お客さま各位
平成 30 年 11 月 30 日

【重要】ビットコインキャッシュ（BCH）の
入金再開に関するお知らせ
いつも BTCBOX をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社では、ハードフォークの影響を鑑み、2018 年 11 月 15 日 0 時 00 分より
BCH 入金を一時停止しておりましたが、安全の確認が取れましたので、BCH 入
金のみ再開したことをお知らせいたします。（BCH 出金の再開時期は現在未定
です）
BCH 入金再開時刻：2018 年 11 月 30 日 16 時 00 分
以下、BCH 入金の再開に関する注意事項となりますので、必ずご確認くださ
い。
・ 弊社で表記される「BCH」は「BCHABC」のことを指し、「BSV
（BCHSV）」は「BCH」には含まれません
・ 新通貨（BCH、BSV）には「リプレイプロテクション」が実装されておら
ず、分岐した２つの通貨が同時に送金されてしまう恐れがあります
・弊社で入金可能な通貨は「BCH」のみのため、送金時のトランザクションリ
プレイ対策（二重送金対策）として、お客様ご自身で新通貨の分離作業が必要と
なります
・トランザクションリプレイ対策を取られずに弊社に新通貨を送金された場合、
「BCH」のみが反映され「BSV」は反映されません

・ 新通貨の「BCH」と「BSV」のアドレス形式は同一ですが、誤って送金さ
れた場合でも、弊社で「BSV」は反映されません
・BCH 入金の反映は、弊社ネットワーク上で 20 確認後となりますので、通常
よりもお時間をいただきます
尚、BSV 付与につきましては、2018 年 11 月 16 日 01 時 40 分のスナップシ
ョットを基に付与する方針ですが、市況やセキュリティ等により付与できない場
合がございます。
BSV 付与や BCH 出金再開等で新たな決定事項が出て参りましたら、速やかに
告知させて頂きます。
今後とも、弊社 BTCBOX をよろしくお願いいたします。

以上
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【Important】Notification on resumption of
Bitcoin Cash（BCH）deposit / withdrawal
Thank you for using BTCBOXʼs service.
In consideration of the influence from BCHʼs hard fork, we had
suspended BCH deposit from 0:00 on November 15, 2018, since we
could confirm about the safety now, we are here to inform you that
BCH deposit will resume.
(only deposit, time to resume BCH withdrawal is still undecided)
BCH deposit resume time: November 30, 2018 16:00 JST
IMPORTANT precautions related with this resumption are listed below,
please confirm them.
・ "BCH" written in BTCBOX refers to "BCHABC", "BSV (BCHSV)" is not
included in "BCH"

・ "Replay Protection" is not implemented in the new currency (BCH,
BSV), so there is a risk that two branches of cryptocurrencies to be
remitted simultaneously.
・We only accept "BCH" deposit, as a transaction replay
countermeasure (double remittance countermeasure) at the time of
remittance, you will need to separate the new cryptocurrency yourself.
・If the new cryptocurrency is remitted to us without taking measures
against transaction replay, only "BCH" will be reflected but "BSV" wonʼt.
・ Although the address formats of "BCH" and "BSV" are the same, if
incorrect remittance is made, "BSV" canʼt be reflected into your
account.
・The BCH deposit will be reflected into the account after reaching 20
confirmations on network, so it may cost more time.
According to the granting of new cryptocurrency, In principle we have
granting policy according to the snapshot at 01:40 on November 16,
2018 , but due to market or security conditions, thereʼs also possibility
of no granting.
We will promptly notify you if new decisions have come out due to BSV
grant or BCH withdrawal.
Thanks for your future support as well.
Sincerely

