
 

 

 

 

 

ザ・オプション(theoption) 

 新規口座開設＆入金マニュアル 

 

【スペシャル特典の受取方法付き】 

 

 

 

 

 

 

 



■ 著作権について 

 

「【ザ・オプション新規口座開設＆入金マニュアル】」(以下、本冊子と表記)は、著

作権法で保護されている著作物です。本冊子の著作権は、発行者「バイナリーオ

プション出版」にあります。 

本冊子の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。 

 

■ 使用許諾契約書 

 

本契約は、本冊子を入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行者(以下、乙と称す)

との間で合意した契約です。本冊子を甲が受け取り開封することにより、甲はこの

契約に同意したことになります。 

 

第１条 本契約の目的： 

乙が著作権を有する本冊子に含まれる情報を、本契約に基づき甲が非独占的に使用

する権利を承諾するものです。 

 

第２条 禁止事項： 

本冊子に含まれる情報は、著作権法によって保護されています。甲は本冊子から得

た情報を、乙の書面による事前許可を得ずして出版・講演活動および電子メディア

による配信等により一般公開することを禁じます。特に当ファイルを第三者に渡す

ことは厳しく禁じます。甲は、自らの事業、所属する会社および関連組織において

のみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 

 

第３条 損害賠償： 

甲が本契約の第２条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、違約金が発

生する場合がございますのでご注意ください。 

 

第４条 契約の解除： 

甲が本契約に違反したと乙が判断した場合には、乙は使用許諾契約書を解除するこ

とができるものとします。 

 

第５条 責任の範囲： 

本冊子の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って損害が生じたとし

ても一切の責任を負いません。 



ザオプション 新規口座開設について 

 

ザオプション(theoption)新規口座開設について、ご案内していきます。 

 

基本的に、ザオプション(theoption)は海外のバイナリーオプション業者となる

為、特別な審査や、重要書類などは必要ありませんので、誰でも簡単に口座開

設が行えます。 

※但し口座開設後に、ご本人確認の為の身分証などの提出が必要となりますの 

で、あらかじめ準備だけはしておきましょう。 

 

ザ・オプションの新規口座開設方法 

それでは、ザ・オプションサイトで新規口座開設する際の、操作の仕方や記入

例を具体的に判り易く解説していきたいと思います。 

 

【ザ・オプション/特典がもらえる URL】 

●コチラ⇒http://go.theoption.com/visit/?bta=35060&nci=5358 

※こちらから口座開設＆初回入金にてボーナス・特典をもらってください 

 

ザオプション(theoption)トップページの最上部左側の「口座開設はこちらから」

をクリックしてください。 

 

次のページより、記入例をご紹介していきます。 

http://go.theoption.com/visit/?bta=35060&nci=5358


          新規口座開設記入例 

 

① あなたのお名前&苗字を入力します(日本語でも構いません) 

② E メールアドレスを入力ください。 

③ パスワードは、半角で 8 文字以上を入力ください。 

④ 電話番号を入力します。 

※国番号+81 はそのまま利用していきます。 

※電話番号の最初の 0 番号は必要ありません。 

携帯電話の場合 090-1234-5678  → +81 9012345678 

一般電話の場合 03-1234-5678   →  +81 312345678 

⑤ ご利用される通貨(JPY 日本円または USD 米ドル)を選択ください。 

※一度登録すると変更はできませんのでご注意ください。 

⑥ 利用規約を同意した上で、最後に「無料口座開設」ボタンを押して、新規口

座開設の完了です。 

 



口座開設完了通知 

 

また新規口座開設が無事完了された時点で、ご登録された E メールアドレスの

方へ、このような内容の口座開設完了通知が届きますので、大切に保管くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ザオプション ログイン方法 

 

新規口座開設後、あなた専用口座へログインする際は、ザオプショントップペ

ージを開いていただき、最上部に御座います「メールアドレス」「パスワード」

を入力します。 

 

ログイン 

 

「メールアドレス」「パスワード」を入力したら、右側の「ログイン」ボタンを

押します。 

                ↓ 

 

あなた専用口座へのログインが完了します。 

 

 

 

 



※パスワードを忘れた場合 

 

もし、パスワードをお忘れの際は、「パスワードをお忘れですか？」の文字をク

リックします。 

 ↓ 

 

するとパスワード再発行専用パネルが表示されますので、ザオプションの口座

開設時にご登録された E メールアドレスを入力して、その下に表示されている

「この E メールアドレスに送信する」ボタンを押す事で、新しいパスワードが

送信されます。 

再発行されたパスワードは、新しいパスワードにご変更頂けます。 

 

 

 

 

 



本人確認書類の提出について 

 

ザオプション(theoption)では新規口座開設完了後、不正取引などの犯罪防止ポ

リシーに基づき口座開設者がご本人であることを確認する目的で、本人確認書

類のアップロードが必要となります。 

 

【重要】本人確認書類提出順の変更に関するお知らせ 

2018 年 8 月 13 日以降、お口座をご開設された全てのトレーダー様を対象に書

類認証手順が以下のとおり変更となりますのでお知らせ致します。 

 

●これまでの書類認証手順   

口座開設 → 入金 → 書類認証 

2018 年 8 月 13 日以前に口座開設されたトレーダー様は、これまでの書類認証

手順となりますが、ご入金後には速やかに書類の提出が必要となります。 

口座開設後、一定期間書類のご提出がない場合は追加入金ができない等、口座

へ制限が掛かってまいりますので予めご了承下さい。 

 

●2018 年 8 月 13 日以降の書類認証手順   

口座開設 → 書類認証 → 入金 

2018 年 8 月 13 日以降に口座開設されたトレーダー様は、入金手続きを行う前

に各書類の提出が必要となりましたので、あらかじめ準備をしておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【口座開設後は以下の本人確認書類を速やかにご提出下さい。】 

 

①顔写真付き身分証明書 

 

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード 

この中から 1 点 

 

 

②公共料金等の現住所確認書類 

 

現住所、氏名、発行元（公的機関）、発行日（6 か月以内）が確認できる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【クレジットカードご利用の場合、以下の書類もご提出下さい。】 

 

③ご利用されるクレジットカード画像（表面） 

 

カード番号の前から 12 桁は隠してご提出下さい。 

 

④カード承認契約書 

 

カード承認契約書は、カードでのご入金決済がご本人様の意思によるものかを

確認させて頂く書類となります。 

なお、カード承認契約書の書類に関しては、本人確認書類提出ページより添付

フォームのダウンロードをお願い致します。 

※基本的に専用用紙をダウンロードしていただき、契約書の空白欄に必要事項

を記入して提出するだけです。 

※カードを複数枚ご利用される場合は、それぞれのカード毎に提出が必要とな

ります。 

 

 

 

 



カード承認契約書用紙の取得方法と記入の仕方について 

 

 

ログイン後、マイページの「本人確認書類」タブをクリックして、次に「本人

確認書類のアップロードを行う」をクリックします。 

 

 

すると、アップロード専用ページが表示されますので、その中にある青文字で

表示された「カード承認契約書」をクリックすると、ワードドキュメントがダ

ウンロードされます。 

 

 

 

 



カード承認契約書 

     

ダウンロードが無事完了しワードドキュメントをクリックすると、カード承認

契約書が表示されますので、編集可能な状態にして緑の箇所を全て入力します。 

 

 

●カード番号は最初の 6 桁、下 4 桁以外は「x」で隠して下さい。 

●日付は承認契約書の記入をした日付を記入して下さい。 

記入が終わりましたら、パソコンにファイルを保存し、本人確認書類のアップ

ロード専用ページよりカード承認契約書をご提出ください。 



【ID セルフィーに関する重要なお知らせ】 

2018 年 4 月 16 日より、20 万円以上入金のトレーダー様は ID セルフィ―をご

提出していただく必要がございます。 

ID セルフィーとは、顔写真付き身分証明書の表面とご本人様のお顔が一つの画

像内に収められて撮影された ID となります。 

ID セルフィーのご提出は、合計入金額が 20 万円以上のトレーダー様が対象と

なり、既に書類認証が完了しているトレーダー様に関しましても、該当する場

合は、ご提出が必要となります。 

なお、ID セルフィーに関しましては、ザオプション(theoption)サイトより本人

確認書類として提出をしていただく事が可能です。 

 

ID セルフィーの例 

 

ID セルフィー認証条件 

●画像内にご本人様のお顔と顔写真付き身分証明書表面が同時に写っている事 

●身分証明書の文字、顔写真が明確に判別できる事 

●お顔は正面を向き、無帽で髪が目にかかっていない事 

●他の人が写り込んでいない事 

※画像が不鮮明な場合や不備がある場合は、再提出が必要となりますので予め

ご了承下さい。 

 

 



ザオプション 本人確認書類の提出方法 

 

続いて必要書類の準備が出来ましたら、ザオプション(theoption)専用口座へロ

グインしていただき、各本人確認書類から、前ページにてご説明しましたカー

ド承認契約書、更に ID セルフィーまで、アップロード専用ページより提出作

業を行ってまいります。 

 

書類のアップロード方法は以下の通りです。 

 

ログイン後、マイページの「本人確認書類」タブをクリック 

 

 

「本人確認書類のアップロードを行う」をクリック 

 



 

書類の種類を選択して、「ファイルをアップロード」をクリックして、画像を選

択し、「開く」をクリックし、「アップロード」ボタンをクリックする。 

 

 

「ありがとうございました。書類を受け付けました。承認はメールでお知らせ

致しますので、しばらくお待ちくださいませ。」というメッセージが表示された

ら書類のアップロードは完了です。 

 

▼アップロード可能な画像▼ 

•画像のフォーマットは「.jpg」「.jpeg」「.pdf」「.png」のいずれか 

•画像ファイルのサイズは 1MB 以下 

•原本およびカラーの鮮明な画像であること 

•画像の一部が欠けていたり、隠れたりしていないこと 

 

尚、書類の認証状況の確認については、マイページの本人確認書類のページの

提出済み書類のステータスよりご確認いただけます。 

本人確認書類に万が一不備があり再提出が必要な場合はメールにて再提出のご

案内が届きます。 

不備理由は書類をアップロードしたページのコメント欄よりご確認ください。 



■初回入金方法(クレジットカード) 

 

続いて、入金方法をご説明したいと思います。 

クレジットカード決済とは、ご自身が所有するクレジットカードを利用して

ザ・オプション(theoption)の専用口座に入金させる方法です。 

カード決済の場合、手続きが完了するとあなたの口座に直ぐに反映されますの

で早く取引したい場合にはとても便利です。 

ザ・オプション(theoption)では VISA、Master、JCB、AMEX による入金サー

ビスを取り扱っております。 

VISA、Master Card、JCB、AMEX カードによる最低入金額は 10,000 円から

です。 

※デビットカードもご利用可能です。 

 

 

 

クレジットカード入金方法 

 

まず、あなた専用口座へログインして頂き、右側にある「追加入金」ボタンを

押します。 

 

入金方法を選択 

 

すると、入金専用ページへ飛びます。 

VISA、Master Card、JCB、AMEX またはデビットカードをご利用される場

合は、「カード決済」パネルをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 



クレジトカード記入例(登録情報) 

 

まず、登録情報を入力していきます。 

※既に表示済みの場合、「決定」ボタンを押して次へお進みください。 

①名・姓を入力 

②住所を入力 

③左側には都市を入力、右側には郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力 

④お住まいの国(Japan)を選択します。 

⑤お住まいの都市を選択します。 

⑥電話番号をハイフンなしの半角数字にてご入力します。 

⑦日月年の順に生年月日を選択ください。 

⑧最後に「決定」ボタンを押して、次のステップへと進んでいきます。 

 

 

 

 



クレジットカードパネル 

 

続いて、クレジットカードに関する専用ページが表示されます。 

「クレジットカードパネル」クリックして、更に次のステップへと進みます。 

↓   ↓ 

クレジトカード記入例(クレジットカード情報) 

 

続いて、クレジットカード情報を入力していきます。 

⑨16桁のクレジットカード番号を入力 

※ハイフンなしの半角数字にてご入力ください。 

⑩クレジットカード有効期限を入力 例)03月 2020年 

⑪クレジットカード裏面に記載されているセキュリティーコード下3桁の数字

をご入力ください。 

⑫入金される通貨を選択しながら、入金額を入力 

・最低入金額 Visa / Master / JCB / AMEX / 10,000 円（100 ドル）から 

・最高入金額 Visa / Master / JCB / AMEX / 500,000 円（5,000 ドル）まで 

⑬最後に「口座に入金」をクリックして入金手続きが完了します。 

 

 



クレジットカード入金後に関するお知らせ 

 

クレジットカードの場合、入金手続きが完了すると、あなたの専用口座に即座

に反映されますので、ご確認下さい。 

 

※クレジットカード入金決済につきましては、ご入金額と請求額に若干差額が

出る場合がございます。 

万が一過剰請求が生じた場合には、該当決済のご利用明細詳細(ご利用点名、利

用日、利用金額)が確認できるプリントスクリーンを accounts@theoption.com 

まで、送付頂ければ取引口座へ過剰徴収額分を振込致します。 

予めご了承ください。 

 

※クレジットカード発行会社の中には、オンラインでのエンターテインメント

にクレジットカードを制限している所もあります。 

その場合、ザ・オプション(theoption)カスタマーサービス、通話料無料のフリ

ーダイヤル 0120‐982‐453 までご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:accounts@theoption.com


■初回入金方法(ビットウォレット) 

 

続いて、bitwallet（ビットウォレット）サービスについてご案内致します。 

 

bitwallet（ビットウォレット）公式サイト⇒https://bitwallet.com/ja/ 

 

bitwallet(ビットウォレット)とは？ 

bitwallet PTE LTD が提供する、オンラインウォレットサービスです。 

既に日本語専用サイトもオープンし、専用口座への入金も各クレジットカード

(VISA、MaterCard、AMEX、Dinerds、Discover)からデビットカード、また、

みずほ銀行の国内銀行からの入金も可能、更にネッテラー(NETELLER)、マネ

ーブッカーズ(Skrill)のオンライン決済会社からの入金も可能、そして仮想通貨

による入金も開始いたしました。 

ここまで来ると、まさに至れり尽くせりといった具合！海外業者送金への橋渡

しとして非常に便利で使いやすいオンラインウォレットサービスとなります。 

また、bitwallet(ビットウォレット)のアカウント(専用口座)を開設する事により、

お客様のすべてのお支払いを 1 カ所で管理する事が出来る上、パソコン・スマ

ートフォンなどあらゆる資金管理も可能です。 

  

bitwallet(ビットウォレット)の特徴: 

・専用口座取得により、手続きも簡単！手数料も格安！入出金もスピーディ！ 

・日本語専用サイトがあり日本人スタッフによる万全なサポート 

・書類提出手続きにより、ご利用限度額を上げる事が可能 

・国内銀行や仮想通貨による入出金も可能 

・シンガポール金融庁より資金保持・移動業者としての許認可取得の免除が認

められた安心出来る電子決済サービス 

 

https://bitwallet.com/ja/


ビットウォレットがザオプションの入出金を橋渡し！ 

 

ネット上で資金移動が安全に迅速にできるサービス（e-Wallet・電子財布）を 

提供している会社です。 

bitwallet(ビットウォレット)にお金をプール(預け入れ)しておくと、様々な用途

に資金を自由に使え、ザ・オプション(theoption)でもすぐに入金が可能です。 

登録（アカウント取得）、口座維持費はもちろん無料、手数料も格安です。 

 

2018 年 9 月 10 日(月)より、サイト名を mybitwallet（マイビットウォレット）

から bitwallet（ビットウォレット）へ変更し、Web サイトも新たにリニュー

アルし、サービス内容もパワーアップ致しました。 

新サービスは、仮想通貨ウォレットの対応や、アカウントステイタス制度の導

入、リアルタイムで法定通貨や仮想通貨の売買価格を表示するチャートの導入、

レート計算機の提供など、よりお客様のご利用シーンにあわせた機能も充実し

ております。 

また、各種手数料の大幅な引き下げなど、これまで以上に充実したサービス内

容となっております。 

 

6 種類の仮想通貨の取引が可能 

各仮想通貨は、USD、JPY、EUR のいずれの主要通貨デモ取引ができ、仮想

通貨の交換所のように、推奨通貨単位に両替する必要もございません。 

勿論、bitwallet(ビットウォレット)独自のウォレットによりセキュリティ対策

も万全、尚対応仮想通貨はビットコイン、ビットコインゴールド、ビットコイ

ンキャッシュ、イーサリアム、リップル、アルトコインの 6 種が現在ご利用可

能ですが、今後更に拡張される予定です。 

 



万全なセキュリティ 

この度 bitwallet（ビットウォレット）では、お客様の大切な情報を保管するサ

ービスとして、カード情報セキュリティの国際統一基準である「PCI-DSS」(※

1) に完全準拠、個人情報保護のための、プライバシー専用窓口の新設、仮想通

貨のセキュリティ対策として、リスク対策をいくつものフェイズに分類する、

セキュリティ基準を導入など、世界で最も高水準の資産保護対策を導入してお

ります。 

 

(※1)PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）とは？ 

 

カード会員情報の保護を目的として、国際ペイメントブランド 5 社（アメリカ

ンエキスプレス、Discover、JCB、マスターカード、VISA）が共同で策定した

カード情報セキュリティの国際統一基準です。 

 

 

 

bitwallet(ビットウォレット)サイトについて、いろいろとご紹介紹介してまい

りましたが、既に多種多様な万能型の電子決済として脚光を浴び、信用度もあ

り、また今回ご紹介する海外バイナリーオプション業者のザオプション

(theoption)を始め、海外の各 FX 業者も続々bitwallet(ビットウォレット)決済

が導入されております。 

 

今後ますます目が離せない決済業者となるだろうと予想しております。 

 

アカウントお持ちでない方は、是非 bitwallet(ビットウォレット)のご登録をお

薦め致します。 

 

 

 

 

 

 

 



bitwallet 初回ワンタイム決済 

 

また、ザオプション(theoption)では、bitwallet（ビットウォレット）の即時決

済サービスを行っております。 

bitwallet（ビットウォレット）口座を未開設の場合でも初回利用時にはワンタ

イム決済をご利用頂くことで円滑にカード決済をして頂けます。 

 

bitwallet（ビットウォレット）口座を未開設の方は初回のみこの方法でご入金

手続きが出来る上、VISA、MaterCard、AMEX、Dinerds、Discover ブラン

ドのクレジットカード/デビットカードに対応しており、決済手数料も無料です。 

 

この手続きにて bitwallet（ビットウォレット）口座も開設済みとなり、2 回目

決済以降は「bitwallet 口座をお持ちの方」の選択肢より決済頂けます。 

尚、初回登録カードでの入金上限額は 3 万円となっております。 

上限の引き上げ及び今後快適な決済利用には、bitwallet（ビットウォレット）

口座へログイン後本人確認書類 2 点(写真付き身分証明書、現住所確認書類とし

て郵便物)をアップロード下さい。 

カード情報は提出の必要はございません。 

 

 

※bitwallet を利用した場合のご出金について： 

出金にかかる日数は、ザオプション(theoption)側の出金手続きが完了後即時に

bitwallet 側の口座へ反映されます。 

出金時はお客様の bitwallet 口座への送金(手数料は月三回までザオプション側

が負担)となりますが、お客様の bitwallet 口座からのお客様への銀行口座への

送金手続きにかかる手数料(824 円)はご負担頂く形となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bitwallet 経由でのカード入金(初回ワンタイム決済)方法 

 

ザオプション(theoption) から bitwallet（ビットウォレット）経由でのカード

入金(初回ワンタイム決済)について、ご案内していきます。 

 

bitwallet（ビットウォレット）口座を未開設の場合でも初回利用時にはワンタ

イム決済をご利用頂くことで円滑にカード決済をして頂けます。 

bitwallet（ビットウォレット）口座を未開設の方は初回のみこの方法でご入金

手続きが出来る上、VISA、MaterCard、AMEX、Dinerds、Discover ブラン

ドのクレジットカード/デビットカードに対応しており、決済手数料も無料です。 

 

それでは、ザオプション(theoption)のサイト上でのワンタイムカード決済の方

法をご案内致します。 

 

 

bitwallet 初回ワンタイム決済方法 

 

まず、ザオプション(theoption)サイトからあなた専用口座へログインして頂き、 

右側にある「追加入金」ボタンを押します。  

 

 

すると、入金専用ページへ飛びますので、中央の「多種カード、国内振込」パ

ネルをクリックしてください。 

 

 

 



 

①「多種カード、国内振込」パネルを選択しましたら、入金金額を記入して、

決定ボタンをクリック bitwallet（ビットウォレット）サイトへ接続します。) 

※尚、bitwallet の場合、最少入金額は 5,000 円(50 ドル)からとなります。 

 

 

②bitwallet（ビットウォレット）のポップアップの「ワンタイム決済をご利用

の方」ボタンをクリック 



 

③利用規約をご確認の上、「同意する」ボタンをクリックします。 

 

 

 

④ワンタイム決済に必要な登録情報及びカード情報を記入して、 

「ご入力内容の確認>>」をクリックします。 

 



 

⑤確認画面で情報が正確か確認し、3 桁のセキュリティーコードを入力して「決

済する」をクリックします。 

 

 

 

決済プロセスに移ります。 



 

⑥決済が成功すると「決済処理が完了しました。お客様の資金は口座に反映さ

れています。」のメッセージが表示され、ザオプション(theoption)取引画面に移

り、画面右上(緑枠)に残高が表示されます。 

 

以上がワンタイム決済の利用方法となります。 

この手続きにて bitwallet（ビットウォレット）口座も開設済みとなりますので、

これ以降は「bitwallet 口座をお持ちの方」の選択肢より決済頂けます。 

 

尚、初回登録カードでの入金上限額は 3 万円となっております。 

上限の引き上げ及び今後快適な決済利用には、bitwallet（ビットウォレット）

口座へログイン後本人確認書類 2 点(写真付き身分証明書、現住所確認書類とし

て郵便物)をアップロード下さい。 

カード情報は提出の必要はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■初回入金方法(国内振込) 

 

続いて、日本銀行(国内振込)についてご案内致します。 

ザオプション(theoption)では、日本銀行による銀行振込を開始致しました。 

 

・国内銀行送金なので、あなた専用口座への入金もスピーデイ！ 

・国内銀行間同士なので振込手数料も格安となります。 

・最寄りの銀行または ATM にて現金送金でのお振り込みも可能。 

 

国内振込入金方法 

 

まず、あなた専用口座へログインして頂き、右側にある「追加入金」ボタンを

押します。 

 

入金方法を選択  

 

すると、入金専用ページへ飛びます。 

国内振込をご利用される場合は、左側の「国内振込」パネルをクリックしてく

ださい。 

 

 

※国内振込でのご入金は、現在一時的にご利用頂けません。 

サービス再開まで今しばらくお待ち下さいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■初回入金方法(ビットコイン) 

 

続いて、ビットコインサービスについてご案内致します。 

 

ビットコインサービスとは、ビットコイン通貨を利用して、日本円でのご入金

となります、取引口座への反映までにはお時間を要する場合がございます。 

 

最低入金額：  10,000 円   

最高入金額： 500,000 円（1 日） 

 

※ご入金の際に発生する手数料に関しましてはお客様のご負担となりますの

で予めご了承下さい。 

※ビットコイン送金時に誤った金額を送金した場合、取消し/返金は出来兼ねま

すのでご注意下さい。 

 

 

ビットコイン入金方法 

 

まず、あなた専用口座へログインして頂き、右側にある「追加入金」ボタンを

押します。 

 

 

入金方法を選択  

 

すると、入金専用ページへ飛びます。 

ビットコインをご利用される場合は、右側の「仮想通貨」専用パネルをクリッ

クしてください。 

 

 

 

 



登録情報記入例 

 

まず、登録情報を入力していきます。 

※既に表示済みの場合、「決定」ボタンを押して次へお進みください。 

①名・姓を入力 

②住所を入力 

③左側には都市を入力、右側には郵便番号をハイフン無しの半角数字で入力 

④お住まいの国(Japan)を選択します。 

⑤お住まいの都市を選択します。 

⑥電話番号をハイフンなしの半角数字にてご入力します。 

⑦日月年の順に生年月日を選択ください。 

⑧最後に「決定」ボタンを押して、次のステップへと進んでいきます。 

 

 

 

 



入金金額を入力 

 

次に、入金専用ページが表示されますので、入金金額を入力して「次へ」ボタ

ンを押します。 ※最低 10,000 円～最高 300,000 円 

↓   ↓ 

通貨を選択 

 

次に、通貨選択ページが表示されますので、ご利用通貨「BTC」を選択した上

で「次へ」ボタンを押して更に次へ進んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ビットコイン専用ページ 

 

続いて、ビットコイン支払い専用ページが表示されます。 

こちらから送金手続きを開始していきます。 

 

支払い方法① QR コードの読み取り  

 

 

支払い方法② ビットコイン専用アドレスのコピー 

 

 

ビットコイン支払い専用ページから、QR コードの読み取っていただくか、ま

たは専用アドレスをコピーして、あなたが登録した仮想通貨取引所のお財布(ウ

オレット口座)から、支払手続きを開始してください。 



入金手続き完了後 

 

専用口座への入金が完了すると、登録したメールアドレスにて、入金完了通知

のお知らせが届きます、その後すぐにお取引を開始いただけます。 

 

 

※ビットコインをお持ちでない方  

bitcoin.org 

 

bitcoin.org 公式サイト⇒https://bitcoin.org/ja/choose-your-wallet 

ビットコイン(BTC) をお持ちでない方は、 bitcoin.org サイトからビットコイ

ンをご購入した上でお手続き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bitcoin.org/ja/choose-your-wallet


ザ・オプションポイントプログラムのお知らせ 

 

トレードすればする程ポイントが貯まる！！ 

ザ・オプションお得なポイントサービスプログラム！ 

 

ザオプションのポイントサービスプログラムとは？ 

ザオプション(theoption)のポイントサービスプログラムとは、お客様のお取引

額に応じて、ポイントが付与されるサービスプログラムです。 

つまり勝ち負けに関係なく、取引をすればする程ポイントもどんどん貯まって

いくというシステムです。 

1,000 円のお取引に対して１ポイントが付与され、ポイント数によってレベル

があり、チャレンジャーからスタートします。 

ザオプションポイントサービスプログラム参加方法は？ 

ザオプション(theoption)のお取引口座を開設した時点で、自動的に参加権利が

全員にあります。 

 

更に 201 年 8 月 1 日（水）よりポイントプログラムが新しくなりました。 

新しいポイントプログラムは業界最大の還元率で、キャッシュバックまでの計

算方法も今まで以上に分かりやすくなっています。 

 

【新しいポイントプログラムサービスの概要】 

全てのお客様は翌月初からチャレンジャーとして取引を開始します。 

取引量に応じてお客様のレベルが昇格し、そのレベルに応じてキャッシュバッ

クが自動的に口座に反映されるというシステムだ！。 

そして月末に全てのポイントはリセットされ、翌月初からまたチャレンジャー

として再スタートが開始されます。 

 

【ポイントプログラムの大きな特徴】 

●最大キャッシュバック 50,000 円 

●レベルに応じて無料出金回数も増える 

●レベルがアップするとキャッシュバック額も増える 



【最新口座レベル】 

「チャンレンジャー」・・・ スタートレベル  

「トレーダー」・・・ 50 万円分(500P)のお取引達成  

「ベーシック」・・・ 100 万円分(1,000P)のお取引達成  

「 プ ロ 」・・・300 万円分(3,000P)のお取引達成  

「エキスパート」・・・500 万円分(5,000P)のお取引達成  

※エキスパート以降は 500 万円分の（5,000P）のお取引量で 10,000 円がキャ

ッシュバックされます。 

 

【注意事項】 

1.月末に全てのポイントはリセットされ、翌月初からチャンレンジャーとして    

再スタートとなります。  

2.1,000 円分のお取引量で 1 ポイント(P)が付与されます。  

3.レベルに到達した時点ですぐにキャッシュバックが口座に反映されます。 

 

獲得したポイントの確認方法は？ 

 

また、ザオプション(theoption)でその月に獲得されたポイントについては、毎

月月初めにポイント獲得の蓄積状況が、登録されたメールアドレスの方に必ず

届きます。 

 

 

また、ザオプション(theoption)サイトへログインして頂き、ポイントプログラ

ムをクリックして頂ければ、今まで獲得した総合計のポイントの方もすぐに確

認できます。 



【期間限定特典キャンペーン】 

「当サイト限定 Amazon ギフト券プレゼント‼」 

 

こちらは、当サイト限定のプレゼントコーナーとなります。 

 

当サイトからザオプション新規初回入金手続き完了で先着 20 名様に 2,000 円

の Amazon ギフト券をもれなくプレゼントします。 

受取方法も口座開設後、入金していただけましたら専用フォームで申請するだ 

けです。 

是非、この機会に受け取ってください。 

※当サイト以外からの口座開設、入金の申請では Amazon ギフト券のプレゼン 

トの対象にはなりませんので、あらかじめご了承ください。 

※このAmazonプレゼントは当サイト限定の企画なのでお問い合わせはザオプ

ションではなく当サイトにお問い合わせください。 

 

以上、これまで説明したすべての特典を口座開設後入金していただけましたら 

下記のフォームより申請していただけましたら全て差し上げます。 

 

https://55auto.biz/webmasterpro/touroku/king-y.htm 

 

その他、何かご不明な点がありましたらご連絡ください。 

 

 

https://55auto.biz/webmasterpro/touroku/king-y.htm

