
BLOCKHAUS Sales App

Manual



≪ご注意≫

■ PC でのお手続きを推奨しております。

■ ブラウザは『Google Chrome』を推奨しております。

■ すべて英語でご記入ください。

■ すでに Sales App に登録済みのメールアドレス及び電話番号はご利用になれません。

■ 招待状をお受け取りいただいたメールアドレスでのみご登録が可能です。

■ 送金の際、取引所からの送金は承っておりません。

≪ご用意≫

■ PC もしくはスマートフォン　※PCを推奨しています。

■ フリーメールアドレス　※Gmail を推奨しています。
　　※『icloud』『au』『docomo』『softbank』などのメールアドレスは絶対に使用しないでください。

■ 身分証明書（パスポートまたはドライバーライセンス）

■ 住所証明書

■ Ethereumウォレット（すでにお持ちの場合のみ）
　　※お持ちでない場合には、お手続き途中で取得していただけます。

ご注意及びご用意いただくもの

招待状の受信

登録ページへアクセス

個人 /法人選択

メールアドレス /パスワード入力

電話番号入力

確認コード入力

個人情報入力

IDベリフィケーション（本人確認）

身分証明書選択

身分証明書のアップロード

顔写真のアップロード

住所証明書のアップロード

Ethereumウォレットアドレスの登録－既存のアドレスを使用する

Ethereumウォレットアドレスの登録－新しいアドレスを作成する

登録手続き完了通知メール

アカウント承認通知メール

STEP 00

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05

STEP 06

STEP 07

STEP 08

STEP 09

STEP 10

STEP 11

STEP 12

STEP 13-Ａ

STEP 13-Ｂ

STEP 14

STEP 15

MENU

00. ご注意及びご用意

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

・・・・・・・・・・・・・14

・・・・・・・・・・・・・15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17



BLOCKHAUS セールスアプリの招待メール

が届きます。

【アカウントを有効にする】をクリックし

て、登録ページにアクセスします。

こちらが登録ページです。

あらかじめ、【Terms and conditions】及

び【Privacy policy】をご確認ください。

※必要に応じて、画面右上より言語選択を行ってくださ

い。（英語または日本語が選択可能です。）

01. 招待状の受信

【Individual（個人アカウント）】もしくは

【Company（法人アカウント）】を選択し

てください。

※現在、法人アカウントはご利用いただけません。

02. 登録ページへアクセス

03. 個人 / 法人選択

※言語選択



04. メールアドレス /パスワード入力

①Email アドレスを入力します。

※フリーメールアドレスをご利用ください。

『icloud』『au』『docomo』『softbank』などのメー

ルアドレスは絶対に使用しないでください。

※すでに本セールスアプリに登録済みのメール

アドレスは使用できません。

②任意のパスワードを設定します。

※パスワードは15文字以上で設定してください。

15 文字以上でない場合には、エラーが発生して

先に進めません。

※【show】をクリックすると、パスワードが表

示されます。

※【hide】をクリックすると、パスワードが非表

示になります。

③【next】をクリックして、次に進

みます。

①

②

③



①　　をクリックして国際番号を選択

します。選択後、表示が切り替わりま

す。

②SMSが受信できる電話番号を入力

してください。

※半角数字で入力してください。

※すでにこのセールスアプリに登録済みのメー

ルアドレスは使用できません。

③【send】をクリックします。

05. 電話番号入力

※国際番号が選択されていないと、エラーが発

生します。

①

②

③



①本人確認のため、登録の電話番号宛

てに SMSが数十秒以内に送信されま

す。7桁の数字が送信されてきますの

で、それを空欄に入力してください。

②【next】をクリックして次に進み

ます。

※メッセージがうまく受信されなかった場合に

は【resend】をクリックして、再送信を行って

ください。

06. 確認コード入力

①

②



≪個人アカウント≫

①名を入力します。
　※ローマ字入力

②姓を入力します。
　※ローマ字入力

③居住国を選択します。

④生年月日を入力します。
※【日 /月 / 年】の順で入力してください。

※半角数字で入力してください。

⑤資金源を入力します。

⑥【next】をクリックして、次に進み

ます。

≪法人アカウント≫

①法人名を入力します。

②居住国を選択します。

③法人設立年月日を入力します。
※【日 /月 / 年】の順で入力してください。

※半角数字で入力してください。

④代表取締役氏名を入力します。
※【名】【姓】の順で入力してください。

⑤主要株主情報を入力してください。
※主要株主とは、会社の発行株式のうち 25％以

上を保有している株主を指します。

⑥資金源を入力します。

⑦【next】をクリックして、次に進み

ます。

07. 個人情報入力

個人アカウント情報入力画面

法人アカウント情報入力画面

①

②

③

④

⑤

⑥



ID ベリフィケーション（本人確認）

を行います。

身分証明書及び住所証明書をご用意の

上、【Start verification】をクリックし

て先に進みます。

身分証明書を選択します。

【Passport（パスポート）】もしくは

【Driver license（運転免許証）】をク

リックして選択してください。

08.ID ベリフィケーション（本人確認）

09. 身分証明書選択（パスポート /運転免許証）



≪パスポート≫

①パスポートの顔写真ページをアップ

ロードします。

【Choose file】をクリックして、パス

ポートの顔写真ページをアップロード

してください。
※画像サイズは最大 8MBまでアップロード可能

です。

※拡張子はJPGもしくはPNGのみ利用可能です。

②アップロードが完了したら、

【Continue】をクリックして、次に進

みます。

10. 身分証明書のアップロード

①

②



≪ドライバーライセンス≫

①まず、運転免許証の表面をアッ

プロードします。【Choose file】をク

リックして、運転免許証の表面画像を

アップロードしてください。

※画像サイズは最大 8MBまでアップロード可能

です。

※拡張子はJPGもしくはPNGのみ利用可能です。

②アップロードが完了したら、

【Continue】をクリックして、次

に進みます。

③次に、運転免許証の裏面をアッ

プロードします。【Choose file】をク

リックして、運転免許証の裏面画像を

アップロードしてください。

※画像サイズは最大 8MBまでアップロード可能

です。

※拡張子はJPGもしくはPNGのみ利用可能です。

④アップロードが完了したら、

【Continue】をクリックして、次

に進みます。

10. 身分証明書のアップロード

①

②

③

④



①【Choose file】をクリックして、自

身の顔写真をアップロードします。

※画像サイズは最大 8MBまでアップロード可能

です。

※拡張子はJPGもしくはPNGのみ利用可能です。

②アップロードが完了したら、

【Continue】をクリックして、次に進

みます。

11. 顔写真のアップロード

①

②



12. 住所証明書のアップロード

①住所を入力します。
　※ローマ字でご入力ください。

　※⑴～⑹の順でご記入ください。

　　⑴アパートなどの建物名・部屋番号

　　⑵番地、丁目・町村名
　　⑶市区名
　　⑷都道府県名

　　⑸郵便番号
　　⑹国名
　※各項目の間にカンマ「,」を入力します。

②居住国を選択します。

③住所証明書の種類を選択します。

　【有効な住所証明書】

　■ 公共料金の領収証

　■ 賃貸契約書

　■ 携帯電話の請求書

　■ 住民票

　■ クレジットカードの明細書

　■ 国税または地方税の納税証明証

④住所証明書の画像を選択します。

⑤【アップロード】をクリックします。

⑥【次へ】をクリックして、先に進み

ます。

①

②

③

④ ⑤

⑥



ベリフィケーション内容をアップロー

ド中です。

画面を閉じずにこのままお待ちくださ

い。

ベリフィケーションアップロード



パブリックキーアドレス（MetaMask

ウォレット）を設定します。

①【use existing address（既存のアド

レスを使用する）】を選択します。

②【next】をクリックし次に進みます。

※【generate address（新しいアドレスを作成す

る）】を選択した場合には、あなたの新しい

『MY Ether Wallet』が作成されますが、Sales 

App の登録には必要ありません。

※MetaMask ウォレットの登録が必要です。

　MetaMask の登録方法については別紙をご参照

ください。

13.MetaMask ウォレットアドレスの登録

①

②



①MetaMask ウォレットアドレスをコ

ピー＆ペーストします。

アカウントホーム画面の［…］をクリッ

クします。次に、［Show QR Code］

をクリックします。

QRコード画面右下のコピーアイコン

をクリックすると、このアカウントの

ウォレットアドレスがコピーされま

す。

※MetaMask の登録方法については別紙をご参照

ください。

①

13.MetaMask ウォレットアドレスの登録

②

②【submit】をクリックして、次に進

みます。

MetaMask 画面



登録手続きが完了して、本人確認待ち

となります。

また、登録手続き完了の通知メールが

送信されます。

本人確認完了後、再度登録メールアド

レス宛にメールが送信されます。

13.MetaMask ウォレットアドレスの登録



登録手続き完了の通知メールが送信さ

れます。

本人確認完了後、再度登録メールアド

レス宛にメールが送信されます。

あなたのアカウントの本人確認が完了

しました。

【login】をクリックして、ログインす

ることができます。

14. 登録手続き完了通知メール

15. アカウント承認通知メール


