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Register to Initial setting	 初期設定の登録	



Home	

Please click on registration.	 登録をクリックしてください。	



Register	

＊Password＊ 
Please compose the password with at least one non-alphanumeric character.	

*パスワード*	
パスワードは少なくとも1文字、英数字以外の文字を入力してください。	

登録	



Login	

Click Resend Email	
※認証メールが届かない場合のみ	
「メールを再送信」をクリックします。	

届かないときは、迷惑メールも確認してくだ
さい。	

ログイン	



Email Authentication	

Authentication URL Click	

認証URLクリック	

メール認証	



After certification	

Click Submit ID Documents	

Submit ID Documentsをクリックしてください	

メール認証後	



Profile	

Please enter all.	
すべて入力してください。	

ID Card	
Passport：パスポート	

Driver's License：運転免許証	

Proof of Residence：居住地の証明	
Proof of Residence Photo：居住地の証明の写真	

Bank Statement：銀行取引明細書	

Tax Bill：公共料金の請求書など	

プロフィール	



Set up google authenticator	

Click Enable	

Set up google authenticator	
Google認証システムを設定	

Enable（有効にする）をクリック。	

Google認証システムの設定	



Set up google authenticator	

If you do not have a google authenticator 
please download the app.	

Googleの認証システムを持っていない場合は、
アプリをダウンロードしてください。	

Google認証システムの設定	



Set up google authenticator	

Set up google authenticator	
Google認証システムを設定する	

Google認証システムの設定	



Set up google authenticator	

Write down the code. 
* It can not be recovered if the phone is broken.	

バックアップコードをメモしてください。	
*電話が壊れた場合、回復できなくなります。	

このコードをメモして保存してください。 このコードを使用
すると、電話を紛失した場合にGoogle認証を回復できます。

Google認証をリセットするには、サポートチケットを開く必
要があり、処理に少なくとも7日かかります。	

Google認証システムの設定	



Set up google authenticator	

Please enter the number described in google authenticator.	

【google authenticator】に表示されている番号を入力してください。	

Google認証システムの設定	



Initial setup complete	

The initial setup is now complete.	

これで初期設定は完了です。	

初期設定完了	



List of Functions	 機能リスト	



Withdrawal Address Management	

You can pre-register the address of Withdrawal destination.	

出金先アドレスを事前登録することができます。	

出金アドレス管理	



Withdrawal Address Management	 出金アドレス管理	



Trade	

You can exchange coins.	
コインを取引することができます。	

取引	



•  取引画面です。右側上部で取引したい通貨を選択できます。 

そして、左側にあるのが取引板です。	

•  赤文字が売り板、緑文字が買い板で、今出ている売り注文、買い注文を見ることができます。	

•  赤文字の一番下が も安値の売り板、緑文字の一番上が も高値の買い板で、その二つの境目には 終約定価格が表示されています。 

注文の履歴は右下に一覧として表示されます。	

•  そして中央、チャートの下に位置するのが取引フォームです。	

終約定価格⇒	

売り板⇒	

約定履歴の一覧	

取引フォーム	

通貨ペアを選択	

買い板⇒	

まだ約定してない　注文の一覧	



指値注文 
「買い」なら、Priceで入力した価格以下、 

「売り」なら、入力した価格以上、になると取引が行われるように設定されます。	

購入を希望するレート	

購入を希望する数量	

注文の総額	

売却を希望するレート	

売却を希望する数量	

注文の総額	



Margin Trade	

You can place a margin order with these entries. 
Margin orders are matched with loan offers in ‘Lending’. 

You can check position status and can close it. 

You can check margin account status in real-time. 

これらのエントリーを使ってマージン注文をすることができます。	
マージン注文は、ローン申込みと照合されます。	

ポジションのステータスを確認してクローズ（決済）することができます。	

マージン口座の状況をリアルタイムで確認できます。	

マージン取引	

・Total Margin Value ：ユーザのMargin Accountのすべての仮
想通貨をBTCに両替する際に、合計量である	
・ Unrealized P/L ：ユーザのpositionが終了した場合、予想さ
れる利益/損失量である。	
・ Unrealized Lending Fee ：Activeローンで支払うべき手数料
の合計見込額である。	
・ Net Value ： Total Margin Value, Unrealized P/L, Unrealized 
Lending Feeの合計見込額である。	
・ Total Borrowed Value  ：ユーザのOpenローンのBTC総額 。	



Lending	

Select currency to offer loan. 

After then input data for offering loan, and place a loan offer. 
申込内容のデータを入力し、ローン申込を行います。	

ローンを申込む通貨を選択してください。	

ローン	

Rate: 毎日利子率	
Amount: Offerの量	

Duration: ローンに使用される 大日数	
Auto-renew: ローンが終わった後、同じrateで	

再びOfferを行うのかを示すパラメータ	



Funds Balances	
Balance can check the asset status of each coin.	

残高は各コインの資産状況を確認できます。	

資金残高	



Funds Deposit	
Please select the coin you want to deposit.	

入金したいコインを選択してください。	

このデポジットアドレスにコインを送ってください。	
このアドレス以外に他のコインまたはトークンを

送ると、コインが失われる可能性があります。	

預入れ	 「Fund」から「Deposits」を選択してください。	



Funds Withdrawal	
Please select the coin you want to Withdrawal.	

Please select the currency you wish to 
Withdrawal and enter the address etc.	

出金したいコインを選択してください。	

引出したい通貨を選択し、アドレスなどを入力してください。	

出金	



Funds History	

The history of Deposit / Withdrawal transmission / reception is displayed.	
入出金の送受信の履歴が表示されます。	

入出金履歴	



Open Orders	

Display the current order.	

現在の注文を表示します。	

未処理注文	



Orders History	

Display the order history	

注文履歴を表示します。	

注文履歴	



Trade History	

Display the history of trade	

トレード履歴を表示します。	

取引履歴	



Referral	

You can check the status of the introduction.	

QRコードから紹介できます。	

紹介	



Genealogy	

MAP situation starting from yourself	
自分から始まる紹介MAP	

紹介MAP	



Tickets	

問合せがある場合	
こちらからメールで問合せを行ってください。	

問合せ	
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Thank you...	


