Coincheck つみたて取引説明書

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 つみたて」
（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、
「Coincheck つみたて 利用
規約」
、
「Coincheck 暗号資産取引説明書」
、
「Coincheck 利用規約」の内容を熟読し、本説明
書のみでなく、本取引の仕組み、内容及びリスクを十分に把握し、ご理解いただいた上で、
ご自身の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断した場合にのみ、ご自
身の責任と判断でお取引くださいますようお願いいたします。
1. お申し込みについて
申込方法

「Coincheck 利用規約」に基づき開設された口座（以下、
「ユーザ
ー口座 」といいます 。）にログ イン後の WEB 取引サ イトの
「積立専用ページ」といい
「Coincheck つみたて」ページ（以下、
ます。
）からお申し込みが可能です。
お申し込みの際にはプランの選択、お客様名義の金融機関口座の
登録、定期買付金額の設定が必要となります。
※書面でのお申し込みは受け付けておりません。
※金融機関口座の名義は当社登録名義と一致している必要があ
り、異なる名義での登録はできません。
※本取引の口座（以下、「積立口座」といいます。）の開設は１名
義 1 口座のみとなり、複数の口座を開設することはできません。
※個人のみが開設することができ、法人は対象外となります。
※「ユーザー口座」のお申し込み時における本人確認が完了（当
社が郵送した書面の受け取りを含む。）していないお客様のお申し
込みはできません。
※「ユーザー口座」の状況によりお申し込みができない場合があ
ります。

積立プラン

① 毎月購入プラン（月イチつみたてプラン）
毎月 1 回、お客様が指定した金融機関から定期的に引落しした金
銭を、当社指定の買付日にお客様が指定した金額で買付けするプ
ランです。
② 毎日購入プラン（毎日つみたてプラン）

毎月 1 回、お客様が指定した金融機関から定期的に引落しした金
銭を、当社が指定した買付期間の日数で割って算出された金額で、
買付期間中毎日買付けするプランです。
※原則として両プランともにお客様が停止の申請を行うまで定期
的な引落し・購入が継続されます。
※選択できるプランはどちらか１つとなり、２つのプランを申し
込むことはできません。
※プランの変更は可能です。
締め日

お申し込みの締め日は引落日の 12 銀行営業日前となります。締め
日までのお申し込みで、次回引落日から引落しが開始されます。
例：締め日が 11 月 11 日の場合
11 月 11 日の申し込み→11 月 27 日より引落し開始
11 月 12 日の申し込み→12 月 27 日より引落し開始

2. 金融機関口座からの定期引落しについて
引落口座

お客様が指定したお客様名義の金融機関の口座となります。

引落日

毎月 27 日（銀行非営業日の場合には翌銀行営業日）に定期的に引
落しを行います。
※当社のシステム障害等により引落しができない場合には、再引
落しは実施いたしません。
※残高不足で引落しができなかった場合には、再引落しは実施い
たしません。
※「ユーザー口座」の状況により引落しを停止する場合がありま
す。
※お客様が指定した金融機関の口座が解約されていることが判明
した場合、又は引落しが 3 回連続でできなかった場合には引落し
を停止する場合があります。

引落金額

お客様が指定したお客様名義の金融機関口座から引落しする金額
となり、月の定期買付金額の総額となります。

引落金額変更

「3.仮想通貨（暗号資産）の定期買付について」の「買付金額変更」
をご覧ください。

引落停止

「3.仮想通貨（暗号資産）の定期買付について」の「買付停止」を
ご覧ください。

3. 仮想通貨（暗号資産）の定期買付について

① 毎月購入プラン（月イチつみたてプラン）
※2020 年 3 月 2 日以前に提供しているサービスも該当します。
入金日・買付日

「積立口座」への入金日及び仮想通貨（暗号資産）の定期買付日
は、指定金融機関口座から買付金が引落された後、収納代行業者
から当社銀行口座への入金が確認できた日となります。
スケジュールにつきましては、以下のサイトの「積立スケジュー
ルについて」にてご確認ください。
https://coincheck.com/ja/reserves_lp
※当社仮想通貨（暗号資産）取引所又は仮想通貨（暗号資産）販
売所がシステム障害や安定的な価格提示ができない等により取引
を停止している場合や本取引に関するシステム障害等により当社
が買付けを実施することが困難と判断した場合には、買付が買付
日の翌日以降となる場合があります。なお、最終的に買付けを実
施することができなかった場合には、残高を「積立口座」から「ユ
ーザー口座」へ振替いたします。

買付金額

お客様がお申し込み時に指定した金額、又は積立金額の設定変更
申請時に指定した金額となります。
買付金額の条件は、以下のサイトの「Coincheck つみたて概要」
にてご確認ください。
https://coincheck.com/ja/reserves_lp

買付価格・買付

本取引における買付は、お客様の依頼に基づいて当社が相手方と

数量

なって取引を行う店頭取引です。買付価格は、買付日 15 時（当社
仮想通貨（暗号資産）取引所又は仮想通貨（暗号資産）販売所が
システム障害や安定的な価格提示ができない等により取引を停止
している場合には、取引再開後に当社が安定的な取引状況を確認
した時点）における他の仮想通貨（暗号資産）取引所等から配信
される価格や当社の仮想通貨（暗号資産）取引所の価格をもとに
当社で生成した独自の価格となり、買付数量は買付金額と買付価
格を元に算出される数量となります。
※「ユーザー口座」の状況により買付を停止する場合があります。

取扱通貨

「Coincheck 暗号資産取引説明書」の「５．取引ペア」に記載す
る一部の通貨となります。
最新の取扱通貨については、以下のサイトの「Coincheck つみた
て概要」にてご確認ください。
https://coincheck.com/ja/reserves_lp

入金・買付履歴

入金及び買付履歴は「積立専用ページ」から確認ができます。

口座残高

口座残高は「積立専用ページ」から確認ができます。

設定確認

買付金額・買付通貨等の設定状況は「積立専用ページ」から確認
ができます。

買付金額変更

買付金額の変更は「積立専用ページ」から申請ができます。
※「締め日」における買付金額確定後に翌月の買付金額の変更は
できません。

買付停止

買付の停止は「積立専用ページ」から申請ができます。
※「締め日」における買付金額確定後に翌月の買付の停止はでき
ません。

買付再開

買付の再開は「積立専用ページ」から申請ができます。

② 毎日購入プラン（毎日つみたてプラン）
入金日

「積立口座」への入金日は、指定金融機関口座から買付金が引落
された後、収納代行業者から当社銀行口座への入金が確認できた
日となります。
スケジュールにつきましては、以下のサイトの「積立スケジュー
ルについて」にてご確認ください。
https://coincheck.com/ja/reserves_lp

買付期間

買付期間は、入金日から翌月の入金日の前日までとなります。

買付日

買付日は、買付期間中、毎日となります。
※当社仮想通貨（暗号資産）取引所又は仮想通貨（暗号資産）販
売所がシステム障害や安定的な価格提示ができない等により取引
を停止している場合や本取引に関するシステム障害等により当社
が買付けを実施することが困難と判断した場合には、当該買付日
の買付けは実施いたしません。

買付金額

お客様がお申し込み時に指定した金額、又は積立金額の設定変更
申請時に指定した金額を元に以下の計算式により算出した金額と
なります。
買付金額＝お客様指定の金額（又は積立金額の設定変更申請時に
指定した金額）÷買付期間日数
買付日に買付が実施できなかった場合には、その時点の積立口座
の金銭残高を元に以下の計算式により算出した金額となります。
ただし、買付期間最終日に買付けが実施できなかった場合には、
残高を「積立口座」から「ユーザー口座」へ振替いたします。

買付金額＝お客様の積立口座の金銭残高÷買付期間の残日数
※買付金額の条件は、以下のサイトの「Coincheck つみたて概要」
にてご確認ください。
https://coincheck.com/ja/reserves_lp
※計算は 1 円単位までとし、残額については、買付期間最終日に
加算して買付けを行います。
買付価格・買付

本取引における買付は、お客様の依頼に基づいて当社が相手方と

数量

なって取引を行う店頭取引です。買付価格は、買付日 15 時におけ
る他の仮想通貨（暗号資産）取引所等から配信される価格や当社
の仮想通貨（暗号資産）取引所の価格をもとに当社で生成した独
自の価格となり、買付数量は買付金額と買付価格を元に算出され
る数量となります。
※当社仮想通貨（暗号資産）取引所又は仮想通貨（暗号資産）販
売所がシステム障害や安定的な価格提示ができない等により取引
を停止している場合や本取引に関するシステム障害等により当社
が買付を実施することが困難と判断した場合には、当該買付日の
買付は実施いたしません。
※「ユーザー口座」の状況により買付を停止する場合があります。

取扱通貨

「Coincheck 暗号資産取引説明書」の「５．取引ペア」に記載す
る一部の通貨となります。
最新の取扱通貨については、以下のサイトの「Coincheck つみた
て概要」にてご確認ください。
https://coincheck.com/ja/reserves_lp

入金・買付履歴

入金及び買付履歴は「積立専用ページ」から確認ができます。

口座残高

口座残高は「積立専用ページ」から確認ができます。

設定確認

買付金額・買付通貨等の設定状況は「積立専用ページ」から確認
ができます。

積立プランの変

積立プランの変更は「積立専用ページ」から申請ができます。

更

※「締め日」における積立プラン確定後に翌月の積立プランの変
更はできません。

買付金額変更

買付金額の変更は「積立専用ページ」から申請ができます。
※「締め日」における買付金額確定後に翌月の買付金額の変更は
できません。

買付停止

買付の停止は「積立専用ページ」から申請ができます。
※「締め日」における買付金額確定後に翌月の買付の停止はでき
ません。

買付再開

買付の再開は「積立専用ページ」から申請ができます。

4. 金銭の振替・仮想通貨（暗号資産）の振替、売却、送受信について
金銭・仮想通貨

「積立口座」から「ユーザー口座」への仮想通貨（暗号資産）の

（暗号資産）の

振替は可能ですが、金銭の振替はできません。

振替

「ユーザー口座」から「積立口座」への仮想通貨（暗号資産）及
び金銭の振替はできません。
※毎月購入プランにおいて、引落し完了後に何らかの理由により
買付ができなかった場合、毎日購入プランにおいて「ユーザー口
座」の状況により買付が停止された又は買付期間最終日に買付け
が実施できなかった場合には、例外として入金された金銭は「積
立口座」から「ユーザー口座」へ自動で振替を実施いたします。

仮想通貨（暗号

「積立口座」において仮想通貨（暗号資産）の売却はできません。

資産）の売却

「積立口座」の仮想通貨（暗号資産）を売却する場合には「ユー
ザー口座」に振替を実施した上でおこなってください。

仮想通貨（暗号

「積立口座」において仮想通貨（暗号資産）の送受信はできませ

資産）の送受信

ん。
「積立口座」の仮想通貨（暗号資産）を送信する場合には「ユ
ーザー口座」に振替を実施した上でおこなってください。

5. 手数料について
手数料については、下記の当社ウェブサイトをご参照ください。
https://coincheck.com/ja/info/fee
6. 口座の解約について
お客様からの申請による「積立口座」のみの解約はできません。
「ユーザー口座」の解
約時に「積立口座」も解約となります。
2021 年 9 月 8 日

