
コインチェック株式会社
ビットコイン決済受付提案資料



2,000万人

・市場予測を上回る速度で増加。2,000万人を突破。 

世界のビットコイン利用者数
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BitXatm ‒ Sumo PRO
ビットコインとは世界的に流通が拡大している決済手段です。 
米国では、PayPalに迫る勢いで流通額が増えている。

ビットコイン市場（海外）

source: http://www.statista.com/chart/1681/daily-transaction-volume-of-payment-networks/
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BitXatm ‒ Sumo PRO
世界のユーザー年代層・地域別利用率。 
8割以上の利用者は北米とヨーロッパ。25-34歳が主な利用者層。

ビットコイン市場（海外）

参考URL:http://www.coindesk.com/new-coindesk-report-reveals-who-really-uses-bitcoin/



200,000社以上の企業が 
ビットコイン決済を導入

世界中の8,000都市、 
50,000軒以上のホテル情報と 
航空券、ツアーを取り扱う 
「世界最大の旅行予約サイト」

世界市場トップシェア 
PCメーカー

アパレル、家電、家具、キッチン用品、 
オフィス用品から、おもちゃまで、 
多様な商品を扱う米国のオンライン 
ディスカウントストア

世界最大のコンピュータ企業 
Xbox GamesやWindows 
Phoneのアプリ購入

世界のビットコイン決済受付状況



overstock.com（米国の大手オンライン ディスカウントストア）は、 
ビットコイン導入初日に、$130,000を売上げ、 
840件の新規顧客を獲得。

http://overstock.com
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BitXatm ‒ Sumo PRO
■ 2016年に資金決済法が改正され、2017年施行予定。業者の登録制が開始

■ いずれも健全な市場の拡大を後押しするものであり、ビジネスチャンスは拡大

国内でも各種法整備が進み、今後の健全な市場拡大を後押し



coincheck payment
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クレジットカード
決済 銀行振込 coincheck  

　　　

基本利用料 50,000円～ 0円 0円

決済手数料 2～10% 
（取引額に毎に決定）

0～648円 1%

入金サイクル 月末締め 
翌20営業日払い

15:00締め翌日振込
(土日未対応)

最短1時間後入金

導入までに 
かかる時間

最短3週間 即日 約2営業日

初期費用・基本利用料０円。 
１％の決済手数料のみ。

 

決済
クレジットカード決済・銀行振込との比較



消費者はビットコイン払い。店舗は日本円で売上受け取り
消費者はビットコインで支払うことができます。支払われたビットコインは
coincheckが日本円に交換。店舗は日本円で売上を受け取れます。特別な会計
処理は不要です。

リスク 
ゼロ

10分間レート固定保証。ビットコイン価格変動リスクなし
消費者がビットコインで支払う時、決済ボタンを押した後、ビットコイン交換レー
トは10分間固定されます。10分間のビットコイン価格変動リスクはcoincheck
が負担いたします。

リスク 
ゼロ

＊100円の商品を販売した場合、消費者は支払い時のレートで100円相当のビットコインを支払います。
支払わられたビットコインはcoincheckのビットコイン取引所で日本円に自動的に交換されます。店舗は
100円の売上が立ちます。決済手数料としcoincheckに1円（1%）支払い、 99円の日本円を受け取るこ
とがきます。 

＊決済ボタンを押して10分経過した後、ビットコインを送信してもビットコインは移動せずエラーになり
ます。再度、やり直し消費者に10分以内にビットコインを移動していただきます。

最短翌営業日入金
クレジットカードのように月末まで売上を待つ必要はありません。最短翌
営業日に指定の銀行口座にお振込いたします。

早い
＊売上の振込には、振込先銀行口座登録、店舗の登記簿謄本、経理ご担当者様の携帯電話番号、ご本人確
認ができる公的書類（ex.運転免許証）、公的書類と一緒に撮影した顔写真等が必要です。全てアプリケー
ション上から行うことができます。詳しくは以下のURLをご確認ください。 
https://coincheck.com/ja/documents/payment/shops

 

決済

https://coincheck.com/ja/documents/payment/shops


決済手数料は、たった1%。初期費用・月額費用ゼロ円
安い クレジットカードと比較すると決済手数料は1/3～1/5。導入コスト・リス

クゼロでご利用いただけます。

専用端末不要。最短5分で利用開始可能です。
iPhone/iPad/スマホ/パソコン・Wi-Fi・メールアドレスがあれば利用でき
ます。以下のURLよりAppStoreから無料アプリをダウンロードするだけで
す。

簡単

https://itunes.apple.com/jp/app/bittokoin-jue-ji-coincheck/id983147148?mt=8

全世界のビットコイン ウォレットに対応
消費者が支払いで使うビットコイン ウォレットはcoincheck以外でも大丈
夫です。全世界のビットコイン ウォレットに対応しています。

世界 
対応

 

決済



マニュアルレスで使える簡単な操作性。
スマートフォンを使っている人であれば、説明書を読まなくても使えます。 
A4裏表の簡単な説明書もご準備しております。

簡単

本部がWEBから操作できる管理画面もあり。
販売履歴や売上振込など、本部で操作が必要なことをまとめた管理画面を 
無料でご利用いただけます。

簡単

 

決済



導入事例：DMM.com様

話題性・今後の普及・海外からの支払い手段に期待して、ビットコイン決済を先行 
して導入

業態 
　・EC（会員数1,900万人） 
導入背景 
　・ユーザーへ多様な決済手段の提供 
　・海外展開を見据えた決済手段 
導入前の期待 
　①話題性 
　②今後の普及への期待 
　③海外からの支払い手段 
導入後の感想 
　①海外メディアむ含め50社弱の取材 
　②利用額も毎月増加 
　③海外市場向けサイトでも導入

プラットフォーム統括本部　事業部長：筒井様

多様な決済手段

 

決済



導入事例：theSNACK

安い決済手数料・早い入金サイクル・話題性に期待して、ビットコイン決済を導入 

業態 
　・飲食店（カフェ） 
導入背景 
　・高い手数料を取られるクレジットカードに 
　　代わる支払い方法を探していた。 
導入前の期待 
　①安い決済手数料 
　②早い入金 
　③話題性 
導入後の感想 
　①決済手数料1%だけ。（初期費用・基本料なし） 
　②最短翌日に入金してもらえる。 
　③ビットコイナーたちが、SNS経由で知って来客 
　　ビットコインコミュニテイの定例会の場所とも 
　　なり、毎月の売上に貢献

theSNACK店長：五十嵐様

無償提供されるプレート iPadをご利用

 

決済



実績

導入数 市場シェア

 

決済
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ビットコイン決済市場の９９％のシェアを獲得 
”ビットコイン決済ならCoincheck”という市場認識獲得



よくあるご質問

銀行振込手数料はいくらなのか？ 
　・振込申請ごとに、300円の銀行振込手数料をいただいております。振込申請ではなく、月末締め翌 
　　月2営業日払いの自動振込も可能でございます。 

消費者から支払いミスがあった場合は？ 
　・消費者の操作ミスにより、支払い金額が異なった場合、管理画面で支払いミスに分類されます。支払 
　　いミスが発生した際には、消費者にビットコインアドレスをご確認いただき、ビットコインを返金し 
　　再度、正しいビットコインを送ってもらってください。 
　　  ※トランザクション手数料 0.0002 BTCがかかります。 

支払い完了後、何かしらの理由で返金必要になった場合は？ 
・消費者にビットコインアドレスをご確認いただき、管理画面より返金処理を行って頂きます。 
　決済時に支払って頂いたビットコインをそのままお返しします。 
　（例：0.1ビットコインで決済された場合、0.1ビットコインをそのままお返しします。） 

　　　※トランザクション手数料 0.0002 BTCがかかります。 
　　　※coincheck payment決済手数料（1%)は、お支払いただきます。 
　　　（購入者 or 店舗のどちらが負担していただいてもかまいません） 

1回の支払いで受け付けることが可能な上限額は？ 
　・デフォルトでは、100万円です。必要に応じて上限額をあげることも可能ですので、ご相談ください。 

 

決済



coincheck payment 
店舗マニュアル(表)

①App Storeよりアプリをインストール 
「coincheck 決済」で検索！ 
**IPhone, IPadご利用の場合。 

②アプリ起動→登録 
連絡の取れるメールアドレスと 
パスワードをご入力ください

③決済金額入力 
メニューより支払いタブをクリック。 
金額を入力し、作成ボタンをクリック。　　

① ② ③



coincheck payment 
店舗マニュアル(裏)

④お支払い 
お客様のビットコインウォレットで、 
表示されているQRコートを読み込んて頂き、 
読み込まれたビットコインアドレスへ 
ビットコインを送付して頂きましょう。

⑤完了画面 
送金が完了したら、 
上記の様な完了画面が表示されます。 
上記の完了画面が表示されたら、決済完了です。

ご不明点は下記にご連絡ください。 
レジュプレス(株)河畠(080-2270-4405)

④ ⑤



2017年1月10日 
ワールドビジネスサテライト

2017年1月9日 
NHK

2017年1月1日 
日経新聞

2016年12月号 
日経TRENDY

マスメディア報道



お問い合わせ

サービス詳細説明・各種連携承ります。 
ご興味をお持ち頂けましたら、 
お気軽にご連絡ください。 

support@coincheck.com 
03-6416-5370 
担当：河畠、水上


