別紙２：取り扱う仮想通貨の概要
記載すべき項目
中項目

大項目

当該仮想通貨の概要

小項目

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

当該仮想通貨の概要

名称（略称）

Bitcoin

XCP

ZAIF

BITCRYSTALS

Storjcoin X

PEPECASH

FISCOCOIN

CICC

NCXC

通貨単位名称・最低取引単位

0.00000001BTC(1 Satoshi)

0.1XCP

0.1ZAIF

0.1BCY

0.1SJCX

0.0001PEPECASH

0.0001FSCC

0.0001CICC

0.0001NCXC

売買市場の有無

国内外の取引所で取り扱われている

国内外の取引所で取り扱われて
いる

国内の取引所で取り扱われてい
る
（Zaif取引所のみで扱われてい
る）

国内外の取引所で取り扱われて
いる

国内外の取引所で取り扱われて
いる

国内外の取引所で取り扱われて
いる

国内の取引所で取り扱われてい
る

国内の取引所で取り扱われてい
る

国内の取引所で取り扱われてい
る

ブロックチェーン推進協会
国内外の取引所で取り扱われて 国内外の取引所で取り扱われて 国内外の取引所で取り扱われて 国内外の取引所で取り扱われて
（BCCC）会員が提供する取引所
いる
いる
いる
いる
において取引可能

記録されている財産的価値

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーン

認証の仕組み（認証方法）

Zen

XEM

MONA

Bitcoin Cash

Ethereum

0.1XEM

1MONA

0.00000001BCH

0.0001ETH

ブロックチェーン

ブロックチェーン

複数の取引をひとかたまりのブロックとして、一定数のブロックが
連続することにより、ブロックに含まれる取引を認証する。

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

Bitcoinと同じ

プルーフ・オブ・ワークの仕組みにより、最初にブロックを生成し
たマイナーに付与される方法で発行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記
録と、新しい仮想通貨の通貨発
行を連動させるような方法で発
行される

プルーフ・オブ・バーンのしくみ
により、通貨を消滅させる取引記 Etherium ERC-20で発行される。
録と、新しい仮想通貨の通貨発 Privateノードを立てて発行してい
行を連動させるような方法で発
る。
行される

無

無

弊社

Everdream Soft社
（BITCRYSTALS Lを使用できる
Storj
ゲーム、Spells of Genesisの開発
元）

参加者が不特定のコミュニティ
により発行

株式会社フィスコ

株式会社カイカ（旧商号：株式会
株式会社ネクスグループ
社SJI）

Bitcoinと同じ

仮想通貨の概要

発行方法

ブロックチェーン

ブロックチェーン

ブロックチェーンのデータベース
をネットワーク参加者全員（全
複数の取引をひとかたまりのブ
複数の取引をひとかたまりのブ
ノード）が同一コピーを保持し、
ロックとして、一定数のブロックが ロックとして、一定数のブロックが
新たな記録が追加される度に全 連続することにより、ブロックに含 連続することにより、ブロックに
ノードのこぴーが更新される仕
まれる取引を認証する。
含まれる取引を認証する。
組み。

発行上限は 89億9999万9999と
プルーフ・オブ・ワークの仕組み
決まっています。そのため、ビッ により、最初にブロックを生成し
トコインのマイニングにあたるも たマイナーに付与される方法で
のはなく、コインの新規発行はな 発行される
い

プルーフ・オブ・ワークの仕組み
により、最初にブロックを生成し
たマイナーに付与される方法で
発行される

プルーフ・オブ・ワークの仕組み
により、最初にブロックを生成し
たマイナーに付与される方法で
発行される

無

無

無

発行する事業者の開示情報

発行者の有無（ある場合に記載）
発行する事業者の信用情報

BCCC事務局

総発行量

平成29年9月1日時点での総発行量

16,536,737BTC

2617916 XCP

8,999,999,999ZAIF

23,248,415 BCY

51,173,144 SJCX

701,884,009 PEPECASH

50,000,000FSCC

300,000,000CICC

20,000,000NCXC

発行可能上限数量

平成29年9月1日時点で発行が可能
な数量の上限

21,000,000BTC

-

8,999,999,999ZAIF

100,000,000BCY

500,000,000 SJCX

1,000,000,000PEPECASH

50,000,000FSCC

300,000,000CICC

20,000,000NCXC -

一単元あたりの価値

平成29年9月1日時点での一単元あ
たりの価値

¥528,205)

¥1,662)

¥1.28)

¥51.2

¥120.8

¥1.280

¥41.0

¥10.2

¥163)

市場での時価総額（円貨）

平成29年9月1日時点での時価総額

¥8,734,781,157,635)

¥4,350,822,720)

¥11,519,999,999)

¥1,189,047,830)

¥6,184,187,458)

¥901,597,959)

¥2,050,500,000)

¥3,060,000,000)

¥3,260,000,000)

350,001,021ZEN

無

8,999,999,999XEM

53,629,025 MONA

16554688 BCH

8,999,999,999XEM

105,120,000MONA

21000000 BCH

94375657ETH
-

1

¥36.44)

¥54.75)

¥65,985.39)

¥42,596.25)

350,001,021

¥327,973,749,174)

¥2,936,078,568)

¥1,092,367,530,764.57)

¥4,020,049,433,360.00)

流通状況

過去に発生した不具合情報

・Mt.Goxがハッキング被害を受け、ビットコインやユーザー情報・
パスワードが盗難され約1週間取引が停止された。この影響で、
連鎖的に他の取引所からもビットコインの盗難が発生し、ビットコ
イン価格が著しく下落したことがある。今後も同様の事態が生じ
るリスクがある。

・単一グループによるマイナー作業が支配的になると、不正な取
引もブロックも取り込まれてしまうというリスク（ 51%攻撃）があ
る。
・ビットコインを含むブロックチェーンを利用した仮想通貨（以下
「ビットコイン等」という。）の取引では、十分な取引確認（ブロック
チェーンでの取引の認証）が完了するまで、取引が成立せず、
一定時間保留状態が続く。
当社の電子取引システムを利用した取引の約定に関しては、こ
の認証は必要ないが、当社とお客様との間のビットコイン等の
移転につきましては、この認証が必要となる。そのため、ビットコ
イン・ネットワークにおいて十分な取引確認がとれるまで、お客
様の取引がお客様の口座残高へ反映されない可能性や、当社
とお客様の間のビットコイン等の移転が完了しない可能性、ま
た、お客様の取引がキャンセルされる可能性がある。

不具合情報

将来で発生する可能性があるリスク
等

プログラムの内在
リスク等

非互換性のアップデート（予
定）情報（ハードフォーク／ソ
フトフォーク）

・過去にハッキング被害は見当ら
当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず
ない。

・XCPはカウンターパーティのネ
イティブトークンである。
・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・ビットコインと同様にブロック
チェーンを利用しているため、左
記のビットコインのリスクが妥当
する。
・これに加えて、左記「カウンター
パーティ」（カラードコインサービ
ス）において構築されているた
め、カウンターパーティのサービ
スに何らかの障害が発生した場
合には、その影響を受けるリスク
がある。
・カウンターパーティが撤退する
場合に存立しえないリスクがあ
る。
・なお、カウンターパーティの
サービスは、左記「XCP」を支払
うことで、発行者が独自トークン
を発行することができるサービス
であり、XCPは発行の際に必要と
なるが、その後の流通にはXCP
は無関係である（流通はビットコ
インのブロックチェーン上で行わ
れる。）。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・カウンターパーティ上のトークン
は、ビットコインの分岐の影響を
受けるが、ビットコインが機能す
特になし。
る限りはトークンの帰趨に影響を
及ぼさないものと考えられてい
る。

・多数の記録者が結託し、あるいは既存の記録者が有する処理
能力合計よりも強力な能力を用いることによって、記録台帳が
改竄され、また発行プログラムが改変されるリスクがある。
・第三者に秘密鍵を知られた場合には、利用者になりすまして
送付指示が行われるリスクがある。
・一旦、分岐したブロックの一方が否決された場合、否決された
ブロックに収録された取引は再び認証を得なければ、次の送金
が行なえなくなるリスクがある。さらに、記録者の目に留まらず、
未承認データのまま放置されるリスクがある。
・未検出のプログラムの脆弱性やプログラム更新などにより新
たに生じた脆弱性を利用し、データが改竄され、また価値移転
の記録が異常な状態に陥る可能性がある。

・2013年3月11日にビットコインのバージョン0.8.0のバグにより、
実質的に初めてブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)が発生
した。この問題は0.8.1へのバージョンアップによりすぐに修正さ
れた。
・2017年8月1日にビットコインブロックチェーンから分裂した新た
なブロックチェーン上のトークン（Bitcoin Cash）が生まれている。

Etherium ERC-20において発行
しているが、プライベートノードで
の発行になるので、ノード（ホス
ト）が外部からのアタックで障害
を起こした場合にはデータが消
滅するリスクがある。

当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず 当社にて現時点では確認できず

特になし。

・2017年4月にSegregated
Witness（Segwit）を採用するブ
ロックチェーン上の可決が行わ
れ、有効化されている。

特になし。

当社にて現時点では確認でき
ず

2017年10月以降に3段階目とな
るメトロポリスと呼ばれる大型アッ
プデートが行われる予定。

別紙２：取り扱う仮想通貨の概要
記載すべき項目
中項目

大項目

当該仮想通貨の概要

小項目

COMSA

名称（略称）

10CMS以上、0.0001CMS単位

通貨単位名称・最低取引単位

売買市場の有無

現状取引所での取り扱いなし
12月4日にZaif取引所で上場を予定

記録されている財産的価値

ブロックチェーン

認証の仕組み（認証方法）

NEMおよびEthereum上で発行されるトークン
にて、認証の仕組みはNEMおよびEthereum
と同じ。

仮想通貨の概要

トークンセール終了時、トークンセール参加者
分と同数のトークンを足した数を以って、総発
行数はそこでロックされる。ビットコインのマイ
ニングにあたるものはなく、コインの新規発行
はない

発行方法

発行する事業者の開示情報

テックビューロ株式会社

発行者の有無（ある場合に記載）
発行する事業者の信用情報

発行可能上限数量

平成29年11月30日時点で発行が可
能な数量の上限

一単元あたりの価値

平成29年11月6日時点での一単元あ
たりの価値

市場での時価総額（円貨）

平成29年11月30日時点での時価総
額

※Zaif取引所での取り扱い前になり、
現時点では未確定です。

総発行量

平成29年11月30日時点での総発行
量

219,042,298.00 CMS

総発行量のうち発行者等※の保有量※※

※ 発行者等とは、発行者、当社、発
行者及び当社の関係会社、これらの
役員、従業員及び株主、並びに当該
仮想通貨の発行・運営に従事している
者。以下同
※※ 発行者等の保有分はすべて無
償発行
平成29年11月30日時点

総発行量のうち第３者（発行者等を除く。以
下、同）に無償発行した量

平成29年11月30日時点

10,952,114.85 CMS

総発行量のうち、販売もしくは第３者に無償 平成29年11月30日時点
発行した量

120,473,263.41 CMS

219,042,298.00 CMS
1USD=¥113.98

98,569,034.59 CMS

8,712.56 BTC
65,015.14 ETH
85,848,598.10 XEM
2,867,750,191.65 ZAIF
11月6日 14:00時点でのレート換算（JPY）
BTC：7,076,579,607.64
( 812,227.36 JPY/ 1 BTC)
ETH：2,208,949,195.43
( 33,975.92 JPY/ 1 ETH)
XEM：1,862,914,578.77
( 21.7 JPY/ 1 XEM)
ZAIF：1,276,722,385.32
( 0.4452 JPY/ 1 ZAIF)
合計：12,425,165,767.16（JPY）

総発行量のうち販売に供した量に対する払
込総額（払込みがなされた法定通貨の額、
並びに、払込みが仮想通貨で行われた場
合には当該仮想通貨の総数及び当該仮想
通貨の総数を円に換算した金額）

①以下2つの期間で実施
プレセール期間：2017年9月11日（月）14時00
分～2017年9月20日（水)14時00分
トークンセール期間：2017年10月2日（月）14
時00分～2017年11月6日（月)14時00分
(プレセール及びトークンセールの他に実施
のセールなし)

総発行量のうち販売もしくは第３者に無償発
行した量に対する払込み等の状況（払込価
格が複数ある場合には、当該払込価格毎に
記載
①払込期間
②払込みがなされる１COMSA当たりの価格
③払込の総額（払込みがなされた法定通貨
の額、並びに、払込みが仮想通貨で行われ
た場合には当該仮想通貨の総数及び当該
仮想通貨の総数を円に換算した金額）

②払い込み後、COMSAダッシュボードシステ
ム内で着金が確認された時点での各仮想通
貨とUSDのレートを基準に 1USD=1CMS とし
て算出

④当該発行仮想通貨の付与数

③④別添資料(1)参照

⑤譲渡に制限等がある場合、その内容

⑤販売もしくは第３者に無償発行した量に対
する譲渡制限なし

過去に発生した不具合情報

当社にて現時点では確認できず

不具合情報

将来で発生する可能性があるリス
ク等

プログラムの内在リ
スク等

非互換性のアップデート（予定）情報（ハー
ドフォーク／ソフトフォーク）

特になし。

