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ビットコイン仮想通貨初心者入門
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ビットコインを手に入れるための口座開設 

コインチェックの口座開設はここをクリックしてください

ご自身のメールアドレスを入力してコインチェック用の 

パスワード入力してアカウント作成をクリックします  

確認のメールが送信されるので受信ボックスを確認します 

https://coincheck.com/?c=LQubDE0p3Yg
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受信ボックスを開いてリンクをクリックして本登録を完了します 

 

本人確認書類をアップロードします 

“各種重要事項を確認する”をクリックします 
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各種重要事項のＰＤＦを開いて確認を行います 

全てのボックスにチェックを入れて、”サービスを利用する”ボタンをクリッ

クします 

 

本人確認にて電話番号認証を行います 
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電話番号を入力して”ＳＭＳを送信する”のボタンを押します 

携帯電話にコードが送られてくるので 

その番号を”送信された認証コード”に入力して”認証する”のボタンを押し

ます 

 

日本円を入金するかクレジットカードで購入するかのボタンが出てきます。 
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本人確認が終わってから入金可能です。本人を確認できる書類をアップロード

します。本人の顔と本人の書類が一緒に写っている写真をアップロードします 

 

本人確認書類の提出が完了してから住所確認のハガキを受取るとすべての機能

が使えます 

 

クレジットでビットコインを購入する時は金額を選択して購入するボタンを押

します



©Copy right all right reserved. 

 

ビットコインを購入します。よろしいですか？と聞いてくるので OKを押して 

必要事項を入力します 
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入力が終わったら決済開始のボタンを押します 

カード決済が上手くできない時は一回あたりの金額を少なくすると決済できま

す 

 

5万円入金して 45959円が反映されました。 
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クレジットカードで買ったビットコインを一週間以内に送金する場合や、売却

して出金する場合は本人様名義の預金通帳またはキャッシュカードの画像を提

出する必要があります。価格が値上がりすると売却して利益を確保できますし

ビットコインをウォレットまたはよりたくさんのアルトコインが取引できる取

引所へ移動することができます。 
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口座に入金するとビットコイン以外の銘柄を購入できます 

 

 

1“コインを買う”をクリック 

2 銘柄を選択して 

3数量を入力します 

4最後に購入するボタンをクリックします 

次に bittrexの口座を開設します 

 

アルトコインを手に入れるための口座開設 

ビットコイン以外の仮想通貨はアルトコインです 

アルトコインを手に入れるために下記に口座開設します 

https://bittrex.com/にアクセスします 

https://bittrex.com/
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スクロールして Get start NOWをクリック 
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名前を入力、パスワードを入力して確認のパスワードを入力 

チェックを入れて、 Sign UPを押します 

ロボットではないことを証明するために質問に回答します 

 

確認ボタンを押します 
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パスワードは 8文字以上で数字と大文字の英語、小文字の英語を含むもので作

成します 条件を満たさないと下記のようにエラーが出ます 

 

登録するとメールが送信されます 
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受信ボックスを開いて 

リンクをクリックして本登録を完了します 

 

メールが認証されたら登録完了です 

 

Loginボタンをクリックします 
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Basic verification(基本認証)から姓、名、誕生月、住所、パスポート番号な

どを入力します 

 

 

次に Phone verification(電話認証)から 

携帯電話番号を入力して電話認証します 
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エラーが出た場合 Verify phoneをクリック 

 

 

 

 

電話番号を入力して submitを押します 

携帯電話にコードが送られてくるので SMSが受信できるようにしておきます 
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Enhanced verificationから顔写真を提出します 

Start verificationをクリックします 

 

 

まず本人の顔写真をアップロードします 

 

 

次にパスポートを本人が持っている写真を提出するように求められます 

写真をとってアップロードします 
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これで口座開設完了です 

次に入金です 
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Bitrexにログインして右上の Walletをクリックします 

 

 

任意の通貨を入金できます 

ここでは Bitcoinを入金します 

プラスのマークをクリックします 
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入金用のアドレスが表示されるのでコピーします 

 

コインチェックから Bittrexに入金してみます 

ウォレットのコインを送るから送金します 
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1”ビットコインを送る”を選択 

2送信先リストの編集をクリック 

3新規ラベルに送金先を入力（自分自身がわかりやすいもので OK） 

4先ほどコピーしたアドレスを入力して追加のボタンを押す 

5保存します 

6宛先を選択して 

7送金額を入力 

8最後に送金ボタンを押します 

これで送金完了です 

コインチェックで購入したコインを 1週間以内に送金する場合は預金通帳など

の提出が必要です。ビットコインの送金は 10分から 15分で反映されます。長

くても 25分程度です。 
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認証されるまで待機状態になります 

 

認証されたら反映されて使えるようになります 
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1実際に売買するには Walletをクリック 

2銘柄を入力 

3表示された銘柄をクリック 

 

買う時は 

4買う数量を入力 

5買いたい価格を入力 

6購入ボタンを押す 
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売りたい時は 

7売る数量を入力 

8売りたい価格を入力 

9売却ボタンを押す 

 

コインを検索する方法 

 

1 bittrexのホームへアクセスします 

2 検索ボックスに銘柄（シンボル）を入力します 

3 検索ボックスに入力した銘柄が出るのでクリックします 

 

ビットコインと日本円を計算する方法 

次にビットコインと日本円を計算するサイトにアクセスします 

https://www.coindesk.com/calculator/ 

https://www.coindesk.com/calculator/
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4 JPY(日本円)を選択します 

5任意の数字を入力します(ここでは2000円分をビットコインに換算した金額を

知りたいので 2000と入力しています 

6ビットコインに換算した金額が表示されます 

0.004388が 2000円分のビットコインです 

 

7 Bittrexの画面に戻って上記で計算した 

0.004388の数字を Totalに入力します 
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8 Bid >Priceから last（最新値）、BID、ASK（買値、売値）のいずれかを選択

します。すぐに購入したい時は last（最新値）を選びます 

最後に青い BUYボタンをクリックして購入できます 

 

仮想通貨よくある質問 

仮想通貨はどこで保持したらよいですか? 

仮想通貨を積極的に取引していない時は 

コインチェックの様なデジタル 

ウォレットに保管することをお勧めします。 

これらを保護するためにログインの時に 

google の二段階認証を使用することをお勧めします。 

また、TREZORなどのデジタル金庫を使用すると、 

暗号化の保護に役立ちます。 

どうやって仮想通貨を現金に変換するのですか? 

取引所のアカウントで Buy / Sellタブに移動し、 

「Sell」を選択します。 

次に、Bitcoinまたはイーサリアムのように売りたい通貨を選択します。 

次に、注文が正しいことを確認して、 

「Bitcoinを売る」をクリックします。  

取引のアドレスが機能していない場合はどうすればよいですか？ 

コインチェックから Bittrexに資金を移転する際には、支払いの「アドレス」

が必要です。 

これは、暗号通貨を送金するために 

Bittrexからアドレスをコピーして 

コインチェックの送金先アドレスに 

貼り付ける一連の数字と文字列です。 
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一部の人々はこのアドレスが機能していないと報告しています。 

もしこれがあなたに起こった場合それを使用しないでください。 

そうしないと、アカウントから一時的にロックされる可能性があります。 

Bittrexエージェントに連絡するか、新しいアドレスを作成してください。 

日本以外で暗号通貨を取引することは許可されていますか? 

もちろんです。 

暗号通貨の精神は分散していることです。 

取引には全く摩擦がありません。 

取引所のリストに日本が載っていない場合も 

心配ありません。 

コインママや BitPandaのような、 

他にも評判の良い仮想通貨ウォレットのプ 

ロバイダーがあります。 

TREZOR Bitcoin ウォレットとは何ですか？ 

また仮想通貨取引するためにそれが必要ですか？ 

TREZORは、Bitcoinユーザーに、Bitcoin トランザクションを行う際に追加のセ

キュリティを提供するデバイスです。 

あなたの秘密鍵が決してインターネット上で送信されないように、デバイスの

内部でトランザクションの署名を行います。 

それはあなたの Bitcoinの取引のすべてを認証する “ロイヤルシール”で個人

的な切手のように考えてください。 

暗号の所有権を保護するために TREZORを設定した場合、TREZOR とプライベート

PINを持たない限り、誰もあなたの財布（政府も含む）をハックすることはでき

ません。 

Bitcoinを処理するために TREZORは必要ありませんがコインの保管と取引はず

っと安全になります。 
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Google 認証システムとは何ですか、どのように使用しますか？ 

シンプルなパスワードでは十分なセキュリティが得られません。 

Google認証システムでは、もう少し安心できます。 

取引所のアカウントにログインして 2段階認証を有効にすると、スマートホン

にコードが送信されます。 

取引所のアカウントにアクセスする前に、そのコードを入力する必要がありま

す。 

2段階認証を設定するには、 

ここの Googleの簡単な手順に従ってください。 

https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3

DiOS&hl=ja 

一度にどれくらいの暗号を使うことができますか？ 

仮想通貨を購入するとき、資金を追加することに関して各プラットフォームに

制限があります。 

それはしばしばあなたの支払方法に依存します。 

例えばクレジットカードを使って資金を追加するときに、取引所によっては 1

週間に 15000円相当の暗号通貨を購入することができます。 

銀行口座を使用している場合、1週間に 25万円です。 

Bittrex に連絡するにはどうすればよいですか？ 

Bittrexに連絡する最善の方法は、オンラインのお問い合わせフォームです。

Bittrexについては、ここでサポートページにアクセスできます。 

https://support.bittrex.com/hc/en-us 

Bittrexは多くのよくある質問を示しています。 

またはスクロールしてリクエストを送信することもできます。 

暗号化通貨とは何ですか？ 

暗号通貨は次のように定義されます。 

https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=ja
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=ja
https://support.bittrex.com/hc/en-us
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暗号化技術を使用して通貨の生成を規制する 

（暗号通貨の発行には上限があります ） 

資金の移動を検証する 

（送金が正しく行われるか検証されます） 

中央銀行とは独立して運営するデジタル通貨 

（銀行のように監督する第三者は存在しません） 

ベンチャーキャピタリストとは何ですか？ 

ベンチャーキャピタリストは、スタートアップ企業に資本を提供します。 

拡大したくても株式市場に上場できない小企業を支援する投資家です。 

ベンチャーキャピタリストは、これらの企業が成功すれば投資で大きな利益を

得ることができるためその様な企業に投資する傾向があります。 

ベンチャーキャピタリストも選定に失敗した場合大きな損失が発生しますがこ

れらの投資家は一般的に裕福で素晴らしいアイデアと経営陣を持っています。 

たった 2000 円を億に変える方法 

今日は潜在的に急速な富を蓄積するために加熱する仮想通貨市場を効率的に 

使用する方法をお見せするつもりです。たった 3つの簡単なステップです。 

--------------------- 

ステップ 1 

2,000円の紙幣 

ステップ 2 

わずかな金額だった仮想通貨の一部は過去 2週間の間で 

12000パーセントと 56000パーセントの間で 

急増しました。爆発的に価格が急騰したという事実です。 
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ステップ 3 

今後のイベントとして一般大衆が仮想通貨に参入してきます 

--------------------- 

そしてあなたがしなければならないすべてのことは 

この秘密のコインの全て手に入れるということです。 

信じられないほどの裕福な生活を手に入れる可能性があります。 

不可能に聞こえますか？そうではありません！ 

 

これを実現可能にするためには 

あなたはビットコインや他の仮想通貨について 

何を知っているかどうかそれは問題ではありません。 

実際には多すぎる情報はあなたにとって不利になります。 

あなたは銀行や投資について何か知識を持っている必要はなく 

あなたはたくさんのお金を必要としません。 

（たったの 2000円で良いです） 

そしてあなたはこれを実行するために多くの時間を必要としません。 

しかしそれらを購入する際にどの仮想通貨を買って裕福になるのか 

その方法を手に入れる必要があります。 

私はこれについてあなたを手助けすることができます。 

もしあなたがお金持ちになりたいと思うならばそれは素晴らしいことです。 

それがどれだけ簡単なことか説明させてください。 

あなたが読んでいることは、あまり知られていない投資の秘密です。 

あなたが今までにアルトコインを買ったことがない場合でも 
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心配しないでください。全てのプロセスを通してあなたに説明していきます。 

これは電話をかけるのと同じぐらい簡単です。誰もがそれを行うことが出来で

す。しかしここで大切なことがあります。この方法は加熱している仮想通貨で

はあなたが実行張する場合のみ動作します。大衆が知ってしまう前に行動を起

こすことが大切です。これらのアルトコインはわずかな金額で 

手に入れることができます。(2000 円程度です)わずかに知られている仮想通貨

は 300%,500%または 2500%まで急騰を開始することができます。 

そうなってしまったらお金を稼ぐには遅すぎです。 

いますぐ手に入れる場合うまくいきます。 

続きは無料でプレゼントします。 

ここをクリックして下さい 

https://bitbestbuy.com/free/
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