暗号資産現物取引のお客様は1ページから9ページを
暗号資産デリバティブ取引のお客様は10ページから18ページをご参照下さい。

取引ルール（暗号資産現物取引）
本取引ルールは、お客様が、本サービス（利用規約第2条において定義される「本サービ
ス」をいいます。）のご利用により行うことができる暗号資産の取引について、その取引方
法や用語の定義等をご理解いただくために説明するものです。

1. 取引チャネル
パソコン、タブレット及びスマートフォン等によりインターネットを利用して当社ウ
ェブサイト又は専用アプリケーションを通じてお取引いただけます。なお、カスタマー
サポート経由、メール、お電話でのご注文は承ることができません。
※ 一部携帯端末からのご利用ができないサービスがございます。

2. 取引時間
取引日

取引開始時間

取引終了時間

月曜日～日曜日

午前 9:00

翌日午前 9:00

※ システムメンテナンスの時間を除きます。定期システムメンテナンスの時間につい
ては FAQ、臨時メンテナンスについてはお知らせページ、あるいは Twitter などで
お知らせします。
※ 必要に応じて取引時間を臨時に変更する場合があります。

3. 取扱暗号資産
当社では、以下の暗号資産をお取引いただけます。
•

BTC (ビットコイン)

•

ETH (イーサリアム)

•

XRP (リップル)

•

BCH (ビットコインキャッシュ)

•

QASH (キャッシュ)
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4. 取扱い通貨ペア
通貨ペアとは、取引対象となる暗号資産と法定通貨もしくは暗号資産の組合せをいい、
左右並べて表記します。
お客様がお取引可能な通貨ペアは、当社サービス（モバイルアプリを除く）へログイン
した後の取引画面にてご確認いただけます。また、通貨ペアごとの各種制限値について
は、取引概要もあわせてご確認ください。

5. 取引概要
当社が取り扱う暗号資産現物取引にかかる概要は以下のとおりです。

注文に関する事項は以下のとおりです。

注文種類

成行、指値、逆指値、トレール
※ 詳細は、下記「注文の種類」をご参照ください。

指値・逆指値・トレ 無（Good Till Cancel）
ール注文の有効期 約定又はお客様が取消しするまで、注文は有効です。しかしな
間

がら、当社は適切な価格形成の観点から実勢から乖離した注文
を削除することがあります。

注文取消

お客様が発注された指値・逆指値・トレール注文は、約定す
るまでの状態の場合には取消しを行うことができます。
成行注文の取消しは行うことができません。

注文訂正

お客様が発注された指値・逆指値・トレール注文は、約定す
るまでの状態の場合には訂正を行うことができます。
成行注文の訂正は行うことができません。

注文種類
成行注文

価格を指定しない注文方法です。成行の買い注文を出すと、そ
のときに出ている最も低い価格の売り注文から順番に注文数
量に応じて注文が成立します。同様に成行の売り注文の場合
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は、最も価格が高い買い注文から順番に注文数量に応じて注文
が成立します。なお、成行注文は、FAK（Fill And Kill）のた
め、一部約定した場合、未約定の残数量は失効します。
指値注文

「指定した価格以下になったら買う」又は「指定した価格以上
になったら売る」という条件付きの注文です。 なお、指値注文
の場合には注文の一部のみ約定する場合があり、残りの注文は
約定又はお客様が取消しするまで有効です。

逆指値注文

「指定した価格以上になったら買う」又は「指定した価格以下
になったら売る」という条件付きの成行注文です。
逆指値注文は、FAK（Fill And Kill）のため、 一部約定した場
合、未約定の残数量は失効します。

トレール注文

トレール注文では、トレール価格は価格幅、またはパーセント
幅を保ったまま追従します。
価格が有利な方向に動いた場合は、トレール価格は設定してい
た価格幅、またはパーセント幅を保ったまま追従し、トレール
価格を自動修正します。設定した幅の分だけ不利な値動きをし
た場合は注文が成立します。
トレール注文は、FAK（Fill And Kill）のため、 一部約定した
場合、未約定の残数量は失効します。

当社は競争売買方式による価格形成を採用しております。具体的には当社が運営する
Liquid by Quoine（リキッドバイコイン）において、価格優先の原則（売り注文の場
合はより値段の低いもの、買い注文の場合はより値段の高いものが優先されます。ま
た、成行注文は価格条件がある注文に優先されます。）および時間優先の原則（価格条
件が同じ場合は先に発注した注文が優先します。）に則り、当社に開設したユーザー
口座を通じて通貨ペアを取引します。
また、当社および海外関連会社はスムーズな価格形成と流動性供給を目的として、マ
ーケットメイキングを行うことがあります
注文に関する制限値は以下のとおりです。
JPY マーケット

通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（JPY）

BTC/JPY

0.0001 BTC

25 BTC

1

ETH/JPY

0.002 ETH

100 ETH

1
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XRP/JPY

1 XRP

400,000 XRP

0.001

BCH/JPY

0.01 BCH

150 BCH

1

QASH/JPY

1 QASH

200,000 QASH

0.001

BTC マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（BTC)

ETH/BTC

0.002 ETH

100 ETH

0.000001

XRP/BTC

1 XRP

400,000 XRP

0.00000001

BCH/BTC

0.01 BCH

150 BCH

0.000001

QASH/BTC

1 QASH

200,000 QASH

0.00000001

ETH マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（ETH)

QASH/ETH

1 QASH

200,000 QASH

0.00000001

QASH マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（QASH)

400,000 XRP

0.00000001

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（USD)

XRP/QASH

1 XRP

USD マーケット
通貨ペア

BTC/USD

0.0001 BTC

25 BTC

0.01

ETH/USD

0.002 ETH

100 ETH

0.01

XRP/USD

1 XRP

400,000 XRP

0.00001

BCH/USD

0.01 BCH

150 BCH

0.01

QASH/USD

1 QASH

200,000 QASH

0.00001
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EUR マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（EUR)

BTC/EUR

0.0001 BTC

25 BTC

0.01

ETH/EUR

0.002 ETH

100 ETH

0.01

XRP/EUR

1 XRP

400,000 XRP

0.00001

QASH/EUR

1 QASH

200,000 QASH

0.00001

SGD マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（SGD)

BTC/SGD

0.0001 BTC

25 BTC

0.01

ETH/SGD

0.002 ETH

100 ETH

0.00001

XRP/SGD

1 XRP

400,000 XRP

0.00001

BCH/SGD

0.01 BCH

150 BCH

0.01

QASH/SGD

1 QASH

200,000 QASH

0.00001

HKD マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

(※１）

（※2）

呼び値
（HKD)

BTC/HKD

0.0001 BTC

25 BTC

0.1

ETH/HKD

0.002 ETH

100 ETH

0.001

AUD マーケット
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

(※１）

（※2）

呼び値
（AUD)

BTC/AUD

0.0001 BTC

25 BTC

0.01

ETH/AUD

0.002 ETH

100 ETH

0.01

QASH/AUD

1 QASH

200,000 QASH

0.00001
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※１
最小発注数量未満の売買は行えませんので、最小発注数量以上の数量に増やしてから
売買する必要があります。

※2
受注制限数量とは、急激な価格変動を抑制する目的で注文の種類によって当社の受注
時に制限をかけるものです。お客様の発注数量とは異なりますのでご留意ください。
成行注文
お客様の発注数量が受注制限数量以下の場合は全数、受注制限数量を超える場合は受
注制限数量まで部分的に約定します。
指値注文
基本的に受注制限数量による制限はかかりませんが（メイカーの場合）
、最良気配値
に劣後して即時約定する価格条件（テイカーの場合）では、注文全数が失効扱いとな
ります。

6. スリッページ
スリッページとは、注文受付後の相場変動等により、お客様が指定した価格（＝発注時の
画面上の価格）に対する実際の約定価格との間に価格差が発生する場合をいいます。ス
リッページは、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります
が、当社はスリッページについて一切責任を負いません。スリッページは、成行、逆指
値、トレールの注文方法に対して、発生する可能性があります。

7. 法定通貨の入出金
(a) 入金
お客様が入金する金銭は日本円に限られ、金銭の預託の方法は当社指定銀行口座への振
込入金又は収納代行による入金に限られます。
当社に入金された金銭については、かかる入金を当社が確認した時点でお客様のユーザ
ー口座に反映されるため、当該入金からユーザー口座への反映までの間に、一定のタイ
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ムラグが生じる可能性があることにご注意ください。

(b) 出金
お客様が出金する金銭は日本円に限られます。預託された金銭（未約定の買い注文があ
る場合は相当額を除きます）を出金できます。なお、出金の限度枠は原則として 1 回あ
たり 20,000,000 円、24 時間あたり 50,000,000 円までとします。
但し、出金可能金額が出金にかかる手数料を下回る場合には、お客様は、出金依頼をす
ることはできません。
出金は、お客様本人名義の預金口座に振り込む方法により行うものとします。合理的な理
由に基づき当社が別途通知した場合を除き、金銭の払戻しには、原則として、依頼を受
けた後、出金依頼のステータスが処理中となった時点から 2 銀行営業日以内となります。

8. 暗号資産の入出庫
(a) 暗号資産のユーザー口座への入庫
お客様がユーザー口座へ暗号資産を入庫する場合、対象の暗号資産専用のアドレスに
送付していただきます。
当社指定の暗号資産アドレスに送付された暗号資産については、当社の営業時間内に
おいて、暗号資産の送付を当社が確認した時点でお客様のユーザー口座に反映される
ため、暗号資産の送付からユーザー口座への反映までの間に、一定のタイムラグが生じる
可能性があることにご注意ください。
(b) 暗号資産のユーザー口座からの出庫
お客様は、ユーザー口座に入庫している暗号資産（いずれも暗号資産関連店頭デリバティ
ブ取引の建玉を除きます。）の全部又は一部を出庫することができるものとします。な
お、出庫の限度枠は原則として 24 時間あたりの合計で個人のお客様は 100,000 米ド
ル相当、法人のお客様は 150,000 米ドル相当までとします。
お客様がユーザー口座から暗号資産を出庫される場合、取引画面内より出庫依頼を行
っていただきます。その後、当社による所定の審査プロセスを経たうえで実際の出庫処
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理が実行されます。
暗号資産の出庫には原則として、依頼を受けた後、出庫依頼のステータスが処理中とな
った時点から 1 営業日を要します。

9. 手数料（消費税含む）※１
以下の手数料は当社の判断により変更されることがあります。
(a) 取引手数料
当社 Web ページ（https://www.liquid.com/ja/fee/）および FAQ においてご確認くだ
さい。
(b) 法定通貨（日本円）の入出金に関する手数料
入金：無料
出金：700 円（銀行手数料込）
(c) 暗号資産の入出庫に関する手数料
入庫：無料
出庫についてはネットワーク手数料の変動により変更されることがありますので、当
社 Web ページ（https://www.liquid.com/ja/fee/）をご確認ください。
(d) 回復手数料※２
暗号資産を誤って送付・入庫した場合の回復手数料です。


XRP の宛先タグ間違いの場合
XRP の宛先タグ間違いによる入金の場合は回復措置の対象金額を問いません。
送付した数量の 10％もしくは 50,000 円相当の数量のいずれか低い数量、あるい
は市場価格で換算した日本円での請求となります。



上記以外の場合
回復措置の対象金額は 50,000 円相当額以上となります。
送付した数量の 10%もしくは 50,000 円相当の数量のいずれか高い数量、あるいは
市場価格で換算した日本円での請求となります

8

※１
各種手数料は、当社の判断により変動する場合がございます。当社 Web ページ
（https://www.liquid.com/ja/fee/）および FAQ にて公開しておりますので、そちら
をご確認ください。
※2
暗号資産誤入金の回復処理はブロックチェーン等の状況によってはできない場合があ
りますが、「回復手数料」は、理由の如何によらず返金いたしません。詳細は FAQ をご確
認ください。

2021年 4月27日制定
2021年8月5日改訂
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取引ルール（暗号資産関連店頭デリバティブ取引）
本取引ルールは、お客様が、本サービス（利用規約第 2 条において定義される「本サービ
ス」をいいます。
）のご利用により行うことができる暗号資産の取引について、その取引方
法や用語の定義等をご理解いただくために説明するものです。

1. 取引チャネル
パソコン、タブレット及びスマートフォン等によりインターネットを利用して当社ウ
ェブサイト又は専用アプリケーションを通じてお取引いただけます。なお、カスタマー
サポート経由、メール、お電話でのご注文は承ることができません。
※ 一部携帯端末からのご利用ができないサービスがございます。

2. 取引時間
取引日

取引開始時間

取引終了時間

月曜日～日曜日

午前 9:00

翌日午前 9:00

※ システムメンテナンスの時間を除きます。定期システムメンテナンスの時間につい
ては FAQ、臨時メンテナンスについてはお知らせページ、あるいは Twitter などでお
知らせします。
※ 必要に応じて取引時間を臨時に変更する場合があります。

3. 取扱い通貨ペア
通貨ペアとは、取引対象となる暗号資産と法定通貨の組合せをいい、左右並べて表記し
ます。具体的には以下の組合せになります。


BTC/JPY



ETH/JPY



XRP/JPY
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金額は、左側の暗号資産 1 単位に対して右側の法定通貨をもって取引するのに必要な
金額が表示されます。例えば BTC/JPY では、1BTC を売買するのに必要な円の金額で表
示されます
お客様がお取引可能な通貨ペアは、当社サービス（モバイルアプリを除く）へログイン
した後の取引画面にてご確認いただけます。また、通貨ペアごとの各種制限値について
は、取引概要もあわせてご確認ください。

4. 取引概要
当社の暗号資産を原資産とする店頭デリバティブ取引（以下、
「暗号資産関連店頭デリ
バティブ取引」といいます。
）にかかる概要は以下のとおりです。
当該取引は、お客様の取引注⽂について当社が相⼿⽅となり取引が成⽴する相対取引
であり、事前にお客様が証拠⾦を当社に預託したうえで暗号資産の売買を⾏う取引で
す。また、決済については、反対売買による売買価格差等に相当する⾦銭を授受する取
引（差⾦決済取引）となります。
注文に関する事項は以下のとおりです。
注文種類

成行、指値、逆指値、トレール
※ 詳細は、下記「注文の種類」をご参照ください。

指値・逆指値・トレ

無（Good Till Cancel）

ール注文の有効期

約定又はお客様が取消しするまで、注文は有効です。しかしな

間

がら、当社は適切な価格形成の観点から実勢から乖離した注文
を削除することがあります。

注文取消

お客様が発注された指値・逆指値・トレール注文は、約定す
るまでの状態の場合には取消しを行うことができます。
成行注文の取消しは行うことができません。

注文訂正

お客様が発注された指値・逆指値・トレール注文は、約定す
るまでの状態の場合には訂正を行うことができます。
成行注文の訂正は行うことができません。

注文の種類
成行注文

価格を指定しない注文方法です。 成行の買い注文を出すと、そ
のときに出ている最も低い価格の売り注文から順番に注文数
量に応じて注文が成立します。同様に成行の売り注文の場合
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は、最も価格が高い買い注文から順番に注文数量に応じて注文
が成立します。部分決済注文、全決済注文、一括決済注文、買
建玉一括決済注文、売建玉一括決済注文は、成行注文となりま
す。
なお、成行注文は、FAK（Fill And Kill）のため、 一部約定し
た場合、未約定の残数量は失効します。
指値注文

「指定した価格以下になったら買う」又は「指定した価格以上
になったら売る」という条件付きの注文です。 なお、指値注文
の場合には注文の一部のみ約定する場合があり、残りの注文は
約定又はお客様が取消しするまで有効です。

逆指値注文

「指定した価格以上になったら買う」又は「指定した価格以下
になったら売る」という条件付きの成行注文です。
逆指値注文は、FAK（Fill And Kill）のため、 一部約定した場
合、未約定の残数量は失効します。

トレール注文

トレール注文では、トレール価格は価格幅、またはパーセント
幅を保ったまま追従します。
価格が有利な方向に動いた場合は、トレール価格は設定してい
た価格幅、またはパーセント幅を保ったまま追従し、トレール
価格を自動修正します。設定した幅の分だけ不利な値動きをし
た場合は注文が成立します。
トレール注文は、FAK（Fill And Kill）のため、 一部約定した
場合、未約定の残数量は失効します。

当社は競争売買方式による価格形成を採用しております。具体的には当社が運営する
Liquid by Quoine（リキッドバイコイン）において、価格優先の原則（売り注文の場
合はより値段の低いもの、買い注文の場合はより値段の高いものが優先されます。ま
た、成行注文は価格条件がある注文に優先されます。）および時間優先の原則（価格条
件が同じ場合は先に発注した注文が優先します。）に則り、当社に開設したユーザー
口座を通じて通貨ペアを取引します。
なお、当社の提示価格には、通常、最良の買付価格と売付価格の差（スプレッド）が
あります。スプレッドは相場の状況に応じて変動するため、例えば暗号資産の価格の
急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない
可能性があります。
また、当社および海外関連会社はスムーズな価格形成と流動性供給を目的として、マ
ーケットメイキングを行うことがあります。
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注文に関する制限値は以下のとおりです。
通貨ペア

最小発注数量

受注制限数量

呼び値

(※１）

（※2）

（JPY）

BTC/JPY

0.0001 BTC

25 BTC

1

ETH/JPY

0.002 ETH

100 ETH

1

XRP/JPY

1 XRP

400,000 XRP

0.001

※１
最小発注量未満の決済 (反対売買) を行う場合は残り全ての数量を決済する必要があ
ります。
※2
受注制限数量とは、急激な価格変動を抑制する目的で注文の種類によって当社の受注
時に制限をかけるものです。お客様の発注数量とは異なりますのでご留意ください。
成行注文
お客様の発注数量が受注制限数量以下の場合は全数、受注制限数量を超える場合は受
注制限数量まで部分的に約定します。
指値注文
基本的に受注制限数量による制限はかかりませんが（メイカーの場合）、最良気配値
に劣後して即時約定する価格条件（テイカーの場合）では、注文全数が失効扱いとな
ります。

5. スリッページ
スリッページとは、注文受付後の相場変動等により、お客様が指定した価格（＝発注時
の画面上の価格）に対する実際の約定価格との間に価格差が発生する場合をいいます。
スリッページは、お客様にとって有利となる場合もあれば、不利となる場合もありま
すが、当社はスリッページについて一切責任を負いません。スリッページは、成行、逆
指値、トレールの注文方法に対して、発生する可能性があります。

6. 暗号資産関連店頭デリバティブ取引に関する用語とルール
当社における暗号資産関連店頭デリバティブ取引（レバレッジ取引）は、お客様が当社
に証拠金を預託することで証拠金以上の金額の取引を行うことが出来ます。この取引
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では、現物の暗号資産が売買されることはなく、決済は反対売買による差金決済とな
ります。
(a) 取引関係
新規

新規注文の際は、あらかじめ証拠金を当社へ入金していただく必
要があります。ご注文は、「証拠金関係」に定める実質証拠金の
範囲内となります。

建玉

反対売買を行う前（決済前）の状態

（たてぎょく）

店頭デリバティブ取引の買いについては「買い建玉」、売りにつ
いては 「売り建玉」と呼びます。
「ポジション」と呼ぶ場合もあ
ります。

決済

建玉の決済は、反対売買による差金決済によります。 決済取引
を行わない場合は、建玉を毎取引日自動的に翌取引日に繰り越し
ます。このため、決済期限のないお取引となっています。
ただし、当社の判断により決済期限を設定する場合があります。

レバレッジ倍率

預託された証拠金に対して、以下を基準に当社が定める倍率が適
用されます。
個人のお客様：2 倍
法人のお客様：当社が計算した倍率
現在の適用倍率は当社 Web ページ
（https://www.liquid.com/ja/leverage/）および FAQ でご確認
ください。

評価損益

未決済の建玉を現在の価格で評価した場合の損益

ポジション管理

暗号資産関連店頭デリバティブ取引の建玉を 8 時間ごとの基準

料

時を繰り越す場合に発生する手数料。

(b) 証拠金関係
預託金

暗号資産関連デリバティブ取引を希望されたユーザー口座に預
託されている残高。なお、当社での証拠金としての取扱いは日本
円のみとなります。

純資産（実預託

預託金から、建玉の評価損益、既存のレバレッジ注文と現物の買

額）

い注文（かかる手数料等を含みます）を考慮して預託金から差し
引いた金額
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維持証拠金

建玉を維持するために必要な預託金

（約定時必要預

個人のお客様：約定価格×約定数量の 50％

託額および維持

法人のお客様：約定価格×約定数量に上記レバレッジ倍率にもと

必要預託額）

づいて算出した金額

証拠金維持率

維持証拠金に対する純資産の割合です。

追加証拠金（追

証拠金維持率が 100％を下回ると、ご登録いただいたメールアド

証）

レス宛にその旨を通知いたします。
※ アラートの通知は、お客様の建玉管理の参考としていただく
ためにお送りしますが、システム上の技術的な理由や相場の
急激な変動などで送信が遅れる場合、あるいはまったく送信
されない場合もありますのでご注意ください。そのような場
合をあらかじめ想定していただき、常日頃から十分な余裕を
もってお取引くださいますようお願いいたします。 なお、技
術的な理由や相場の急激な変動などで送信が遅れるもしくは
送信されない場合でも、当社は一切の責任を負わないものと
します。
※ アラート率は、当社の判断により変更する場合があります。
なお、毎取引日の日本時間午前 9:00 において純資産が計算され
ます。この時点で純資産が維持証拠金を下回っている場合、追加
証拠金（追証）が発生します。

ロスカットレベ

建玉の評価損により、純資産が以下の金額を下回った場合は、以

ル

下の説明のロスカットが発生します。
（個人のお客様）
維持証拠金の 30％
（法人のお客様）
維持証拠金の 30％、もしくは約定価格×約定数量の４％のいず
れか大きい方

(c) 追加証拠金（追証）について
追証が発生した銀行営業日（銀行営業日でない場合は直近の銀行営業日）から起算して
2 銀行営業日以内で当社が定める期限（日本時間午前 9：00）までに、追加の入金や建
玉の決済等の処理を行うことで純資産を維持証拠金以上まで回復させる必要がありま
す。それまでは新規のレバレッジ取引や現物の買い注文は発注出来ません。
また、たとえ期限前であっても純資産がロスカットレベルを下回った場合はその時点
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で強制決済等（ロスカット）が行われます。
(d) ロスカットについて
純資産がロスカットレベルを下回った場合、未約定の注文のキャンセルや強制的に反
対売買して決済することにより損失の拡大を防止する措置です。
※ ロスカットにおける未約定の注文のキャンセルは、成行、逆指値、トレール注文に
は実行されません。
ロスカットの取引価格は市場価格によって決まるため、決済が完了するまで損失額は
確定しません。具体的には、相場状況が急変した場合等により、ロスカット発生時点の
市場価格から大きく乖離して約定することがあり、預託された金額を超える損失が発
生することがあります。また、取引にはロスカット
がかかります。
システム障害等の原因により、ロスカットが行われなかった場合、想定以上の損失が発
生し、あるいはお客様が当社に預託した金額を上回る損失が発生するおそれがありま
すが、このような場合でも当社は損失を賠償する責任を負いません。
上記のように、ロスカットおよびその他の理由により不足額が発生したにもかかわら
ず、お客様からの不足額を充当する入金が確認できない場合、当社がお客様から預託さ
れた全ての金銭又は暗号資産の引出しを差し止めること、当社の裁量において暗号資
産の金銭への換価等の措置を講じること、これら措置にかかる費用等を差し引いたう
えで不足額に充当すること、措置後もさらに不足に残額がある場合は速やかに当社に
支払うことを異議なく承諾するものとします。
(e) 建玉の保有方法
お客様は、以下の種類から建玉の保有方法を選択することが可能です。
両建てなし（片建て）
買い建玉と売り建玉のどちらかの建玉しか保有できません。
建玉を保有している状態で、反対側の新規注文はできません。
両建てあり
買い建玉と売り建玉の両方を同時に保有することが可能です。
両建ての場合も、必要証拠金は買い建玉と売り建玉の両方に必要となります。
両建て取引は、買い建玉と売り建玉の両方にポジション管理料が発生することから、
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経済合理性を欠くおそれがある取引ですので、十分にご留意ください。
ネットアウト（相殺）
買い建玉と売り建玉のどちらかの建玉しか保有できません。
建玉を保有している状態で、反対側の新規注文も可能です。
建玉を保有している状態で、反対側の新規注文を行った場合、瞬間的に必要証拠金は
買い建玉と売り建玉の両方に必要となります。建玉相殺後、必要証拠金は残った建玉
の分のみとなります。
(f) ネット建玉の制限について
各通貨ペアにおける買い建玉の総数と売り建玉の総数の差となり、以下を上限としてお
客様ごとに個別で建玉上限が設定され、随時通知されます。
通貨ペア

ネット建玉制限
(上限)

BTC/JPY

100 BTC

ETH/JPY

2,500 ETH

XRP/JPY

10,000,000 XRP

この建玉上限はお客様の取引状況や相場環境に応じて変更されます。また当社はその
変更によってお客様のネット建玉が建玉上限を超えた場合、一定の時間内で建玉の全
部もしくは一部の決済を依頼する等の措置を講ずる場合があります。
また、暗号資産(仮想通貨)の出庫の限度額は原則として24時間当たりの合計で個人の
お客様は100,000米ドル相当、法人のお客様は150,000米ドル相当でございます。

7. 法定通貨の入出金
(a) 入金
お客様が入金する金銭は日本円に限られ、金銭の預託の方法は当社指定銀行口座への振
込入金又は収納代行による入金に限られます。
当社に入金された金銭については、かかる入金を当社が確認した時点でお客様のユーザ
ー口座に反映されるため、当該入金からユーザー口座への反映までの間に、一定のタイ
ムラグが生じる可能性があることにご注意ください。
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(b) 出金
お客様が出金する金銭は日本円に限られます。預託された金銭のうち、純資産から維持
証拠金を除いた金額（以下「出金可能金額」といいます。）の全部又は一部を出金でき
ます。なお、出金の限度枠は原則として個人の場合は 1 回あたり 20,000,000 円、24 時
間あたり 50,000,000 円までとします。
但し、出金可能金額が出金にかかる手数料を下回る場合には、お客様は、出金依頼をす
ることはできません。また、出金後の相場状況によって、追証やロスカットが発生する
可能性がありますのでご注意ください。
出金は、お客様本人名義の預金口座に振り込む方法により行うものとします。合理的な
理由に基づき当社が別途通知した場合を除き、金銭の払戻しには、原則として、依頼を
受けた後、出金依頼のステータスが処理中となった時点から 2 銀行営業日以内となり
ます。

8. 手数料（消費税含む）
(a) ポジション管理料
当社の判断で-0.5%〜0.5%（※）の範囲で日々変動する可能性があります。また、ロン
グポジションとショートポジションで料率が異なることがあります。
適用料率は下記に記載致します。
※当社 Web ページ（https://www.liquid.com/ja/fee/）および FAQ でもご確認頂けま
す。
(b) ロスカット取引手数料
約定金額の 0.2％
(c) 法定通貨（日本円）の入出金の手数料
入金：無料
出金：700 円（銀行手数料込）
2021 年 4 月 30 日制定
2021 年 8 月 5 日改訂
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