
 

 

「Coincheck NFT」取引説明書 

 

コインチェック株式会社（以下、「当社」といいます。）が取扱う「Coincheck NFT」サービス

（以下、「本取引」といいます。）を取引するに当たっては、本説明書の内容を熟読し、十分にご理

解ください。 

本取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書及び本説明書とともに交付される

「Coincheck NFT 利用規約」（以下、「本規約」といいます。）の内容を熟読し、お取引ください

ますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

本取引の重要事項について 

 

Ⅰ 本取引で取扱う Non-Fungible Token （以下、「NFT」といいます。）は、資金決済に関する

法律第２条第５項に定義される「暗号資産」には該当いたしません。従って、資金決済に関する法

律第 63条の 11第 2項に規定される利用者財産ではなく、当社の分別管理義務及び同法第 63条

の 19の 2第 1項に規定される優先弁済の対象たる財産から除外されるものとなります。 

Ⅱ NFTのユーザー間の交換、出品、購入等に関しては、すべてユーザーの自己責任にて行っていた

だきます。当社は、出品者の出品が正当な権利に基づくものであること等について、保証いたしま

せん。また、当社は、自ら交換を行うものではなく、交換の委託を受けるものではありません（た

だし、当社が「出品者」となる場合を除きます。）。 

Ⅲ 本取引を行う場合には、あらかじめ当社に暗号資産取引口座を開設している必要があります。暗

号資産取引口座の開設に際しては当社の審査があり、審査の状況により口座開設できない場合もご

ざいます。その場合には本取引をご利用いただけません。 

Ⅳ NFTは、サイバー攻撃等により、全部又は一部を消失する可能性があります。 

Ⅴ 本取引では、手数料を頂戴いたします。詳しくは、「８．手数料」をご参照ください。 

Ⅵ 上記事項の他、「９．本取引における注意事項」をご確認ください。 

 

 

 

 



 

 1.  当社の概要 

(1)商号：コインチェック株式会社 

(2)住所：東京都渋谷区円山町 3番 6号 

(3)設立年月日：2012年８月 28日 

(4)資本金：385百万円 

(5)代表者氏名：代表取締役 蓮尾 聡 

(6)主要業務の種類：暗号資産交換業（登録番号：関東財務局長 第 00014号） 

(7)沿革： 

2012年８月 レジュプレス株式会社設立 

2014年９月 「Coincheck payment」サービス開始 

2016年９月 「Coincheckでんき」サービス開始 

2017年３月 コインチェック株式会社へ商号変更 

2019年 1月 一般社団法人日本仮想通貨交換業協会（現一般社団法人日本暗号資産取引

業協会）加入 

2019年 1月 仮想通貨交換業（現暗号資産交換業）登録完了 

(8)主要株主：マネックスグループ株式会社  

 

２．NFTについて 
NFT とは、主にイーサリアム（ETH）等のブロックチェーン上で構築できる代替不可能なト

ークンを指し、この NFT の技術がゲームやアート、不動産等様々な分野で活用され始めていま
す。「Coincheck NFT」は、登録ユーザー間で、NFT と当社が指定する暗号資産とを交換でき
るプラットフォームです。 

 

３．NFTアカウント   

(1)アカウント登録 

       本取引を行う場合には、あらかじめ当社に暗号資産取引口座を開設している必要があります。

当社の暗号資産取引口座を既にお持ちのお客様は、本説明書及び「Coincheck NFT利用規約」

等についてご確認・ご同意いただきますと本取引の NFTアカウント登録が完了いたします。当

社の暗号資産取引口座をお持ちでないお客様は、当社WEBサイトより暗号資産取引口座の開設

手続きを行ってください。 

※暗号資産取引口座の開設に際しては当社の審査があり、審査の状況により口座開設できない場 

合もございます。その場合には本取引をご利用いただけません。 

 



 

(2)アカウントの解約 

     NFTアカウントのみを解約することはできません。暗号資産取引口座の解約時に NFTアカウ

ントも解約となります。 

※NFTアカウントに NFTがある場合には解約できません。 

 

４．取引チャネル 

パソコン及びスマートフォンによりインターネットで取引できます。なお、カスタマーサポート

経由、メール、電話でのご注文は承ることができません。 

※一部スマートフォンからのご利用ができないサービスがあります。 

 

５．取引時間 

365日 24時間取引可能です。 

定期的なシステムメンテナンス時間はありませんが、臨時メンテナンスを実施することがあり、

実施時間中は取引ができません。また、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。 

 

６．取引概要 

(1)取扱う NFT 

本取引で取扱う NFTについては、当社 NFT取引サイトにてご確認ください。 

  

(2)入庫 

入庫は、当社 NFT取引サイトの「マイページ」画面より操作を行ってください。 

入庫は当社が指定するウォレットからのみ可能で、入庫操作の際には当該ウォレットへのログイ

ンが必要です。 

入庫が完了したら、NFT取引サイトの「マイページ」画面に表示されますので、ご確認くださ 

い。 

※一度実行した入庫処理は取り消すことができませんのでご注意ください。 

※当社「入庫」画面以外から入庫された場合には、正常に入庫されず、またお客様への返還が困

難となる場合がありますのでご注意ください。 

※入庫にかかる手数料（Gas代）は別途お客様のご負担となります。 

※ネットワークの状況により NFTの送付及び反映に時間がかかる場合がございます。 

※暗号資産取引口座の状況により入庫ができない場合があります。 



 

 

(3)出品 

お客様が預けている NFTは、交換のために出品することが可能です。 

出品は、当社 NFT取引サイトの「マイページ」画面より出品する NFTを選択の上、操作を行っ

てください。 

出品の際には、「販売方法」、「受取暗号資産の通貨名」、「出品金額」の指定が必要です。 

交換が成立した場合には、販売手数料（消費税を含みます。）がかかります。販売手数料の額は

出品時の「出品」画面に 表示されます。 

出品後、交換が成立するまでの間はキャンセルが可能です。 

交換成立後に、当該 NFTが NFTアカウントから差し引かれるとともに、指定した数量から販売 

手数料を差し引いた暗号資産が暗号資産取引口座に預入れられます。 

※交換が成立後のキャンセルはできません。 

※本説明書及び本規約に違反した場合には当社にて出品を無効（交換が成立した出品を含みま

す。）とすることがあります。 

※暗号資産取引口座の状況により出品ができない場合があります。 

 

(4)購入 

NFTの購入は、当社 NFT取引サイトの「マイページ」画面より操作を行ってください。 

購入する NFTの内容、購入金額を事前に十分ご確認の上、購入してください。 

購入するには、暗号資産取引口座に購入数量以上の暗号資産が必要です。不足している場合に

は、暗号資産取引口座にて当該暗号資産が必要残高以上となるようにご調整ください。 

交換成立後に、当該 NFTが入庫されるとともに、指定した数量の暗号資産が暗号資産取引口座 

から払出されます。 

※交換が成立後のキャンセルはできません。 

※暗号資産取引口座の状況により購入ができない場合があります。 

 

(5)オファー機能 

  購入を希望する NFTを入庫しているユーザーに対して、当該 NFTの購入希望金額での交換を 

オファーすることができる機能です。オファーを受けたユーザー（以下、「被オファー者」とい

います。）がオファーを承諾した場合に当該 NFTの交換が成立いたします。 

 オファーするユーザー（以下、「オファー者」といいます。）と被オファー者が行う操作等の説 

明は以下の通りです。 

① オファー者 オファーは購入を希望する NFTの詳細画面にて行ってください。 



 

オファーには「オファー暗号資産」と「オファー金額」の指定が必要で、暗号資産取引口座

に購入希望金額以上の暗号資産が必要です。 

不足している場合には、暗号資産取引口座にて当該暗号資産が購入希望金額以上の残高とな

るようにご調整ください。 

同一の暗号資産を指定した他のユーザーのオファーがある場合には、当該オファー金額以上

の場合のみオファーが可能です。 

オファーと同時に暗号資産取引口座にある購入希望金額分の暗号資産が拘束されます。（オ

ファーがキャンセル、却下、有効期限切れとなった場合、オファーした NFTが購入され交換

が成立した場合（オファーの承諾を含む）、及びオファーした NFTが被オファー者により出

庫申請された場合には拘束は解除されます。） 

オファーの際には NFTの内容、オファー暗号資産・オファー金額を事前に十分ご確認くださ

い。 

オファーの有効期限はオファーした日を含む 14日間となります。 

成立していないオファーをキャンセルする場合には、NFTの詳細画面から行ってください。 

48時間以内のオファー数の上限は 20までとなります。 

オファーが承諾された場合、交換成立後に、当該 NFTが入庫されるとともに、指定したオフ

ァー金額の暗号資産が暗号資産取引口座 から払出されます。 

以下の場合、オファーは無効となります。 

・オファー者がオファーをキャンセルした場合 

・他のオファー者のオファーを被オファー者が承諾して成立した場合 

・被オファー者がオファーを却下した場合（被オファー者が却下した他のオファー者のオフ

ァーと同一の暗号資産のオファーが自動で却下となる場合を含みます。） 

・有効期限を経過した場合 

・オファーした NFTが購入され、交換が成立した場合 

・オファーした NFTが被オファー者により出庫申請された場合 

※オファーは必ず承諾されるわけではありません。 

※承諾され、成立したオファーのキャンセルはできません。 

※暗号資産取引口座の状況によりオファーができない場合やオファーが承諾されない場合が

あります。 

※本説明書及び本規約に違反した場合には当社にてオファーを無効（交換が成立したオファ

ーを含みます。）とすることがあります。 

② 被オファー者 オファーを受けた場合、当社に登録したメールアドレス宛にメールが送信さ

れます。 



 

受信したメールにある URLをクリックし、オファーを受けた NFTの詳細画面にて、オファ

ーの内容の確認及び当該オファーの「承諾」・「却下」の操作が可能です。 

オファーは暗号資産の種類ごとに一番購入希望金額が多いオファーが表示されます。 

オファーの有効期限はオファー受けた日を含む 14日間となります。 

オファーを「承諾」・「却下」する際にはオファーの指定暗号資産・購入希望金額・参考価

格（円）・有効期限を事前に十分ご確認ください。 

交換が成立した場合には、販売手数料（消費税を含みます。）がかかります。販売手数料の

額は「オファー承諾」画面に 表示されます。 

オファーを承諾した場合、交換成立後に、当該 NFTが NFTアカウントから差し引かれると

ともに、購入希望金額から販売手数料を差し引いた暗号資産が暗号資産取引口座に預入れら

れます。 

オファーを却下した場合、却下したオファーと同一の暗号資産のオファー（購入希望金額が

2番目以降のオファー）は自動で却下となります。 

以下の場合、受けたオファーは無効となります。 

・オファー者がオファーをキャンセルした場合 

・オファーを却下した場合（却下したオファーと同一の暗号資産のオファーが自動で却下と

なる場合を含みます。） 

・有効期限を経過した場合 

・オファーを受けた NFTの出品による交換が成立した場合 

・オファーを受けた NFTを出庫申請した場合 

※承諾し、成立したオファーのキャンセルはできません。 

※却下したオファーのキャンセルはできません。 

※暗号資産取引口座の状況によりオファーが承認できない場合があります。 

※本説明書及び本規約に違反した場合には当社にてオファーを無効（交換が成立したオファ

ーを含みます。）とすることがあります。 

 

 

(5)出庫 

NFTの出庫は、当社 NFT取引サイトの「マイページ」画面より出庫する NFTを選択の上、操 

作を行ってください。 

出庫する NFTを選択の上、「宛先」、「ラベル」の登録が必要です。 

NFTの出庫には「出庫手数料」（消費税を含みます。）がかかります。 

※ネットワークの状況により NFTの送信及び反映に時間がかかる場合がございます。 



 

※一度実行した出庫処理は取り消すことができませんのでご注意ください。 

※誤った宛先へ送付した場合、お客様へご返却することが難しい場合がございますので、ご注意 

ください。 

※暗号資産取引口座の状況により出庫ができない場合があります。 

  

７．お客様の NFTの安全管理 

  当社では、お預かりしている NFTは、秘密鍵の暗号化やアクセス権限の厳密な管理等の安全管 

理措置を講じた上で、ホットウォレットにて管理しています。 

 

８．手数料 

  本取引では、以下の手数料がかかります。 

 

販売手数料：NFTの交換が成立した際にかかる手数料（消費税を含みます。） 

出庫手数料：NFTを出庫する際にかかる手数料（消費税を含みます。） 

 

販売手数料 出品時の画面にてご確認ください。 

出庫手数料 本取引に関するウェブサイトにてご確認ください。 

 

９．本取引における注意事項 

(1) 取扱う NFTは、特定の者によりその価値は保証されておりません。 

(2) NFTの移転の仕組みの破たんその他の理由により無価値となる可能性があります。 

(3) 取引対象である NFTの価格変動により損失が生じる恐れがあります。 

(4) NFTの価格は、暗号資産の価格変動に影響を受ける可能性があります。 

(5) お客様が取引を行なったことにより生じた損益及び結果は、全てお客様に帰属し、当社は 

その責を負いません。 

(6) 当社は、取り扱う NFTの価格が当該 NFTの公正な市場価値を反映したものであること、又 

は NFTの価格がお客様の不利に変動しないことについて何ら保証するものではありません。 

(7) お客様は、取引を行う前に、取引対象である NFTの機能や仕様（当該 NFTを構成するコン

テンツの利用許諾の内容を含みます）および販売価格等の取引条件をよく読み理解した上で取

引ください。 

(8) 取扱う NFTについて、出品しても購入者がいない場合があります。 



 

(9) 国及び地域における法令その他の規制により、当該国及び地域において利用又は保有が制

限されることがあります。 

(10) 暗号技術を用いて移転を記録する NFTの場合は、暗号化されたデータを復号するための

情報を喪失すると、他者に移転することができず、その価値が失われることがあります。また

当該情報を他者に知られたときは、お客様の意思に関わらず移転されるおそれがあります。  

(11) 当社が盗難その他の理由によりお預かりした NFTを紛失し、お客様への補てんを行わな

ければならない事態が生じたときは、当社の財政が破たんし、お客様に十分な補てんを行うこ

とができない可能性があります。 

(12) 災害、公衆回線の通信障害、NFTの価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延その他 

当社の管理し得ない事情等により生じたお客様の逸失利益について、当社はその責を負いませ 

ん。 

 

 10．お問い合わせ・苦情相談窓口 

当社のお問い合わせ及び苦情相談窓口は以下の通りです。        

お問い合わせフォーム：https://coincheck.com/ja/info/help_contact 

受付時間: 24時間 365日受付を行いますが、お問い合わせ内容に対する回答は順次対応させてい

ただきます。 

  

以上 

2023年 3月 16日 

 
 

     


