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お申込み先： BTUお申し込み用紙

【FAX：0798−78−5539】 【メール： btu@bit-tube.com】
申込日：

年

月

日

BTU(ビットチューブコイン) ウォレット開設
・お申し込み欄にご記入いただきましたら、身分証を添付して、FAXまたはメールにてお送り下さい。

購入総額
円

【ビットチューブ運営局へのお振込み】 お振込先： ゆうちょ銀行 普通預金 店名４３８ 口座番号 ８９２３０７１

私は、添付の「規約及びリスク説明」を確認して了承しましたので下記にサインと捺印の上BTUを購入申込みをいたします。
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銀行名
銀行情報

支店名
種別

□普通 □当座

口座名義人

【BTU販売元】
株式会社ビットチューブ BIT-TUBE運営局
[オフィス]
兵庫県西宮市南昭和町９-14
[お申込みに関する詳細・お問い合わせ先情報]
http://bit-tube.com
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)

規約及びリスク説明
当該利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社ビットチューブ（以下「当サービス運営者」及び「当社」といいます）により開発されているビットチューブコイン（以下
BTU）の取引に際し、当社が「BIT-TUBE」のプラットフォームにて提供するサービス（以下「本サービス」といいます）をご利用いただくための規約で、当社が提供する本サー
ビスに適用されます。
第1条（サービスのご利用に際して）
会員は本規約を遵守の上、本サービスをご利用ください。会員が本サービスをご利用された場合、本規約の内容を承諾いただいたものとします。また本サービスのうち、
一部のサービスでは利用規約やガイドライン等を別途定める場合があります。その場合、それらも合わせてご参照いただき、承諾いただいた上で各サービスをご利用下さい。
なお、各サービスの利用規約・ガイドラインなどにおいて本規約の一部の適用を排除、又は本規約と異なる事項を定める場合があります。その場合は各サービスの利用規
約・ガイドラインなどの条項が本規約に優先して効力を有するものとします。但し、本規約において、各サービスの利用規約・ガイドラインなどの条項に優先する旨を規定して
いる場合はこの限りではありません。
第2条 会員総則について
１ 本サービスの会員とは、本サービスの利用を申請し、当社が承認した人のことをいいます。会員は、本サービスの利用申請に際して、Ｅメールアドレスを入力し、当社か
ら 別途本人確認のためにパスワードが付与されます（以下、会員パスワードといいます）。会員は、会員パスワードを厳正に管理するものとします。
２ 会員は本サービスの利用に当たり、都度、本サービスの所定の画面でＥメールアドレスと会員パスワードを入力し、認証を受けること（「ログイン」といいます）とします。
３ 会員は、本サービス利用中に、何らかの事情でデータが破損・滅失した場合のために、会員側で定期的にデータをバックアップすることを遵守するものとします。
会員がバックアップを取ったことによる損害については、当社が責任を負わないものとします。
第３条 会員情報について
１ 会員になろうとする者は、利用に際して登録した情報（以下、「登録情報」といいます。メールアドレスやパスワード等を含みます）について、自己の責任の下、任意に登
録、管理するものとします。会員は、第三者にパスワードを使用されることのないよう、以下の事項を守らなければなりません。
（１） 容易に第三者に推測されないパスワードとすること
（2） 第三者に自己のパスワードを公開しないこと
（3） 複数の人間が使用するコンピュータならびに携帯電話上で本サービスを利用する場合は、本サービスの利用を終えるときに必ずログアウトしウェブブラウザを終了させ
ること
（4）複数の人間が使用するコンピュータならびに携帯電話上で本サービスを利用する場合は、かんたんログイン（ログイン時のメールアドレスとパスワードの入力を省略でき
る機能）の登録解除を行っておくこと
２ 当社は、登録されたパスワードによって本サービスの利用があった場合、利用登録をおこなった本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果なら
びにそれに伴う一切の責任については、利用登録を行った本人に帰属するものとします。
３ 会員は、パスワードの不正使用によって当社または第三者に損害が生じた場合、当社および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。
また、登録情報の管理は、会員が自己の責任の下で行うものとし、登録情報が不正確または虚偽であったために会員が被った一切の不利益および損害に関して、当社は
責任を負わないものとします。
４ 会員は、本サービスを、年齢や利用環境等の条件に応じて、当社の定める範囲内で利用できるものとします。
第４条（取引に関する定義）
1、デジタル通貨とは、公共トランザクションログを利用しているオープンソースプロトコルに基づくPeer to Peer型の決済網及び価値記録である。
2、本売主とは、当サービス運営者にデジタル通貨を委託売買の際、売却注文を提示する利用者である。
3、本買主とは、当サービス運営者にデジタル通貨を委託売買の際、購入注文を提示する利用者である。
4、BIT-TUBEとは仮想通貨を送信できるライブチャットアプリケーションを指します
5、BTUとはBIT-TUBE上で利用できるデジタル通貨のことである
6、本価格とは、利用者がBTUでデジタル通貨を購入取引の際、デジタル通貨を売買することを望む「１コイン当たりの価格」である。本価格はプレセール中は日本円で表
示しますがオープン後はLINEマネー及びビットコインで表示します。
7、本取引価格とは、本買主がBTUの上における各本取引において支払う合計価格を意味します。
8、本取引とは、利用者が当サービス運営者にデジタル通貨の委託売買を行うことである。

第5条（デジタル通貨の取引プロセスについて）
１ BTUにおいて、利用者がデジタル通貨を購入及び売却する本価格は、プレセール中はビットチューブ及び正規販売店の裁量によるものです。
２ プレオープン終了後、ビットチューブが定めた一定期間はBTUとLINEマネーの交換レートは固定とすることを想定していますが、ビットチューブの判断により変動レートとし、
自由価格による取引に移行するものとします。変動レート移行後は本買主のデジタル通貨の購入の注文及び本売主のデジタル通貨の売却の注文の価格を自由に提示す
ることができます。
３ プレオープン終了後はビットチューブ上で利用及びトレードできる通貨はビットチューブの裁量により変更追加できるものとします。そのことによる損失補填は一切ありませ
ん。
４ 利用者は、熟慮の上、各自の注文を提示すること、及び一旦注文が提示された場合、利用者は、他の利用者と本デジタル通貨購入取引の締結の準備ができているこ
とを認識します。
５ BTU正規販売店及びBIT-TUBE上の本売主及び本買主により提示される注文は、 本人の注文の本価格が、それぞれ相手方の本買主又は本売主の提示する注文の
本価格とマッチした時点で、契約により拘束されることを無条件で受諾することを表示することになります。
４ 本売主及び本買主は、それぞれの注文がマッチした時点において直ちに、その注文が拘束力を有し、撤回できません。
５ 本デジタル通貨購入取引は、本売主及び本買主に事前の通知なくして、本売主及び本買主の注文がマッチした時と同時に即時に取引が完了します。
６ 本売主及び本買主の注文のマッチングがされた際、ビットチューブは、本取引価格から手数料を控除したものに相当する額を本買主の本アカウントから本売主に送金
する許可を下す唯一の権限を有します。
７ BTUウォレットが開発途中のBTU購入申込み及び入金については、BTUウォレットの開発が完了後、随時BTU購入ユーザーに購入分のBTUがチャージされたウォレットを
配布いたします。
第6条（利用料金について）
1,BIT-TUBEのご利用に際しては、利用料金のお支払が必要となる場合があります。利用料金の詳細については、http://bit-tube.comの手数料ページに掲載している手
数料説明をご確認ください。
第7条（入金および出金）
1,会員の口座への入金は、プレセール期間中は銀行等の金融機関からの振込によるものとします。
2,プレセール終了後の会員の口座への入金は、原則当社指定LINEマネーウォレットへLINEマネーの入金によるものとします
3,プレセール終了後、BTUの出金はビットチューブトレード機能上においてLINEマネーとBTUのトレードを行うことにより行うことができるものとします。
2,プレセール終了後会員の口座からのLINEマネー出金は、あらかじめお届けいただいたLINEマネーウォレットへの送金によるものとします。
3,なお、当社は出金について、当社所定の方法で当社所定の日時に、会員から依頼のあったもののみを受付けるものとします。
4,本サービスの処理中にエラーが発生し、入金金額が当社取引口座にすみやかに反映されなかった場合は、原則、入金提携銀行の翌営業日の午前９時以降（各金融
機関の営業開始後）、当社にて着金を確認できてからの入金処理となります。
5,ご入金手続き完了後は、ご依頼内容の訂正、及び取消はできないものとします。

第8条（デジタル通貨について）
デジタル通貨は一般的に公式通貨ではなく、また中央銀行のような存在もありません。国や他の法人に裏打ちされた通貨とは異なり、 デジタル通貨は、技術と信頼に裏
打ちされたものです。デジタル通貨は国や企業や個人に規制されていない世界的に自由なシステムです。我々は予見や利用規約に確認されていないその他のリスクがあ
るかもしれません。そのことを理解し、慎重に自身の財政状況やリスク許容度を考え、購入または取引を行ってください。利用者は当社ウェブサイトで利用するデジタル通貨
を管理するパスワード、ID等の情報につきましては自己責任で管理をお願いします。利用者側の過失や、第三者による不正使用、ハッキング等による損害が生じた場合は、
当社では一切責任を負いません。
第9条（リスク説明）
BTUの交換取引に関するリスク
警告：BTUの交換にはいくつものリスクが伴います。
BTUの交換には下記のとおりいくつものリスクがあります。
また、下記のリスク以外にも、当社が予見できず、また、現時点においては確認されていないリスクが存在する可能性もあります。
BTUを購入する前に、BTUのリスクを注意深く検討し、必要に応じて適切な弁護士、会計士、税理士に相談して下さい。
お客様において受け入れ難いBTUのリスクの１つでもある場合には、BTUの購入をお控えください。
お客様におかれては、BTUのリスクを十分にご認識の上、お客様ご自身の責任においてBTUを購入してください。
お客様がBTUの購入の注文したことをもって、全てのリスクに同意したものとみなします。
BTUのリスクについて弊社は一切の責任を負いません。
【BIT-TUBE】が現在開発中であることに起因するリスク
BTUは、ライブ配信システム【BIT-TUBE】の基軸通貨となる暗号通貨です。
現在、【BIT-TUBE】はBTUの発行会社であるビットチューブによって開発中であり、2017年秋の公開を予定していますが、開発の状況等によって、【ビットチューブ】
の公開が予定より遅れ、または、【BIT−TUBE】の開発が中止される可能性もあります。
また、ビットチューブ（同社から資産、負債、権利及び／又は義務の移転・承継を受けた者を含みます。）の破たんにより、公開された【BIT-TUBE】の利用が中止され
る場合があります。
これらの場合、BTUの価格が著しく下落し、または、ゼロになる可能性もあります。
当社は、これらの事態が生じた場合でも、一切の返金やキャンセル、損害賠償等には応じかねますので、これらの点を完全にご理解いただいた方のみ、BTUの交換
取引を行って下さい。
プレセール期間中、BTUの交換価格は、円建てで算出されます。
ビットチューブがオープンしたのちBTUはLINEマネーと固定価格でトレードできるようにする事を想定しておりますが、システムやアプリの仕様、法改正により、BTUと
トレードできる仮想通貨や法定通貨、また変動レートと固定レートなどのルールはビットチューブの運営判断により変更する場合があります。
その場合は価格の変動リスクも生じます。
プレセールの期間やオープン価格はについては、ビットチューブの運営判断により変更する場合があります。
詳しくはOFFICIALサイト http://bit-tube.comをご確認ください。
流動性リスク
当社は、プレセール期間中、BTUを独占的に販売致します。
オープン後は 【BIT-TUBE】とLINEマネーと１BTU＝１LINEマネーの固定レートでトレードするアプリ上の場によってBTUをLINEマネーに交換できるようにする事を想
定しています。
当社は【BIT-TUBE】公開後のBTUと他の暗号通貨または現実の通貨との直接交換、換金等には一切応じません。
【BIT-TUBE】公開後にBTUがどのように流通するかについて、当社は予測することはできず、またこれをいかなる意味でも保証いたしません。
また、BTUが市場で流通するようになった場合においても、市場動向や取引量等の状況により、取引が不可能もしくは困難となる、または著しく不利な価格での取引
を余儀なくされる可能性があります。
当社はBTUの市場における流動性を保証することはできません。

価格変動リスク
オープン直後はLINEマネーとBTUは固定レートでのトレードを想定していますが、BTUが市場で流通するようになった場合（当社は流通に関与せず、またその予想も
できないことは上記のとおりです。）、市場動向や取引量等の状況により、BTUの価格は固定レートではなく変動レートに切り替える可能性も予想されます。
また、現時点においては、BTUの発行総数の上限は１０億BTUが予定されていますが、将来、運営開発元である当社の裁量により発行総数を変更する可能性もあり
ます。
これらを含む様々な要因によって、お客様のBTUの価格が急激に変動、下落する可能性があります。
また、BTUの価格がゼロとなる可能性があることも重ねてご認識下さい。

BTUのネットワークによるリスク
BTU（ブロックチェーンへの取引の認証）における取引は十分な取引確認が取れるまで一定時間保留状態が続きます。
BTUのネットワークにおいて十分な取引確認が取れ、かつ、当社での確認が行われるまで、お客様のアカウント残高へ反映されません。
また、ブロックチェーンでお客様の取引がキャンセルされる場合があります。

パスワード等の紛失リスク
お客様のBTUのアカウントにアクセスするために必要なパスワード、秘密キー等を紛失した場合、お客様保有のBTUのアカウントにアクセスできなくなる可能性や、第
三者にお客様のアカウントを不正に利用される可能性があります。
パスワード等の情報につきましては自己責任で厳重に管理をお願い致します。
パスワード等の紛失や、第三者によるお客様のアカウントの不正使用、ハッキング等による損害が生じた場合は、当社は一切責任を負いません。

システムリスク
外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、お客様の取引に支障が生じるリスクがあります。
弊社システムの定期または緊急メンテナンスやシステム障害などによって、お客様がBTUを注文する機会を逸する可能性があります。

その場合であっても、当社はお客様の逸失利益（例えば、正常に注文ができていればお客様が得たであろう利益）を含むお客様の一切の損害について賠償を行うこ
とはできません。
また、弊社のシステムの異常によりお客様の取引に係るBTUの価格が異常値となる可能性があります。
異常値での取引成立が発覚した場合、弊社の判断で当該取引を取り消しさせていただくことがございますのであらかじめご了承下さい。

破綻リスク
外部環境の変化等によって弊社の事業が継続できなくなるリスクがあります。
万が一、弊社が事業を継続できなった場合は、お客様の資産についての対応含め倒産法、会社法、会社更生法、民事再生法等に基づき手続きが行われます。

法令・税制変更リスク
現在、日本国内のBTUを含む暗号通貨に関する法規制は確立していません。
また同様に、現在、日本国内のBTUを含む暗号通貨に関する税制についても確立しておらず、お客様がBTUの取引で得た売却益・譲渡益について課税される可能
性があります。
当社はお客様の税務申告について一切の責任を負いません。
BTUに関する法規制、税制については、お客様の責任と費用において、必要に応じて適切な弁護士、会計士、税理士にご相談下さい。
デジタル通貨のほとんどの取引はリスクを伴う事を理解した上でご利用ください。価格は日々大きく変動することもあり、その結果ご利用ユーザーに大きな利益をもたらしたり、
損失を与えることもご理解ください。世界の動きやデジタル通貨価値の変動の結果として生じる固有のリスクがあります。今後予期しない各国政府の取り締まりや、新しい競
合する代替通貨の創設、あるいはデフレやインフレスパイラルのデジタル通貨に崩壊する可能性があります。
デジタル通貨は今後、政府の方針で利用規制、売買規制や全面的に使用禁止等の処置がなされた場合、当社では法令順守を第一とし、法令に見合った処置を行いま
す。その際に生じた会員の損害は、当社一切責任を負いません。
第10条（免責） 当社は、会員のＰＣ利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
２ 当社は、本サービスの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
３ 当社は、本サービスの各ページからリンクしているホームページに関して、合法性、道徳性、信頼性、正確性について一切の責任を負いません。
４ 当社は、本件サービスを利用したことにより直接的または間接的に会員に発生した損害について、一切賠償責任を負いません。
５ 当社は、会員その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害（間接損害や逸失利益を含みます）に対して、当社が係る損害の可能性を事前
に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
６ 第１項乃至前項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合又は契約書が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
７ 本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、会員が第６条に基づき当社に支払った金額を限度額として賠償責任を負うものとします。
８ 会員は、本サービスの利用に関連し、第三者に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはか
かる紛争を解決するものとし、当社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。
９ 会員が本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、会員の費用と責任において当社に対して損害を賠償（訴訟費用及び弁護士費用を含む）するものとし
ます。
第11条（ご利用のための設備）
会員が本サービスをご利用になるためには、Webにアクセスしていただく必要があります。会員には自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェアを適切に準備、操作して
いただく必要があり、当社は、会員がWebにアクセスされるための準備、操作方法などについては一切関与いたしません。また、閲覧に必要なアプリケーションなどを利用す
る際には、そのソフトウェアの配布元の規定が適用されます。
第12条（著作権、財産権その他の権利）
１ 会員は､本サービスのコンテンツを当社の定める範囲内でのみ使用することができるものとします｡
２ 本サービスで提供される全てのコンテンツに関する権利は当社が有しており､会員に対し､当社が有する特許権､実用新案権､ 意匠権､商標権､著作権､その他知的財
産権の実施または使用許諾をするものではありません｡
３ 会員は､当社の定める使用範囲を超えていかなる方法によっても複製､送信､譲渡（会員同士の売買も含みます）､貸与､翻訳､翻案、無断で転載、二次使用、営利目的
の使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行う事を禁止します。
４ 前項に関わらず､退会等により会員が会員資格を喪失した場合は､提供されたコンテンツの使用権も消滅するものとします｡
第13条（サービス内容の変更・終了等）
１ 当社は、下記のいずれかの事由があるとき、会員へ事前に通知することなく本サービスの全部あるいは一部の提供を中断及び停止することがあります。それにより会員
や第三者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
（１）当社又は当社指定の第三者によるビットチューブ及びBTUに関する設備の保守その他工事を行う場合
（２）当社又は当社指定の第三者によるビットチューブ及びBTUに関する設備の障害又は故障の場合
（３）地震、洪水、津波等の自然災害、戦争、動乱、暴動、停電その他の非常事態が発生した場合
（４）司法、行政機関等しかるべき機関の要請による場合
（５）その他運用上、技術上の理由により当社が必要と判断した場合
２ 当社は、本サービス（本サービスにおいて提供する情報の内容を含みます）の全部又は一部を会員へ事前に通知することなく、変更、中断、又は終了する事があります。
それにより会員や第三者が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負いかねます。
第14条（会員へのご連絡手段）
当社からのご連絡、通知は、当社所定のサイトへの掲載又はメールを送信することをもって行うことします。但し、当社が必要と判断した場合は、郵便や電話など他の手段
も使用する場合があります。
第15条 （退会） １ 会員が本サービスの利用を終了し、自己の会員資格を放棄することを希望する場合は、会員本人が、当社の定める方法に従い当社に対して退会申
請をすることをもって退会とみなします。
２ 当社は、退会した会員の個人情報や会員コンテンツの一切のデータ等会員に関係する一切の情報を引き続き保有する義務はないものとします。
第16条（禁止行為）
１ 当社は下記の行為を禁止事項と定め、会員はこれを行わないこととします。
（１）マネー• ロンダリング(資金洗浄)の行為。
（２）架空、他者へのなりすまし、複数アカウントの所持などの行為。
（３）全部または一部を問わず、本サービスによって提供される情報を、当社の事前の同意なく、複写、再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売、送信、送信可能化、
改変、翻案、翻訳、貸与、またはこれらの目的で利用又は使用するために保管する行為
（４）本規約又は各サービスの利用規約等に違反する全ての行為
（５）公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
（６）犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為
（７）他の会員または第三者に不利益を与える行為、またはおそれのある行為

（８）本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
（９）当社または本サービスの信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
（１０）当社または第三者の知的所有権（著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない）、名誉、プライバシーその他第三者
の権利又は利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
（１１）上記各号に定める行為を助長する行為
（１２）その他、当社が不適当と判断すること
２ 当社は、前項各号に該当する行為がなされた場合、当該会員に対して本サービスの利用の停止、財産凍結、その他当社が適切と判断する処置をとらせていただきま
す。会員が本規約の内容または趣旨に違反し、あるいは本規約の精神に照らして不適切な行為を行ったと当社が判断した場合などにも、当該措置をとる場合があります。
会員による不適切な行為その他会員の帰責性の有無に係わらず、当社の裁量で当該処置を行うことがあります。当社がかかる措置を行った理由については、その理由の
如何を問わず会員に対して一切お答えできませんことを予めご承知ください。 当社が行った上記措置に起因して会員に損害が生じても、当社は一切の責任を負いかねま
す。
第17条（本規約の変更）
本規約の内容は、必要に応じて全部または一部を変更する場合があります。その場合、その都度会員へのご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には、常に最新の利
用規約を必ずご参照ください。変更後に本サービスをご利用された場合、改訂後の規約に同意いただいたものといたします。
第18条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効
又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第19条（準拠法、裁判管轄）
本規約に関する一切の訴訟については、神戸地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

平成28年8月1日 制定

