
サイト取扱い説明書



Fusioncoin新規登録

クリックします

ユーザー名入力

メールアドレス入力

パスワード入力

再度パスワード入力

「Register(登録)」をクリックします

画面切り替わりメールが届きます。

www.fusioncoin.netURL

認証キーをお持ちの方は入力

クリックしアクティベートします
※アクティベートは48時間以内に

行って下さい

http://www.fusioncoin.net/


ログインして会員登録へ進みます。

ユーザー名入力

パスワード入力

クリックします

クリックします

姓（ローマ字）

性別を選択

生年月日入力

国を選択郵便番号（ハイフン含む）

電話番号

❶

❷

年 日

クリックするとFusionアドレスが発行されます。
※XFCを送受信する際に使用します。

選択

市区町村

月

名(ローマ字）

E‐mailアドレス

県名

以下の詳しい住所

Rippleアドレス入力（保持者のみ）

ビットコインアドレス入力（保持者のみ）

ビットコインキャッシュアドレス入力（保持者のみ）



❶

❷

銀行口座情報を登録します。
（※USD出金の際必要となります。）

口座名義

銀行名

銀行住所

支店番号‐口座番号

国名

スイフトコード

中継銀行コードなどあれば入力

クリックして登録

名義人住所

※出金は海外銀行からの送金の為、海外からの受け取りの際に必要に

なる情報を各銀行のホームページ等で確認し、必要があれば備考欄に入力

します。海外被仕向送金がご利用頂けない銀行は登録しないで下さい。

国名

名義人 郵便番号

名義人 都市名

銀行 都市名

銀行 郵便番号



❷ ✔︎を入れます。

❶ クリックします。

❸ Google Authenticator または、Authy アプリを開き
QRコードを読み取ります。

❹ クリックします。

こちらはパスワードを変更する際に使います。
クリックすると案内メールが送信されます。

アプリ

Google Authenticator

次回ログイン時はワンタイムパスワードが必要になります
アプリで数字６桁が表示されるかご確認の上、

ログアウトしてください。

この6桁の数字を

ログインの際に入力します。

２段階認証設定（セキュリティの為、ご登録をお勧めします）

Authy



ログイン方法

ユーザー名入力します。

パスワード入力します。

２段階認証番号入力、ログインをクリックします。

ログインすると、マーケット確認画面が表示されます。

メニューバー

※ 2段階認証入力は設定後表示されます。
※ 2段階認証のリセットをご希望の場合
は、support@fusioncoin.netへ
ご本人様確認書類をお送りください。

Loginをクリックします。

※パスワードを忘れた際の再設定はこちらから出来ます。

mailto:support@fusioncoin.net


各メニューの説明

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①Market:マーケット
相場状況を見ることが出来ます

②XFCTransfer:XFC送信
XFCの送受信が出来ます

③Withdraw:出金
USD,XRP,BTC,BCHの出金が出来ます

④Deposit:入金
USD,XRP,BTC,BCHの入金が出来ます

⑤Trade:取引
XFC⇔USDの売買が出来ます

⑥Setting:設定
お客様情報、銀行情報の登録
2段階認証の設定が出来ます



Fusioncoin購入方法

初めに、ウォレットにUSDを
入金します。入金方法は

①USD②BTC③XRP④BCH
の4種類です。

ご指定の通貨を振込み後に入金
依頼行い、ウォレットにUSDが
反映されましたら、「取引」の
ページにてUSD→XFCに
トレードします。

次ページ以降、入金方法と
トレード方法をご説明します。



入金額入力

本人確認のため
必ず識別番号を備考欄、

又は振込名義人に名前と合わせて
記入して下さい。

① USD入金手順

クリックすると入金依頼が完了しま
す。

※事務手数料2%がかかります。
※銀行間の送金手数料はお客様負担となります

送金先銀行情報が
記載されます。

DepositのUSDをクリック

入金の仕方
①ご希望金額を入金依頼します。

②指定口座に振込みます。
振込後は、ＵＳＤに反映されるまで

数日かかります。

入金依頼

※銀行により、送金に１０営業日ほどかかる場合がございます。着金を確認後、USDを反映致します。

※中継銀行を介して送金される場合、追加の送金手数料が発生する場合がございます。ご利用銀行にお問い合わせ下さい。



XRP数入力 USDに反映されて表示（目安）

※事務手数料が2%かかります。

送信先リップルアドレス

クリックすると入金依頼メールが届きます。
送信先アドレスへXRPを送信してください。
送信後、送信明細をメールで送ります。

送信先ビットコインアドレス

BTC数入力
※事務手数料が2%かかります。

クリックすると入金依頼メールが届きます。
送信先アドレスへBTCを送信してください。
送信後、送信明細をメールで送ります。

③BTCで入金

USDに反映されて表示（目安）

DepositのXRP→USD
をクリック

DepositのBTC→USDをクリック

入金依頼

入金依頼

②XRPで入金

※トランザクションIDとは取引毎に発行されるIDで、注文IDやビットコインアドレスとは異なりますので、ご注意ください。

トランザクション IDがご不明な場合は、お使いのビットコインウォレットの管理会社にお問い合わせ頂ければと存じます。

※着金時のレートにより変動します。

トランザクションID入力

※最低入金額は0.01BTCです。

※この金額は、着金時のレートによって変動します。

最低入金額が表示されています。

最低入金額が表示されています。



送信先アドレス

BCH数入力

クリックすると入金依頼メールが届きます。
送信先アドレスへBCHを送信してください。
送信後、送信明細をメールで送ります。

④BCHで入金

USDに反映されて表示（目安）

Depositの
BCH→USDをクリック

入金依頼

トランザクションID入力

※最低入金額は0.1BCHです。
最低入金額が表示されています。

※トランザクションIDとは取引毎に発行されるIDで、注文IDやビットコインアドレスとは異なりますので、ご注意ください。

トランザクション IDがご不明な場合は、お使いのビットコインウォレットの管理会社にお問い合わせ頂ければと存じます。

※事務手数料が2%かかります。



XFC購入(成行:Market order）手順

BUYを選択

BUYボタンをクリック
※「BUY」ボタンをクリック後、こちらに履歴一覧ができ
マッチング状況が確認できます。

支払USD額
または
購入XFC数
を入力します。

成行注文（Market order)は、その瞬間の最安値の
XFC Sell(XFCの売却)オーダーとマッチングします。
全額マッチングさせる為、複数のレートで
マッチングする場合もございます。

※2017年11月9日より、成行注文の仕様が
変更となっております。

オーダー金額分全てをマッチングさせる為、

複数レートでマッチングする場合がございます。
トレードの詳細については、ステータス欄の

「明細」にてご確認頂けます。

XFC Sellオーダーが1件もない場合は、成行注文を
入れることは出来ません。

日付 売買 取引種類 レート 残数 予算 充填数 効果 状態



XFC購入(指値;Limit order）手順

希望する値段

購入金額合計

クリック

BUYを選択

受取XFC数

✔︎を入れます。

❶購入金額合計額を入力し
❷購入希望レートを

入力すると
❸ XFC数が自動で

算出されます。

必ず✔︎を入れて下さい。

事務手数料0.0005％がかかります。
※取引可能額が表示されます。

最新の取引成立レート

※「BUY」ボタンをクリック後、こちらに履歴一覧ができ
マッチング状況が確認できます。

〈拡大図〉

充填数



Fusioncoin売却方法

「取引」のページにて
XFC→USDに

トレードします。

USD出金方法は
①USD②XRP③BTC④BCH

の4種類です。
(出金先を日本の円建て口座にすると、
各銀行のレートで日本円に両替されて

入金します。)

次ページ以降、トレード方法と
出金方法をご説明します。



XFC売却(成行:Market order）手順

成行注文は、その瞬間の最高値のXFC Buy(XFCの購入)
オーダーとマッチングします。全額マッチングさせる為に
複数のレートでマッチングする場合もございます。

※2017年11月9日より、成行注文の仕様が変更
となっております。オーダー金額分全てを
マッチングさせる為、複数レートで
マッチングする場合がございます。

トレードの詳細については、ステータス欄の
「明細」にてご確認頂けます。

XFC Buyオーダーが1件もない場合は、成行注文を
いれることは出来ません。

SELLを選択

SELLボタンをクリック

XFC売却合計数
または
USDの受取合計額
を入力します。

※「SELL」ボタンをクリック後、こちらに履歴一覧ができ
マッチング状況が確認できます。

充填数



❶売却XFC数を入力し
❷売却希望レートを
入力すると

❸購入予定USDが自動で
算出されます。

XFC売却(指値:Limit order）手順

希望売却金額

クリック

SELLを選択

売却XFC数

✔︎を入れます。

受取USD金額合計

必ずLimit orderに✔︎を入れて下さい。

最新の取引成立レート

全額マッチングすると、履歴の右端に「Fix」と表示されます。
全額マッチングしない限り、「remaining」として残ります。
キャンセルすると、Fixした分までで取引終了となります。

事務手数料0.0005％がかかります。
※取引可能額が表示されます。

〈拡大図〉

※「SELL」ボタンをクリック後、こちらに履歴一覧ができ
マッチング状況が確認できます。

充填数



①USD出金方法

USD金額を入力し「Withdraw」をクリックします。
アクティベートの為のメールが送信されますので
メールをご確認下さい。

USDをクリック

出金ご希望金額

※ご登録の銀行情報が合って
いるか確認する

※海外銀行からの送金と
なります。銀行情報は

必ず海外からの被仕向送金
が可能な銀行を選び、
被仕向送金に必要となる
情報をご記入下さい。

※事務手数料４％がかかります。

キャンセルはここをクリック
※アクティベート後は出来ません



出金依頼メール（サンプル）

必ずクリックして下さい。
（クリックしてログイン画面が
表示される場合はログインして下さい。）

出金はアクティベート完了後から
1～3営業日で送金手配が完了致します。
ご指定の銀行により異なりますが、
手配完了から着金までは2～10日程
お時間かかる場合がございます。

登録されている銀行情報が記載されます。

※アクティベートが
完了すると、
ステータスが

「being processed」
に変わります。

※全ての銀行間手数料はお客様負担となります。

※アクティベートは１時間以内に
行って下さい。



②XRP出金（USD➡︎XRP）

③BTC出金（USD➡︎BTC）

＄金額入力

ご登録のビットコインアドレス

ご登録のリップルアドレス

＄レートに反映されてXRP数表示

＄金額入力 ＄レートに反映されてBTC数表示

クリック

クリック

※事務手数料が0.5%かかります。

※事務手数料が0.5%かかります。

※USD出金と同様にアクティベートメールが送信されます。
文中の「Withdraw(activate)」をクリックし、

ステータスが「Processed」に変わったかご確認下さい。
また、ご出金の際にはご本人様確認を実施しております。

support@fusioncoin.net宛にご本人様確認書類をお送りください。
ご送付頂いてから1～３営業日で指定アドレスに送信されます。

出金依頼

出金依頼

mailto:support@fusioncoin.net


④BCH出金（USD➡︎BCH）

ご登録のビットコインキャッシュアドレス

＄金額入力 ＄レートに反映されてBTC数表示

クリック

※事務手数料が0.5%かかります。

出金依頼

※USD出金と同様にアクティベートメールが送信されます。
文中の「Withdraw(activate)」をクリックし、

ステータスが「Processed」に変わったかご確認下さい。

また、ご出金の際にはご本人様確認を実施しております。
support@fusioncoin.net宛にご本人様確認書類をお送りください。
ご送付頂いてから1～３営業日で指定アドレスに送信されます。

mailto:support@fusioncoin.net


Fusionアドレス当否を確認します
（お客様のFusionアドレスは
「会員情報」のページの
一番下に表示されます。）

XFC送金手順：XFC Transfer

Fusionアドレス入力

XFC数入力

XFC着金状況確認ができます。

クリック

※出金と同様に、アクティベートメールが
送信されます。メール文中の「XFC transfer(activate)」

をクリックすると即時に送信されます。
（アクティベートをクリックするとログイン画面が表示される
場合は、再度ログインするとアクティベート出来ます。）

お客様のFusionウォレットアドレスの
QRコードとなります。

送信先 確認

XFC送金状況確認できます。

※事務手数料が0.001%かかります。



XFC送金キャンセル方法

着金状況を確認できます。

キャンセルしたい時はここをクリックします。
※アクティベート後は出来ません。

送金状況を確認できます。



ログアウト手順:Logout こちらをクリックします
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