年 月 日
Year/Month/Day
〒１０２－００８３
東京都千代田区麹町三丁目４番地１麹町３丁目ビル２０２号室
Suite 202, Kojimachi 3-chome Building 3-4-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-0083
再生債務者 株式会社 MTGOX / Rehabilitation Debtor: MtGox Co., Ltd.
再生管財人 小林信明 殿 / Rehabilitation Trustee: Nobuaki Kobayashi, attorney-at-law

債権譲渡通知書（オフライン用-B）
Notice of Transfer of Claim (for Offline Method-B)
※ 本債権譲渡通知書は、株式会社 MTGOX の破産手続（東京地方裁判所平成 26 年（フ）第 3830 号。以下「本
破産手続」といいます。）において届け出られた債権の譲渡に関して、同社の民事再生手続（東京地方裁判所平成
29 年（再）第 35 号。以下「本民事再生手続」といいます。）において、通知を行うためのものです。本破産手続
で届出がなされていない債権又は本民事再生手続で既に届出がなされている債権の譲渡に関しては、本債権譲渡
通知書を用いて通知をすることはできません。
NOTE: This form can be used, in connection with the civil rehabilitation proceedings for MtGox Co., Ltd. (Tokyo District
Court; 2017 (sai) Case No. 35; the “Civil Rehabilitation Proceedings”), only for the transfer of claim that was filed under
the bankruptcy proceedings for MtGox Co., Ltd. (Tokyo District Court; 2014 (fu) Case No. 3830; the “Bankruptcy
Proceedings”) . This form cannot be used for the purpose of notice of transfer of claim that was not filed under the
Bankruptcy Proceedings or that has already been filed under the Civil Rehabilitation Proceedings.
第１ 債権の譲渡 / Section 1. Transfer of Claim
本書末尾の譲渡人及び譲受人は後述第２の同意事項について同意した上で、譲渡人において、後述第３のとお
り、株式会社 MTGOX（以下「MTGOX」といいます。）に対する BTC その他仮想通貨（通常の方法により売却が
可能であり、かつ財産的価値のあるものに限り、BCH はこれに含まれる。）及び／又は金銭の返還に関する債権
の元本及び譲渡する元本の割合に応じた遅延損害金（総称して、以下「本債権」といいます。
）を譲受人に対して
譲渡しましたので、通知いたします。
The transferor and the transferee whose names are set forth at the end of this document hereby agreed to the terms set
forth in Section 2 below, and notify the Rehabilitation Trustee that the transferor transferred to the transferee the principal of
the claim against MtGox Co., Ltd. (“MTGOX”) regarding Bitcoin and other crypto currencies (limited to those that can be
sold in an ordinary manner and that have property value; Bitcoin Cash is included therein) and/or cash, as set forth in
Section 3 below, together with delay damages in the same proportion as the proportion of principal that was subject to such
transfer (collectively, the “Claim”).
第２ 同意 / Section 2. Terms
譲渡人及び譲受人は、次の各事項について取消不能の同意をします。
The transferor and the transferee hereby irrevocably agree to the following terms.
① 譲渡人及び譲受人は、(a)本債権の譲渡に合意していること、及び(b)債権譲渡通知書（本書）における債
権譲渡の内容は合意した本債権の譲渡の内容と同一であることを表明し、保証すること。
The transferor and the transferee hereby represent and warrant that (a) they have agreed to the transfer of the Claim,
and (b) the content and the details of the transfer of the Claim in this notice of transfer of claim (i.e., this form) and
the content of the said transfer of the Claim that they have agreed to is the same.
② MTGOX に対する本債権の譲渡の効力は、債権譲渡通知書（本書）を再生管財人に提出した後は取り消す
ことができないこと。
A transfer of the Claim against MTGOX becomes irrevocable once this notice of transfer of claim (i.e., this form)
has been submitted to the Rehabilitation Trustee.
③ 債権の譲渡の効力は、適切な内容の債権譲渡通知書（本書）を郵送すること、必要な添付書類を郵送す
ることを含め、再生管財人が定めたルールに従った場合にのみ生じること。
A transfer of a claim will only become effective if the transferor and the transferee follow the rules prescribed by
the Rehabilitation Trustee e.g., a “Notice of Transfer of Claim” (i.e., this form) that have been completed
appropriately must be mailed to the Rehabilitation Trustee, and required attachments must be mailed to the
Rehabilitation Trustee.
④ 譲渡人及び譲受人は、債権譲渡が実行できない場合その他本債権の譲渡に関して損害を被った場合であ
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⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩
⑪

っても、MTGOX 及び再生管財人に対して損害賠償請求等一切の請求をしないこと。
Even if the transferor and the transferee fail to transfer the Claim, or otherwise suffer any loss in connection with
the transfer of the Claim, the transferor and the transferee will not make any claim, including any claim for
damages, against MTGOX and/or the Rehabilitation Trustee.
譲渡人と譲受人の間の本債権の譲渡に関する争いにつき MTGOX 及び再生管財人に迷惑をかけないこと。
The transferor and the transferee shall not cause any inconvenience to MTGOX or the Rehabilitation Trustee in
connection with any dispute between the transferor and the transferee in connection with to the transfer of the
Claim.
再生管財人は、譲渡人が保有している各通貨について、その一部の債権譲渡は認めず、譲渡対象となる
通貨全部の債権譲渡のみを認めること。
The Rehabilitation Trustee will not accept a partial transfer of the Claim with respect to each currency held by the
transferor, but accepts only a transfer of the Claim in entirety with respect to the currency subject to the transfer.
譲受人は、本債権に関して、オンライン再生債権届出システムを利用することができないこと。
The online filing system of rehabilitation claim is not available for the transferee in connection with the Claim.
MTGOX 及び再生管財人に本債権の譲渡を対抗するためには、日本法に基づく債権譲渡の対抗要件その他
再生管財人が指定する要件を備えることが必要であること。再生管財人は、各国の法令等の定め及び債
権譲渡契約で定められた準拠法の定めにかかわらず、日本法のみに基づき債権譲渡契約の有効性及び対
抗要件具備の有無を判断すること。再生管財人が日本法に基づき債権譲渡契約の有効性及び対抗要件具
備の有無を判断することに起因又は関連して生じるあらゆる損害、損失、債務、コスト又は費用（以下
「損害等」といいます。
）について、MTGOX 及び再生管財人（その代理及び補佐を含む。
）は一切の責任
を負わず、私/当社は MTGOX 及び再生管財人（その代理及び補佐を含む。）に対して当該損害等に関して
損害賠償請求、補償請求その他一切の請求をしないこと。
The perfection requirements in accordance with the relevant Japanese law and any other requirements specified by
the Rehabilitation Trustee shall be fully satisfied to perfect such claim transfer or assignment against MTGOX and
the Rehabilitation Trustee. The Rehabilitation Trustee will determine the validity of such claim transfer or
assignment and perfection thereof pursuant only to Japanese law, irrespective of any statute in each country’s laws
and any governing law provided for in such agreement. MTGOX and the Rehabilitation Trustee (including deputy
trustees and assistant trustees) are not liable in any respect for any damages, losses, liability, cost or expense
(“Damages”) arising out of or in connection with the Rehabilitation Trustee determining the validity of such claim
transfer or assignment and perfection thereof pursuant to Japanese law, and I/we will not make any claim for
damages or compensation, or make any other claim with respect to such Damages against MTGOX or the
Rehabilitation Trustee (including deputy trustees and assistant trustees).
BTC 及び/又は金銭の返還に関する債権の譲渡をする場合、譲渡される届出債権の元本について発生した
遅延損害金を当該元本とともに譲渡すること。
If the transferor transfers a claim against MTGOX regarding Bitcoin and/or cash to another person, in addition to
the principal that is being transferred to the transferee, the transferor will be required to transfer all delay damages
which have accrued in respect of such principal.
譲渡人は、譲受人に対して、本債権の対象となるビットコイン及び当該ビットコインから分岐したフォ
ークコインを併せて譲渡していること。
The transferor has transferred to the transferee the right to claim for return of Bitcoin subject to the Claim as well as
those for any other cryptocurrency split from such Bitcoin.

第３ 債権譲渡の内容/Details of the transfer of claim
１．譲渡日：本書冒頭の日付
Transfer date: the date of this form that is shown on the first page
２．譲渡の原因/Cause of transfer
1. 債権譲渡/Transfer of claim
4. その他/Other causes

2. 相続/ Inheritance

3. 合併/ Merger

３．本破産手続における譲渡人の債権者番号
Creditor number of Transferor under the Bankruptcy Proceedings
【記入欄/Entry column】
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４．譲渡対象となる届出債権/Filed claim which will be transferred
※金額欄が空欄の通貨にかかる債権の譲渡割合は 0%とみなします。
NOTE: If the amount of claim is left blank, the proportion of transfer of relevant currency is deemed to be 0%.
債権の種類
Type of claim

金銭に関する債権
Claims regarding cash

届け出た債権額※金額をアラビア数字で入力して下さい。
Amount of claim which I/we have filed
NOTE: Please enter the amount by using Arabic numerals.
円 yen

その他仮想通貨に関
する債権/Claim
regarding Other
Crypto Currencies

譲渡金額
Transferred amount
円 yen

USD

（

円 yen）

100％

円 yen

EUR

（

円 yen）

100％

円 yen

GBP

（

円 yen）

100％

円 yen

AUD

（

円 yen）

100％

円 yen

CAD

（

円 yen）

100％

円 yen

CHF

（

円 yen）

100％

円 yen

PLN

（

円 yen）

100％

円 yen

NZD

（

円 yen）

100％

円 yen

HKD

（

円 yen）

100％

円 yen

RUB

（

円 yen）

100％

円 yen

NOK

（

円 yen）

100％

円 yen

SEK

（

円 yen）

100％

円 yen

DKK

（

円 yen）

100％

円 yen

SGD

（

円 yen）

100％

円 yen

CZK

（

円 yen）

100％

円 yen

INR

（

円 yen）

100％

円 yen

CNY

（

円 yen）

100％

円 yen

THB

（

円 yen）

100％

円 yen

KRW

（

円 yen）

100％

円 yen

遅延損害金
Delay damages
小
計
Subtotal

ビットコインに関す
る債権/Claim
regarding Bitcoin
※金額ではなく、数
量をアラビア数字で
入力してください。
NOTE: Please enter
the quantity of
Bitcoins, not the cash
amount.

譲渡割合
Proportion of
transfer
100％

円 yen

円 yen

円 yen

円 yen

BTC
（ビットコインの数量 / Quantity of Bitcoin）
100％
※譲渡人は、譲受人に対して、上記のビットコイン及び当該
ビットコインから分岐したフォークコインを併せて譲渡して
いる。
NOTE: The transferor has transferred to the transferee the right to
claim for return of Bitcoin subject to the Claim as well as those for
any other cryptocurrency split from such Bitcoin.
上記のビットコインから分岐した他の仮想通貨の全数量
The entire amount of crypto currencies (limited to those that can be
sold in an ordinary manner and that have property value; Bitcoin
Cash is included therein) split from the Bitcoin stated above.

100％

以上
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（譲渡人）/Transferor
[譲渡人の国及び住所]/Address of transferor
Country, zip/postcode and address: 〒

[譲渡人の商号又は氏名] /Name of individual or company name of transferor
（法人の場合には）[譲渡人の代表者名]/(To be completed by corporations only) name of CEO/managing director

（押印又は署名）Seal or signature

※ 本破産手続において、譲渡人がオンライン破産債権届出システムにログインした後の債権譲渡画面において、
譲受人の氏名を入力した上で「保存」ボタンを押していない場合には、譲渡人のパスポート、運転免許証、身分
証明書等の本人確認書類（可能であれば、顔写真及び日本語表記又はアルファベット表記の氏名が記載されたも
の）の写しを同封する必要があります。
NOTE: If the transferor did not, during the Bankruptcy Proceedings, enter the transferee’s name and click the button of
“Save” on the screen for transfers of claims which appeared after logging in to the online filing system of bankruptcy claim,
the transferor must submit a copy of identity verification documents, such as the transferor’s passport copy, driver’s license
and any identity card, which contains your face photo and your name written in English or Japanese, if any, together with
this form.
（譲受人）/Transferee
※以下の表内については、漢字、ひらがな、カタカナ、アラビア数字（0～9）及び又はアルファベットのみで入力して下さい。
例えば、アキュート・アクセント、セディーユ、ウムラウトのような発音に関する記号等を使わないで下さい。
NOTE: Please enter the following using only kanji, hiragana, katakana, Arabic numerals (0-9), and/or letters of the Roman alphabet. Please do
not use any diacritical marks such as acute accents, cedillas and umlauts.
【国及び住所】Address of transferee:
Country, zip/postcode and address: 〒

【氏名又は法人名及び代表者名】Name of individual or corporation name and name of CEO/managing director:

（押印又は署名）Seal or signature

※代理人が本書面を提出する場合、この欄に押印又は署名する必要はありません。
NOTE: If you are filing this document through an agent, seal or signature is not required in this field.
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【代理人の住所】Agent's address:
Country, zip/postcode and address: 〒

【代理人の氏名】Agent's name:

（押印又は署名）Seal or signature

※ 代理人がいる場合には、代理権を証明する委任状の原本も郵送する必要があります。
NOTE: If you are transferring a claim through an agent, please attach the original power of attorney.
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