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世界中で起こっている様々な出来事を見ると、世界は明らかに変化し
つつあります。世界中の国々の中央銀行が長年にわたる財政失策とフ
ィアット通貨（法定通貨、現金）の価値低下により生じたインフレを抑制
しようと躍起になっています。 

実際にフィアット通貨は日々価値が低下し続けており、その流通は限定
的なものになってきています。 

最終的に、現金の使用は完全に消えてしまうでしょう。 

オンラインショッピングの普及とともに、多くの人が、デジタル通貨は
徐々に、しかし確実に、現金に代わるものとなっていくと考えています。 

ユーザーの皆様



2021年中に、現金支払いを拒否する店舗が出始めると私たちは考
えています。代替通貨へのアクセスがない人々は、家族のために品

物やサービスを購入するオプションを失ってしまいます。    

自分の収入がもはや安全ではないことに、世界中の多くの人々が気
づき始めています。明日目が覚めたら、エラーのために銀行口座が
ブロックされているかもしれない、慎重に管理してきた貯金の価値
が大きく下がるかもしれない、そんなことは考えただけでもぞっと

します。 

現在、あらゆる現状を考えると、現金の使用を完全に止めてしまう
のは不可能だと考えられます。特定の請求を支払うには、何らかの

フィアット通貨が依然として必要だからです。 



多くの場合、答えはシンプルかつ画期的です。資産の一部または全部を、暗号通
貨に換えましょう！

その後、必要な時に必要なだけ、慌てることなく、必要な通貨に換えればいいの
です。 

もちろん、それはやりすぎだ、クレイジーだと考える向きもあるかもしれません。
 
けれども例えば、ビットコイン (BTC) のことを思い出してみましょう。2020年1
月/2月には1ビットコインは7,000～8,000ユーロでした。けれども現在の価値
は30,000ユーロを超え、今も上がり続けています。つまり、ユーロなどのフィア
ット通貨を2020年初頭にBTCに換えていれば、その資産価値は500%に増え
ていたことになります！  もっと顕著なのはイーサリアム (ETH) です。これも過
去12か月で価値と利用が急激に拡大しています。 

では、解決策は？



日ごとに、世界中の多くの企業が、この新しい金融状況を受け入れるようになってきています。 

資産を暗号通貨に保管しておくことは、もはや秘密でも何でもなく、実質的に必要なことにな
っています。  

ブロックチェーンと暗号通貨に対する消費者の信頼が今後も高まるにつれて、従業員や企業
家、コンサルタント、弁護士、医師、オンラインおよびオフラインの店舗、サプライヤーなどが
暗号通貨での支払いを必要とすることが増えてきます。すでに実際、暗号通貨へのシフトを体
験しているケースも増えています。 

最終的に、苦労して得た収入を暗号通貨に換えるかどうかは、完全にあなた自身の選択です。 

現時点では、資産を確実に追跡・把握するだけでなく、資産を保持し、価値を高め続けていく
ようにするためには、暗号通貨がベストの方法であると私たちは考えています。 

最初は、資産の一部だけから始めてみたいと思われるかもしれません。ただし全部を注ぎ込
んだとしても、フィアット通貨が必要なときはいつでも、理由を問わず、好きな金額をユーロに
簡単に変換することができ、簡単なステップバイステップガイドに従うだけで引き出すことが
でき、安心です。



例えば、
    月給2,000ユーロの場合、      2020年1月からその全額を

ビットコイン
(BTC)

または

に換えていたとします。

イーサリアム 
(ETH)

必要な金額だけをユーロに換えながら、給与の残りを維持することができたなら、毎月 (または毎日のように) 残高
が増加していたはずです。しかもその間、コインを買ったり取引したりする必要はまったくありません！  



暗号通貨のセキュリティと柔軟性に気づく人の数はどんどん増えており、その価値も成長し
続けています。

暗号通貨はもはや、かつて言われていたような投機的な禁断の果実とは見られていません。 

数多くの大手上場企業がすでに多額の資産を暗号通貨に換えています。これは単に保険の
ためだけではなく、収益力を強化するためです。 



例えば、
Fidelity Insurance CorpとGrayscale Investments
では資産の一定の割合を暗号通貨に換え、
または株主にも換えるよう勧めている上場トップ企業の代表格であり、

    この2社は2020年だけで60億ドルもの資産を暗号通貨に換えています。 

Fidelity Corpは3兆3000億ドルの資産ポートフォリ
オを有しています。つまり、投資家が資産の5%をBTC
に換えるということは、

   1650億ドルの資産が
        ビットコインとして強化されることを意味します。 



現在、暗号通貨への変換は以前よりはるかにリスクが
少なく、健全なビジネスマンにとってはむしろ義務とも
なっています。 

特に、米ドルなどのフィアット通貨が無謀に刷り続けら
れ、世界中の金融市場を破壊している状況を鑑みると、
それを強く感じます。 

今こそ目覚め、暗号通貨の利点を認識し、一歩踏み出す
ときです。 

資産の一部を暗号通貨に換えることに抵抗を感じてい
るあなたは今、刻一刻と、金融セキュリティの機会を失
っていることになります。 

もう時間を無駄に
はできません。 



暗号通貨の世界をもっとよく知りたい方は、Trastraまたは
crypto.comをチェックしてみてください。ここでは暗号通貨
デビットアカウントを解説するオプションがあり、取引がいっ
そう簡単にできます。 

自分の財産を自分で管理する責任を、
一歩先に進めましょう。 

生き残り続けるためには、自分の資産と生活を自
分で守らなければなりません。

あらゆる投資にはリスクがつきものだとしても、
暗号通貨への投資は、資産を増やし、自らの資産を
自分で管理しながら、2021年以降にあなたとご家
族を支える確実な収益源を確保するための絶好
の機会だと私たちは考えます。



サインアップ - KYC (本人確認) - 二要素認証 - 入金 - 取引 - 引き出し

以下のステップ・バイ・ステップ・ガイドでは、3つの大手暗号通貨取引所の登録プロセスを簡略に行うためのガイドと、
この分野の案内を提供します。資産管理の代替方法を少なくとも1つサインアップしておくことを強くお勧めします。

仮想通貨に慣れてきたら、仮想通貨取引を行う際の、いくつかの基本的なヒントを覚えておいてください。

どの取引機能でも、以下のプロトコルを使用しています： 

必ず、身分証明書 (パスポートやIDカード) に記載されている名前で登録してください。

必ず、居住証明が提出できる住所を入力してください。
居住証明の記載と正確に同じ住所で登録します。

サインアップ

KYC
(本人確認)

1

2



必ず、パスワードとともに、バックアップコードを安全な場所に保管してください。バックアップコ
ードは絶対になくさないようにしてください。絶対です！入金と引き出しのために、二要素認証を
行うことで、暗号通貨アカウントに最大限の保護を行います。携帯電話をなくした場合は、プラット
フォームのカスタマーサービスにすぐに (できる限り早く) 連絡してください。

暗号通貨に対応した銀行に開設してある口座を使用してください。お使いの銀行で、暗号通貨プ
ラットフォームへの送金が可能であることを確認してください。銀行口座の所有者名は、プラットフ
ォームに登録されている名前と同じでなければなりません。

取引注文は、希望すればいつでもキャンセルできます。注文の取引が完了していない限り、注文を
キャンセルする権利があり、通貨は返金されます。

フィアット通貨の場合： 暗号通貨プラットフォームからの送金が、お使いの銀行で拒否されないこ
とを確認してください。

暗号通貨の場合： 取引で「CONFIRM (確認)」をクリックする前に、受取人の住所を必ず確認してく
ださい。住所を正確に入力することは、あなた一人が全責任を負います。

二要素認証 

入金

取引

引き出し

4
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疑わしい場合は、取引所のFAQセクションを参照して、取引に関する詳細をお読みください。

ナビゲーションをお楽しみください！



Binanceは現在、世界で最も人気のある取引所です。ただし、アカウントの機能をスムーズに操作す
るためには、潜在的な問題を避けるため、登録、二要素認証セットアップ、入金/引き出しのプロセス

の際に表示されるすべての情報を注意深くお読みになるようお勧めします。



サインアップ：
01

https://www.binance.com
をクリックして、メールまたは携帯電話で「SIGN UP 
(サインアップ)」を選択し (メールの方が望ましい)、
次にメールで受け取った確認コードを入力します



次に以下のオプションのいずれか
を選択して開始します02



FIAT DEPOSIT:
(フィアット通貨入金)：次に進み、まず身元確認
を最初に行います (パスポート + 居住証明)

CRYPTO DEPOSIT
(暗号通貨入金) (例えばBITTREXから)： 
暗号通貨は即座に入金できます



KYC (本人確認)
プロファイルセクションの右上にある
IDENTIFICATION (身元確認) 
セクションに進みます

01

CREDIT CARD:
(クレジットカード)：上限5000ユーロま
で、暗号通貨を即座に購入できます

上限を上げるには、KYC (本人確認)と2FA 
(二要素認証)の確認に進みます：



パスポート、自撮り写真、住所を入力してKYC 
(本人確認) を行います。事業主の場合はこの時
点でCORPORATE (法人) アカウントに切り替
えることができます

氏名はパスポートに記載されているものと正確に
同じでなければならず、居住証明にはあなたの名
前が明確に表示されていなければなりません

02

03



プロファイルのSECURITY (セキュリ
ティ) セクションをクリックします。2FA 
(二要素認証) をアクティブにします。
また、引き出しの際の保護を高めるた
め、SMSコードもアクティブにするこ
とをお勧めします。

KYCを完了したら、2FA 
(二要素認証) をインストールします。

2FA (二要素認証)



取引
01

02

WALLET (ウォレット) セクションをクリックし、次に
OVERVIEW (概要) をクリックします。

次にFIAT AND SPOT (フィアット通貨とスポット) 
をクリックします



ウォレットの中身と、deposits (入金)、
withdrawals (引き出し)、trade (取引)、
conversion (変換) のオプションが表示されます

TRADE (取引) をクリックすると、取引可能
な組み合わせが表示されます

03

04



05

06

07

組み合わせを選んでクリックします。例えば
EUR/ETHを選ぶと、MARKET (市場) が開き、ここ
でこの通貨の売買ができます

取引操作を開始すると、ORDER (注文)セクションに
ORDER (注文) と表示されます：

時間がかかる場合は、開いている注文を閉じて、取
引をやり直すことができます。

操作が完了すると、通貨がウォレットに表示され、引
き出すことができるようになります。

05

06



BINANCEクレジットカード
TOPメニューのWALLET (ウォレット) セクションをクリックし、CARD (カード) 
を選択すると、カードが得られます。これは最初に本人確認 (KYC) が必要です01



カードが注文されると、バーチャルカードの詳細が表示され、1日当たり870ユーロを上限としてオンライン支払いにす
ぐに使用できます (一部のウェブショップでは、Binanceカードなどの£Dセキュアを有さないカードは使用できません
のでご注意ください)。

02

物理的カードを注文します。これはKYC住所に送付され、これ以外の住所には送付されません。お住まいの国で
Binanceカードの配送が許可されていることを確認してください。お住まいの国でカードが配送できない場合でも、オ
ンラインでの支払いには使用できます。詳細はすべて表示されます。

03



カードに金額を追加するには、通貨をSPOTウォレットからCARDウォレットへとTRANSFER 
(送金) (変換) するオプションを選択します。04



手数料と上限
https://www.binance.com/en/fee/schedule

カスタマーケア：
セキュリティのため、Binanceアカウントに関するリクエストはすべて、Binanceのカスタマーサ
ービス部門に直接送信する必要があります。INBSは、Binanceアカウントに関係するリクエスト
を取り扱うことはできず、また一切対処しません。
https://binance.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

売買、市場注文、注文の制限、注文控え帳、流動性、数量など、取引に関するステップ・バイ・ステップ・ガイドが必要なこ
とがあるかもしれません。その場合は、暗号取引所のカスタマーサポートに連絡し、またFAQを丁寧にお読みください。
プロセスに慣れてくるまでは、少額で経験を積むことをお勧めします。  

役に立つヒント：
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