的とした調
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査を行う場合において、当社が当該監督当局等にお客様の個人情報を
提供する場合があること。
6 頁目

査を行う場合において、当社が当該監督当局等にお客様の個人情報を
提供する場合があること。

第１２条（表明及び保証）
（新設）
お客様は、当社に対して暗号資産の送付を依頼する場合、次の各号に定め
る事項が真実かつ正確であることを表明保証するものとします。
（１）暗号資産の受取人がお客様ご自身以外の第三者である場合で、かつお
客様が個人情報の保護に関する法律第２条に定める個人情報取扱事業者であ
る場合、当社に対して、受取人に関する情報を提供することについて、受取
人の同意の取得その他法令上必要な手続きを完了していること。
（２）お客様が当社に届け出る受取人に関する情報は、お客様の知り得る限
り、正確かつ最新のものであること。
（３）暗号資産の送付に関してお客様が当社に対して届け出た内容は、真実
かつ正確であること
第１３条（遅延損害金）

第１２条（遅延損害金）

7 頁目

第１４条（禁止事項）

第１３条（禁止事項）

8 頁目

第１５条（免責）

第１４条（免責）

10 頁目 第１６条（本サービスの中断）

第１５条（本サービスの中断）

10 頁目 第１７条（差引計算）

第１６条（差引計算）

10 頁目 第１８条（充当の指定）

第１７条（充当の指定）

10 頁目 第１９条（本サービスの変更及び廃止）

第１８条（本サービスの変更及び廃止）

11 頁目 ２ 当社は、本サービスの変更等の内容を、予め、相当の期間をもって変更 ２ 当社は、本サービスの変更等の内容を、予め、相当の期間をもって変更
旧:10
等の効力発生日を定めた上で、第２３条に定める方法によりお客様に通知
等の効力発生日を定めた上で、第２２条に定める方法によりお客様に通知
します。お客様は、本サービスの変更等に同意しない場合は、本サービス
します。お客様は、本サービスの変更等に同意しない場合は、本サービス
を解約することができます。なお、本サービスの変更等の効力発生日以降
を解約することができます。なお、本サービスの変更等の効力発生日以降
にお客様が本サービスを利用された場合は、本サービスの変更等に同意し
にお客様が本サービスを利用された場合は、本サービスの変更等に同意し
たものとみなします。
たものとみなします。
11 頁目 第２０条（取扱通貨の一時中止）
11 頁目 ４

第１９条（取扱通貨の一時中止）

当社は、本項に定めた取扱暗号資産の一時中止を解除し、取扱を再開す ４

当社は、本項に定めた取扱暗号資産の一時中止を解除し、取扱を再開す
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新文書
る場合、再開の５営業日前までに、第２３条（通知）に定める方法により
お客様に通知します。また、一時中止の期間が１週間に満たない場合に
は、再開日の前日までにお客様に周知するものとします。

12 頁目 第２１条（取扱通貨の廃止）

旧文書
る場合、再開の５営業日前までに、第２２条（通知）に定める方法により
お客様に通知します。また、一時中止の期間が１週間に満たない場合に
は、再開日の前日までにお客様に周知するものとします。
第２０条（取扱通貨の廃止）

12 頁目 １ 当社は、取扱暗号資産の廃止をする場合、取扱中止日の３０日前まで １ 当社は、取扱暗号資産の廃止をする場合、取扱中止日の３０日前まで
に、法令に基づく廃業の公告をするとともに、次の各号の事項について、第 に、法令に基づく廃業の公告をするとともに、次の各号の事項について、第
２３条（通知）に定める方法により、お客様に通知します。
２２条（通知）に定める方法により、お客様に通知します。
12 頁目 第２２条（取引の規制・解約等）

第２１条（取引の規制・解約等）

15 頁目 （27）お客様が第１４条第１項各号に定める行為を行ったと当社が判断した （27）お客様が第１３条第１項各号に定める行為を行ったと当社が判断した
場合
場合
16 頁目 第２３条（通知）

第２２条（通知）

16 頁目 第２４条（本約款等の変更）

第２３条（本約款等の変更）

16 頁目 ３ 当社は、予め、相当の期間をもって変更等の効力発生日を定めた上で、 ３ 当社は、予め、相当の期間をもって変更等の効力発生日を定めた上で、
本約款等の変更等の内容を第２３条（通知）に定める方法によりお客様に
本約款等の変更等の内容を第２２条（通知）に定める方法によりお客様に
通知します。お客様は、本約款等の変更等に同意しない場合は、本サービ
通知します。お客様は、本約款等の変更等に同意しない場合は、本サービ
スを解約することができます。なお、本約款等の変更の効力発生日以降に
スを解約することができます。なお、本約款等の変更の効力発生日以降に
お客様が本サービスを利用された場合は、本約款等の変更に同意したもの
お客様が本サービスを利用された場合は、本約款等の変更に同意したもの
とみなします。
とみなします。
16 頁目 第２５条（権利義務譲渡等の禁止）

第２４条（権利義務譲渡等の禁止）

16 頁目 第２６条（準拠法及び裁判管轄）

第２５条（準拠法及び裁判管轄）

17 頁目 附則
２０１７年 ８月 ９日
２０１８年 １月１５日
２０１８年 ５月３０日
２０１８年 ９月 ５日
２０１８年１１月 ５日
２０１９年 ７月 ３日
２０１９年 ７月１０日

附則
２０１７年 ８月 ９日
２０１８年 １月１５日
２０１８年 ５月３０日
２０１８年 ９月 ５日
２０１８年１１月 ５日
２０１９年 ７月 ３日
２０１９年 ７月１０日

制定
改定
改定
改定
改定
改定
改定

制定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
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２０１９年１０月 ２日
２０２０年 ５月 １日
２０２０年 ６月１１日
２０２０年 ８月 ５日
２０２０年１１月１１日
２０２１年 ９月 １日
２０２２年 ３月３０日

改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定

旧文書
２０１９年１０月 ２日
２０２０年 ５月 １日
２０２０年 ６月１１日
２０２０年 ８月 ５日
２０２０年１１月１１日
２０２１年 ９月 １日

改定
改定
改定
改定
改定
改定

