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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
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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！



BITTREX
GLOBAL



サインアップ
01

02

https://global.bittrex.com に行きます

右上のSIGN UP (サインアップ) をクリックして、メー
ルアドレスを入力し、強力なパスワード (12文字以上) 
を選択します

-  個人の場合は、PERSONAL (個人) を選択します
-  法人の場合は、CORPORATE (企業) を選択します  
   (このプロセスの時間は長くかかります)



KYC (本人確認) ページが開きます：住所
は、居住証明が提出できる住所を必ず提示
してください (!!)

メールボックスをチェックして (メインの受信
箱とspamボックスの両方)、VERIFY 
EMAIL (メールの確認) をクリックしてメー
ルアドレスを確認します。
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KYC (本人確認) 
を後で行いたい場合は、好きな時に
https://global.bittrex.com
に行き、右上のLOG IN (ログイン) をクリックして、
アカウントの使用を始めます： 中に入ったら
ACCOUNT (アカウント) - IDENTITY 
VERIFICATION (身元確認) をクリックします。
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06 「Start Verification (確認を開始)」をクリック
すると、後続のページが表示されます。

このプロセスでは、政府発行の身分証明書の
写真と自撮り写真 (顔) を撮影して、身元を証明
する必要があります。 

注意：IDとしてパスポートを使用することを強
くお勧めします。写真は、お使いのデバイスの
カメラで撮影でき、またファイルをアップロー
ドすることもできます。



カメラのないコンピューターを使用している場合は、「Switch to mobile? (モバイルに切り替えますか?)」を選択して
、モバイル機器で続けます。 

自分にとって便利なオプション (メール、QRコード、リンクのコピー) を選択して、モバイル機器で身元確認を続けます
。このプロセスを完了するまで、モバイル機器を使用している間、ウェブページを開いたままにしておいてください。

同じプロセスに従って自撮り写真 (顔写真) をアップロードします。新しい写真を作成してください。IDと同じ写真や、写
真屋で撮影した写真は使用しないでください。

写真を送信すると、情報とID、写真をシステムが処理するのに数分間かかります。確認が完了すると、身元確認画面に
戻ります。



自撮りの問題：ユーザーは、身元確認を完了するためには新しい「自撮り」を撮影しなければなり
ません。コンピューターにカメラがない場合は、Issuing Country/Region (発行国/地域) とID 
Type (Idのタイプ) を選択してください。次のページでIDを提出するようプロンプトが表示され
ます。ここで「Switch to mobile? (モバイルに切り替えますか?)」を選択して、自分にとって便利
なオプション (メール、QRコード、リンクのコピー) を選択して、モバイル機器で身元確認を続け
ます。自撮り写真を提出することで、ユーザーは身元確認の遅れに遭遇するいちばんの原因を
回避することができます。 

モバイル機器を使用している間、ウェブページを開いたままにしておいてください。注意：最適
なブラウザはChromeです。

適切な文書のタイプ/写真：ユーザーは、適切な文書のタイプ/写真が選択されているようにし、
いつどのようにドキュメントをアップロードするか確実に指示に従ってください。例えば、パスポ
ートをアップロードする場合、写真にパスポート全体が移っていない場合はその文書が却下さ
れることがあります。ユーザーには、適切なIDの表面と裏面の写真を撮るよう指示されます。 

IDが判読できない場合：IDが判読できない場合、または法的に有効な政府発行IDとして確認
できない場合は、確認手続きに不合格となり、Bittrex Global取引プラットフォームへはアクセ
スできません。

確認のヒント 



政府発行IDの非アルファベット文字：国によっては政府発行のIDに読み取れない非アルファベット文字が
含まれていることがあります。そのような場合は、IDの情報を確認するためにBittrex Globalは追加の手
順を踏みます。これにはしばしば、手作業での介入が含まれます。時間がかからないようにするためには、
アルファベット文字がサポートされている国際パスポートを使用してください。

ID確認に関して複数のサポートチケットを開かないでください。同じID確認の問題に複数のサポートチ
ケットが開かれると、処理が遅れることがあります。

身元確認が完了したら、二要素認証によってアカウントのセキュリティを確保することにより、引き出し上
限額を上げることができます。 

-   ID確認されたアカウント (二要素認証なし)：確認されたアカウントでは現在、1日当たり1 BTC 
    (または同等額) を引き出すことができます。
 
-   ID確認されたアカウント (二要素認証あり)：
     二要素認証ありでID確認されたアカウントでは、1日当たり100 BTC (または同等額) を引き出すこと
     ができます。身元確認が済んだら、二要素認証を有効にして、上限を最高額の100 BTCにしてください。 

-   確認されていないアカウントでは資金を引き出すことはできません。



Bittrex Globalアカウントで2FA (二要素
認証) を有効にするためのステップ・バイ・
ステップ・ガイド 

2FA 
(二要素認証)



セキュリティキーのバックアップ
セキュリティキーを安全な場所に保管しておくことは非常に重要です。二要素認証のリセットには
サポートチケットを開く必要があり、処理に最長7日間かかることがあります。 

ステップ・バイ・ステップ・ガイドを使って
Bittrex Globalアカウントで二要素認証を無効にする
いくつかの理由から、アカウントの二要素認証を削除する必要が生じることがあります。例えば、携
帯電話をなくした、出荷時設定にリセットする必要が生じた、デバイスのアップグレードを行いた
い、といった場合です。このコードは信頼できるデバイスでのみアクセス可能であるため、できれ
ばデバイス変更を行う前に二要素認証をアカウントから削除します。

     Disable 2FA (二要素認証を無効にする) ボタンをクリックします。  認証コードを入力し、
     Disable 2FA (二要素認証を無効にする) を選択します。アカウントの二要素認証を有効にす
      る方法が表示されます。



取引：

01

02

03

認証と保護がこれで完了し、
取引を開始することができます。
アカウントに接続して、HOLDINGS (所有) 
またはINSTANT BUY AND SELL (簡単売買) 
をクリックします。 

自分のクレジットカードを使って購入することがで
きます (3Dセキュアをサポートしているカードの
みが使用できます) 

または、最初にアカウントに資金を入金する必要
があります： STONSやその他のタイプの暗号通貨
を入金したい場合は、その通貨を選び、deposit 
(入金) をクリックして、ウォレットのアドレスをコピ
ーします。

02

03

01



EURやUSD、または他のFIAT (フィアット) 通貨を入
金したい場合は、通貨記号を選択して、deposit 
(入金) をクリックします。例えばEUR：

SEPA送金の場合： 注意してください。固有の
REFERENCE (参照コード) があなたのためだけに
生成されます。このREFERENCEは、お使いの銀行
の送金の「REASON/MOTIF (理由/モチーフ)」欄に
示されていなければなりません。他の参照情報 (メー
ル、名前など) を使用すると、送金は本来よりずっと遅
れることになります。間違えないようにしてください！

SEPAをサポー
トするEU外の銀行のSWIFT送金の場合：
GET STARTED (始める) をクリックします



メニューで最後のオプション： EUR DEPOSIT 
(ユーロ入金) を選び、WITHDRAWAL BANK 
ACCOUNT (銀行口座引き出し)：を選択します

ユーロの入金と引き出しができるようにするには、
Bittrex Globalが最初に銀行口座の承認を行う
必要があります。このためには、Euro Deposit and 
Withdrawal (ユーロ入金と引き出し) 
フォームに記入してください：

https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=360000640760

銀行口座がすでにUSD入金と引き出しについて
承認されている場合は、この手順が回避できる場
合があります (下記参照)。

初期入金は不要ですが、銀行口座を管理している
ことを証明する必要があります。



添付が必要なもの： 下記の情報が記載されている銀行発行の手紙または口座明細書：Your name on your bank account

銀行口座のあなたの名前

銀行のIBANまたは口座番号

銀行のSWIFT/BICコード

銀行名

承認された銀行口座からユーロを入金し、引き出したユーロをこの口座に入金することができます

複数の銀行口座の承認を受けることができます

すべての銀行情報をフォームに入力する必要があります (IBAN、口座番号、SWIFT/BICなど)

カスタマーサービスにリクエストを送ります。銀行口座が追加されると、制限なしに資金の入金と引き出しができるよう
になります！SEPA経由でユーロを入金し、アカウントに入金された後は、引き出したユーロをSEPA経由で同じ銀行口
座に入れることができます。



最低入金額：20ユーロ

最低引き出し額：10ユーロ

電信送金とSEPA送金については入金・引き出しとも上限額はありません。

EURウォレットに記載されている、SEPA経由入金の指示に正確に従ってください。例えば、完全なEUR入金コードを含め、
追加の言葉や文字は含めないことなどです。EURウォレットに記載されている説明に正確に従わないでSEPA経由の入金
を行うと、遅れが生じることがあります。

USD電信送金のホワイトリスト掲載の銀行口座があり、コルレス銀行や特別な手続きを必要としない場合は、
その口座はEURの入金と引き出しについてもホワイトリスト掲載となります。

役に立つヒント：



予想される時間枠内でEUR入金を受け取れなかった場合は、入金
に影響する可能性があるいくつかの要素が考えられます：

Bittrex Globalアカウントと入金送金の情報との間に、矛盾する情
報がある場合

入金コードが不正確、または送金に入金コードが含まれていない 
(入金コードはEURウォレット内にあります)。*入金がこの範疇に入
る場合は、入金が届いてから14日以内に入金のクレームを行ってく
ださい。クレームされない場合、入金はファイナンス部門により送
金元の銀行に返金されます。

営業時間外 (週末等) など、銀行が開いていない時間帯  

銀行が休業日

問題：



引き出し：
引き出しは、SEPAやSWIFTのいずれでも可能です



取引：
取引を開始するには、トップメニューのMARKETS (市場) をクリックして、組み合わせをクリックします：



入金手数料
Bittrex Globalでは、入金の際の手数料はかか
りません。一部のトークンやコインでは、入金す
るのに、資金を別の住所に移動させる必要があ
ります。つまり、コインやトークンのネットワーク
で、送金の際に通常の取引手数料がかかります。
これはBittrex Global側では回避できません。

引き出し手数料
Bittrex Globalでは、組込みネットワーク送金手数料と
して、トークンまたはコインの引き出しに少額の手数料
がかかります。このネットワーク手数料は、各トークンま
たはコインについて、引き出しウィンドウのwithdraw 
(引き出し) ボタンをクリックすることで表示されます。 

Bittrex Globalは、業界で最も低価格の取引手数
料をお客様に提供しています。下記に示す取引手
数料表には、合計30日間の顧客アカウントに基づ
いた価格が記載されています。



カスタマーサービス：
セキュリティのため、Mainstonカスタマーサービスでは、
Bittrexアカウントに関するリクエストに対処することはできません。
リクエストはすべて直接、Bittrex Globalカスタマ
ーサービスに送信してください。

すべてのカスタマーサポートについては、Bittrex 
Globalウェブサイトで自分のアカウントにログインし、
https://bittrexglobal.zendesk.com/hc/en-us/requests/new .

でサポートチケットを申請してください。また、公式の「
Bittrex Global」テレグラムチャンネル：
https://t.me/s/bittrexglobal
でBittrexに問い合わせることもできます。

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、Bittrex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、
最初に少額で経験を積むことをお勧めします。
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