
口座開設 ＆ ビットコイン購入マニュアル
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口座開設 スマートフォンの場合 

ビットポイントアカウント作成手順【 スマートフォンの場合 】

ビットポイント公式サイト
https://www.bitpoint.co.jp/
にアクセスして、下部の「かんたん口座開設」
ボタンをタップしてください。

メールアドレスを入力して

                                    ボタンをタップ

STEP. 1 STEP. 2
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口座開設 スマートフォンの場合 

登録内容を確認の上、同意をタップするとお申込みが完了します。

STEP. 3 STEP. 4
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口座開設 スマートフォンの場合 

申し込んだメールアドレス宛にビットポイントよりメールが届きます。
IDと PWが記載されていますがログインに必要なため大切に保管してください。

STEP. 5
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口座開設 スマートフォンの場合 

メール内に記載されている
■総合口座開設のお手続きのご案内
よりページに進んで取引を行うために総合口座開設に進みます。

STEP. 6
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ここで個人（日本国籍）、個人（外国籍）、法人を選択しますが、ご用意いただく
書類等が異なります。

個人（日本国籍）
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
顔写真付きの本人確認書類
※顔写真付き本人確認書類がない場合は健康保険証
　や納税証明書などを 2点提出

個人（外国籍）
在留カード（在留期間１年以上）または特別永住者
証明書
※名義がローマ字の場合はカタカナで記載されてい
　る公共料金領収書のコピーなども必要

法人
履歴事項全部証明書
印鑑証明書の原本
代表者と取引責任者の本人確認書類
※三種類すべての書類が必要



口座開設 スマートフォンの場合 

個人（日本国籍）の場合、本人確認書類アップロードします。
顔写真付きなら1点（表裏が必要です）、顔写真がない本人確認書類の場合は2点必要となりますので、
内容をご確認の上、「口座開設申込みボタン」をタップしてください。

STEP. 7
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口座開設 スマートフォンの場合 

約款などの確認事項をよく読み、「はい」「確約します」「同意します」にチェックを入れて「情報入力へ」ボタンをタップします。

STEP. 8
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口座開設 スマートフォンの場合 

お客様情報を入力します。
日本国籍の個人で申し込んだ場合は、国籍が最初から日本になっています。
「米国納税義務」欄については、アメリカ国籍や居住権がある方はアメリカに納税義務があるため、よく確認してチェックしてください。
住所欄にはこの後アップロードする本人確認書類に記載されているものと同じ内容を記入してください。
※異なる場合口座開設がスムーズにできない場合があります。
「取引契約締結の主目的」の欄は 4つの項目から適切な内容を選択してください。全項目入力後、「確認へ」ボタンをタップしてください。

STEP. 9
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口座開設 スマートフォンの場合 

入力内容を確認の上、間違いがなければ画面下部の「本人確認書類へ」ボタンを
タップしてください。

STEP. 10
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本人確認書類をアップロードする際には、
・本人確認書類をスキャナでスキャンする
・スマートフォンやデジカメで撮影する
どちらかの方法で画像データ化にしていただきます。  ※撮影する場合はピントがボケないように気をつけてください

ページに記載されている内容をご確認の上「アップロードへ」ボタンをタップ

STEP. 11

口座開設 スマートフォンの場合 
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「ファイルを選択」ボタンをタップして本人確認書類としてアップするファイルを選択、表と裏をアップします。
必要な本人確認書類の画像データをアップロードした上で、アップロードボタンをタップすると申込み完了です。

STEP. 12

口座開設 スマートフォンの場合 
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申込完了しましたらビットポイント側で申込内容の確認と審査が行われます。
審査に通ると「ビットポイント総合口座開設手続き完了のお知らせ」メールが届きます。
また、登録住所に口座開設完了の簡易書留が郵送されますので忘れずにお受取りください。

郵送された完了通知書に記載のログイン情報にて取引サイトへログインを行い、

■ パスワードの変更
■ 取引暗証番号
■ 勤務先

といったお客様情報の設定を完了してください。

口座開設 スマートフォンの場合
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口座開設 パソコンの場合 

13

ビットポイントアカウント作成手順【 パソコンの場合 】

ビットポイント公式サイト
https://www.bitpoint.co.jp/　にアクセスして、
下部の「かんたん口座開設」ボタンをクリックしてください。

メールアドレスを入力して　　　　　　　　　　　　　ボタンをクリック

STEP. 1 STEP. 2



口座開設 パソコンの場合 
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登録内容を確認の上、同意をクリックするとお申込みが完了します。

STEP. 3 STEP. 4



口座開設 パソコンの場合 
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STEP. 5 STEP. 6

申し込んだメールアドレス宛にビットポイントよりメールが届きます。
IDと PWが記載されていますがログインに必要なため大切に保管して
ください。

メール内に記載されている
■総合口座開設のお手続きのご案内
よりページに進んで取引を行うために総合口座開設に進みます。



口座開設 パソコンの場合 
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STEP. 7

ここで個人（日本国籍）、個人（外国籍）、法人を選択しますが、
ご用意いただく書類等が異なります。

個人（日本国籍）
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
顔写真付きの本人確認書類
※顔写真付き本人確認書類がない場合は健康保険証
　や納税証明書などを 2点提出

個人（外国籍）
在留カード（在留期間１年以上）または特別永住者
証明書
※名義がローマ字の場合はカタカナで記載されてい
　る公共料金領収書のコピーなども必要

法人
履歴事項全部証明書
印鑑証明書の原本
代表者と取引責任者の本人確認書類
※三種類すべての書類が必要



口座開設 パソコンの場合 
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STEP. 8

個人（日本国籍）の場合、本人確認書類アップロードします。
顔写真付きなら1点（表裏が必要です）、顔写真がない本人確認書類の場合は2点必要となりますので、
内容をご確認の上、「口座開設申込みボタン」をクリックしてください。



口座開設 パソコンの場合 
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STEP. 9

約款などの確認事項をよく読み、「はい」「確約します」「同意します」にチェックを入れて「情報入力へ」
ボタンをクリックします。



口座開設 パソコンの場合 
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STEP. 10

「取引契約締結の主目的」の欄は 4つの項目から適切な内容を選択してください。

全項目入力後、                               ボタンをクリックしてください。

お客様情報を入力します。

日本国籍の個人で申し込んだ場合は、国籍が最初から日本になっています。

「米国納税義務」欄については、アメリカ国籍や居住権がある方はアメリカに

納税義務があるため、よく確認してチェックしてください。

住所欄にはこの後アップロードする本人確認書類に記載されているものと同じ

内容を記入してください。

※異なる場合口座開設がスムーズにできない場合があります。



口座開設 パソコンの場合 
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STEP. 11

入力内容を確認の上、間違いがなければ画面下部の「本人確認書類へ」ボタンをクリックしてください。



STEP. 12

口座開設 パソコンの場合 
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本人確認書類をアップロードする際には、
・本人確認書類をスキャナでスキャンする
・スマートフォンやデジカメで撮影する
どちらかの方法で画像データ化にしていただきます。  ※撮影する場合はピントがボケないように気をつけてください

ページに記載されている内容をご確認の上「アップロードへ」ボタンをクリック



STEP. 13

口座開設 パソコンの場合 
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「ファイルを選択」ボタンをクリックして本人確認書類としてアップするファイルを選択、表と裏をアップします。
必要な本人確認書類の画像データをアップロードした上で、アップロードボタンをクリックすると申込み完了です。



口座開設 パソコンの場合 
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申込完了しましたらビットポイント側で申込内容の確認と審査が行われます。
審査に通ると「ビットポイント総合口座開設手続き完了のお知らせ」メールが届きます。
また、登録住所に口座開設完了の簡易書留が郵送されますので忘れずにお受取りください。

郵送された完了通知書に記載のログイン情報にて取引サイトへログインを行い、

■ パスワードの変更
■ 取引暗証番号
■ 勤務先

といったお客様情報の設定を完了してください。



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順 はじめに
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ビットポイントでビットコインを購入するためにはまずは日本円で入金する必要があります。

入金方法は2種類あります。
①  指定のお客様専用口座への入金          ② 即時入金サービスによる入金 

・  即時入金は振込手数料が無料となります

・  口座名義からの入金のみが受け付けられます

・  最低入金額の指定はありません

ビットポイント取引所へ入金する方法

※ 即時入金サービスを利用するためには、上記の金融機関でインターネットバンキングの契約をしている必要があります

即時入金対応の金融機関
ビットポイント取引所の即時入金サービスは、入金手数料が無料で取引所のウォレットに日本円を入金することができます。



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順

25

スマートフォンの場合 

即時入金手順【 スマートフォンの場合 】

ログイン後          をタップ 「入出金・振替」をタップ

STEP. 1 STEP. 2

「即時入金」をタップ

STEP. 3



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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スマートフォンの場合 

3つの金融機関が表示されるので、口座をお持ちの金融機関を選択、
入金額を入力し「確認画面」ボタンから進んでください。

即時入金確認画面が表示されますのでご確認の上、取引暗証番号をご入力、入金依頼のボタンをタップして即時入金手続きへのボタンをタップすると
金融機関サイトへ画面が開きます。
金融機関サイトでは画面の案内に従って操作してください。即時入金されるため入金実行後の取消や訂正はできませんのでご注意ください。
入金実行後ビットポイント取引サイトで入出金履歴にて入金の確認ができます。

STEP. 4



ログイン後、「入出金・振替」をクリック 「即時入金」をクリック

STEP. 1 STEP. 2

ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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即時入金手順【 パソコンの場合 】

パソコンの場合 



STEP. 3

ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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パソコンの場合 

3つの金融機関が表示されるので、口座をお持ちの金融機関を選択、

入金額を入力し                            ボタンから進んでください。

即時入金確認画面が表示されますのでご確認の上、取引暗証番号をご入力、入金依頼のボタンをクリックして即時入金手続きへのボタンをクリックすると
金融機関サイトへ画面が開きます。
金融機関サイトでは画面の案内に従って操作してください。即時入金されるため入金実行後の取消や訂正はできませんのでご注意ください。
入金実行後ビットポイント取引サイトで入出金履歴にて入金の確認ができます。



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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スマートフォンの場合 

即時入金ができない金融機関から入金する場合【 スマートフォンの場合 】

ログイン後          をタップ 「入出金・振替」をタップ

STEP. 1 STEP. 2

「入出金先口座情報」をタップ

STEP. 3



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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スマートフォンの場合 

表示されている口座へ入金

こちらのように入金完了の時刻によって翌営業日の反映となる場合があります。
反映完了しましたら、入出金履歴にて入金の確認ができます。

※専用口座へのご入金は、必ずビットポイント総合口座と同一名義にてお振込みください。
　名義が相違する場合は、入金できません。

STEP. 4



ログイン後、「入出金・振替」をクリック 「入出金先口座情報」をクリック

STEP. 1 STEP. 2

ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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即時入金ができない金融機関から入金する場合【 パソコンの場合 】

パソコンの場合 



表示されている口座へ入金

STEP. 3

ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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パソコンの場合 

こちらのように入金完了の時刻によって翌営業日の反映となる場合があります。反映完了しましたら、入出金履歴にて入金の確認ができます。
※専用口座へのご入金は、必ずビットポイント総合口座と同一名義にてお振込みください。名義が相違する場合は、入金できません。



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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スマートフォンの場合 

ビットコイン購入方法【 スマートフォンの場合 】

ビットポイントでのビットコインの取引方法は 3つありますが、新規でまだ操作が不慣れな方にはシングルをおすすめしています。

ログイン後          をタップ 「仮想通貨取引」をタップ

STEP. 1 STEP. 2

「仮想通貨取引」をタップ

STEP. 3



ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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スマートフォンの場合 

STEP. 4

シングルが選択されているのを確認します。

通貨ペアが「BTC/JPY」「現物取引」が選択されているのを確認します。

売買：「買」を選択

数量：購入数量の入力

価格：成行を選択

取引暗証番号：4ケタの入力

                         をタップしてBTC注文が完了となります。

※指値注文を行う場合は、購入 ( 売却 )希望価格の入力が必要となります。



ビットコイン購入方法【 パソコンの場合 】

ビットポイントでのビットコインの取引方法は 3つありますが、新規でまだ操作が不慣れな方にはシングルをおすすめしています。

「仮想通貨取引」をクリック 「仮想通貨取引」をクリック

STEP. 1 STEP. 2

ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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パソコンの場合 



STEP. 3

ビットポイントでのビットコイン（BTC）購入手順
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パソコンの場合 

シングルが選択されているのを確認します。

通貨ペアが「BTC/JPY」「現物取引」が選択されているのを確認します。

売買：「買」を選択

数量：購入数量の入力

価格：成行を選択

取引暗証番号：4ケタの入力

                         をクリックしてBTC注文が完了となります。

※指値注文を行う場合は、購入 ( 売却 )希望価格の入力が必要となります。


