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ZENTRADER 新規口座開設方法 

 

このマニュアルでは ZENTRADER (ゼン・トレーダー)の新規口座開設方法と入

金方法を解説していきます。※ このマニュアルから登録すると Amazon ギフ

ト券が貰える特典が付きますので気になる方は最後までご覧ください。 

 

まず、こちらの ZENTRADERの公式サイトにアクセスして頂きます。 

今回は期間限定の 5000 円ボーナスが受け取れるリンクからの登録方法を解説

していきます。 

 

■「ZENTRADER 公式サイト」 

5000円ボーナスページはコチラ▼ 

https://affiliates.zentrader.com/2050-2.html  

 

 

 

アクセスしましたら「プロフィール登録」を行ってください。 

 

https://affiliates.zentrader.com/2050-2.html


日本語で、苗字、名前を記入してください。 

ログイン時に必要となるメールアドレスを記入してください。 

 

 

パスワード (最低 8桁で、大文字・小文字・数字を含めたものが必要となります。 

パスワードの再確認は、同じパスワードを間違いが無いように入力してくださ

い。 

 

不備なく記入が終わりましたら最後の「次へ」をクリックします。 

 

するとプロフィール記入ページが表示されます。 

下記のように住所、生年月日、電話番号を記入してください。 

 

 



 

 

記入が終わりましたら「次へ」をクリックします。 

すると③アカウントを認証するための情報をアップロードして認証してくださ

い。 

 

■ 正式な身分証明書  

官庁より発行された公式な身分証明証（顔写真付き）が必要となります。 

パスポート、運転免許証、マイナンバーカード等が可能となります。 

 

全ての情報が枠内（縁を含む）に高画質で鮮明に写っている画像が必要となります。 

対応可能なファイル形式：pdf, jpg, png, jpeg, bmpとなります。 

 

■住所証明  

直近６ヶ月以内に発行された銀行明細、光熱費や電話利用明細、保険契約、 

官庁より発行された公式な書類等、お名前とお住まいのご住所が明確に記載された物が対

象になります。 

 

この情報はアカウントに登録いただいた情報と一致している必要があります。 

 

※全ての情報が枠内（縁を含む）に高画質で鮮明に写っている画像が必要となります。 

原本が PDFの場合、電子書類も可能です。 

対応可能なファイル形式：pdf, jpg, png, jpeg, bmpとなります。 



 

 

各種書類のアップロードが終わりましたら規約に同意して「ご登録」をクリックします。 

その後、登録したメールアドレスへ登録完了手続きが出来る URL が届きます。 

 

このような確認メールが届きますのでリンクをクリックして登録完了してください。 

 



完了しましたらログインページが開きますので登録した「メールアドレス」「パスワード」

でログインしてください。 

 

 

ここまでで一連の口座開設の流れは終わりとなります。 

登録したメールアドレスにも次のようなメールが届きます 

 

アカウント認証は完了していないので後日、確認されてから完了となります。 



基本的には、認証は 30分以内に夜中でも認証されることが多いです。 

認証が完了すると下記のようなメールが届きます。 

 

メールアドレスと、パスワードが確認の為に記載されていますので誤って削除などしない

ようにしてください。 

 

 

 

以上で、認証も無事にゼン・トレードの口座開設が完了になります。 

 

 

 

 



ZENTRADER ログイン方法 

 

通常のページからのログイン方法をご紹介します。 

まずゼン・トレードのトップページにアクセスします。 

⇒ https://affiliates.zentrader.com/JP/ 

 

そして画面右上の「ログイン」という部分からログイン画面に移動します。 

※ 期限によっては画像のようなページではない場合もありますが右上のログインは変わ

らないのでご活用ください。 

 

ログインをクリックするとログイン画面が表示されます。 

次の入力欄にメールアドレスとパスワードを入力してログインします。 

 

 

万が一、パスワードがわからない場合には赤枠の「パスワードをお忘れの方」をクリック

して確認してください。 

https://affiliates.zentrader.com/2050-2.html


ログインが完了すると管理画面が表示されます。 

認証が完了しているとステータスが「有効」になります。 

 

 

 

 

以上、流れとしてはログイン方法としては以上でした。 

参考にして頂けましたら幸いでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ゼン・トレーダー取引画面の開き方】 

 

一応、ここではゼン・トレーダーの取引画面の開き方について解説します。 

ログイン後、取引画面を表示させたい場合には、「取引画面」ボタンを押すと取引画面が出

ます。 

 

この取引ページは、通常のログイン後、管理画面に入りましたら「取引画面」を押して確

認してください。 

 

 

 

以上、取引画面の開き方でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ゼン・トレーダー入金方法】 

 

最後にゼン・トレーダーの入金方法について解説します。 

管理画面に登録しましたら「入金ボタン」がありますのでクリックしてください。 

 

 

 

ご入金ボタンを押すと入金できる方法が複数表示されますので選択してください。 

 



この中から入金したい入金方法をクリックして先に進んでください。 

国内の銀行への送金があるのは嬉しいですね。 

簡単にですが各入金方法の手順も説明していきましょう。 

■国際銀行振込 USD 

国際銀行振込とは海外送金です。その為、着金まで時間が掛かりますのでご注意ください。即入

してトレードをしたい場合には、この振込方法は使わないようにしましょう。 

注意：100万円以上入金する場合に国際銀行振込を選んでください。 

 

上記のタブをクリックすると国際銀行振込みを行う上での必要な情報がでます。 

 

 

送金の際に、備考欄にゼントレーダーのアカウント番号がないと確認が遅れてしまうので必ず、記

入してください。 

 

それでは続きましては即入金したい方向けの入金方法となります。 



■クレジットカード 

VISA・MASTER・JCB 

下記のクレジットカードのタブをクリックすると入金額などを入力する項目が出表示されます。 

  

  

入力する情報を解説します。 

 

アカウントには入金したい口座を選択してください。複数口座をお持ちの場合は、選択できます。

※１つしか口座をお持ちでない場合には選択できません。 

 

金額には、入金したい金額を入金してください。※最低入金額は 5000円なので 5000円以上の金

額を入力してください。 

 



カード種類には、希望するカードの種類を選択してください。「mastercard」「JCB」「VISA」の 1つを

選択してください。 

 

入金したい通貨を選択するのですが、この入金方法では、JPYでしか入金できませんので選択で

きません。以上、の情報を入力したら「ご入金」ボタンをクリックすると「決済」タブが表示されます。 

 

この決済ボタンをクリックするとクレジットカード情報の記入画面が表示されます。 

 

 



① あなたのお名前を記入してください。 

② あなたの電話番号をハイフンなしで記入してください。 

③ あなたのメールアドレスを記入してください。 

④ クレジットカードのブランドマークを確認してください。 

⑤ クレジットカードに記載されている通りに記載してください。 

⑥ クレジットカードに記載されているカード番号を記入してください。 

⑦ クレジットカードの有効期限を記入してください。 

⑧ クレジットカード裏面に記載されている 3～4桁の番号を記入ください。 

※最初から情報が記入されている場合は、その情報はそのままで登録ください。 

 

最後に、入力確認のボタンを押して、その情報に問題が無ければ決済を済ませて入金が無事に

されたか確認して頂いて入金させていたら完了です。 

 

■クレジットカード VISA・MASTER 

下記のクレジットカードのタブをクリックすると入金額などを入力する項目が表示されます。 

 

  



入力する情報を解説します。 

 

アカウントには入金したい口座を選択してください。複数口座をお持ちの場合は、選択できます。

※１つしか口座をお持ちでない場合には選択できません。 

 

金額には、入金したい金額を入金してください。※最低入金額は 500 ドルなので 5000 ドル以上の

金額を入力してください。 

注意事項 

※こちらのクレジットカード入金方法の場合、アメリカドル(USD)で入金額を入力する必要がありま

すので、ご注意くださいませ。自動的に日本円（JPY）に換算され、その時点の為替レートで口座に

入金されます。50 ドルは約 5250円です。 

 

入金したい通貨を選択するのですが、この入金方法では、USDでしか入金できませんので選択で

きません。 

 

以上の情報を入力したら「ご入金」ボタンをクリックすると「決済」タブが表示されます。 

 



この決済ボタンをクリックするとクレジットカード情報の記入画面が表示されます。 

 

 

①クレジットカードに記載されている番号を記入してください。 

②クレジットカードに記載されている有効期限を記入してください。 

③クレジットカードに記載されている名前をローマ字で記入してください。 

④あなたのメールアドレスを記入ください。 

⑤クレジットカード裏面に記載されている 3～4桁の番号を記入ください。 

⑥すべて記入したら「Pay」ボタンをクリックしてください。 

※最初から情報が記入されている場合は、その情報はそのままで登録ください。 

その情報に問題が無ければ決済を済ませて入金が無事にされたかゼントレーダーの管理画面を

確認して頂いて入金が反映させていたら完了です。 



■銀行振込 

JPY 

下記のクレジットカードのタブをクリックすると入金額などを入力する項目が出表示されます。 

  

  

入力する情報を解説します。 

 

アカウントには入金したい口座を選択してください。複数口座をお持ちの場合は、選択できます。

※１つしか口座をお持ちでない場合には選択できません。 

 

金額には、入金したい金額を入金してください。※最低入金額は 5000円なので 5000円以上の金

額を入力してください。 

 



注意事項 

※ビットコイン(BTC)※ 平日の午後 11時または週末の午後 6時までにご入金され、処理がなされ

たものにつきましては、通常 15分以内にお取引口座に反映されます。これ以降の時間帯のご入

金につきましては、原則、翌日の午前 9時に処理されます。口座への反映の遅れを避けるため、

お振込みの際には、次の「振込先情報」ページに記載されるお振込み IDをお客様のお名前（振込

名義人）の前に必ず正確に入力してください。また、振込内容にお間違いがないか十分にご確認

ください。 

 

入金したい通貨を選択するのですが、この入金方法では、JPYでしか入金できませんので選択で

きません。 

 

以上の情報を入力したら「ご入金」ボタンをクリックすると「決済」タブが表示されます。 

 

この決済ボタンをクリックすると銀行振込情報を取得するページに移動します。 

 



 
 

上記の画面が表示されましたら「JPBANK」をクリックしてください。 

すると国内の振込先情報が表示されます。 

 

※お振込みの IDの前にアカウント IDを記入してください。この情報で誰の振り込みかを確認して

いますのでお忘れなく行ってください。 



決済後、管理画面に反映されるまでお待ちください。 

休日は、振込が行えないので気を付けましょう。 

 

以上、国内銀行振込みの流れは以上になります。 

■日本国内銀行送金「CURFEX」 

下記のクレジットカードのタブをクリックすると入金額などを入力する項目が出表示されます。 

  

 

日本国内銀行送金は信頼できるパートナー、CURFEX JAPANのサービスを使い提供されていま

す。CURFEX JAPANの登録方法も後程説明します。 

日本国内銀行送金を行いたい場合には最初に登録作業だけ済ましてください。アクティベーション

後（1営業日以内）、 「日本国内銀行送金」を選択するとゼントレーダーの銀行口座詳細が表示さ

れます。 

国内銀行送金についてのビデオチュートリアルはこちらをクリックしてご確認ください。 

 

また登録はこちらからをクリックすると CURFEXの登録ページに飛びます。 

 



 

CURFEXの会員登録の前にCURFEXとは、どんなサイトなのかを簡単にですが説明します。もし、

より詳しく知りたい場合は、CURFEXをご確認ください。 

 

では早速ですが「CURFEX」とは？から説明します。 

Curfexとは？ 

 

Curfex公式サイト⇒https://www.curfex.com/ 

 

CURFEX とは？ この金融サービス CURFEX の口座を開設する事により、CURFEX 口座から

三井住友銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行などの国内送金が利用できる為、手数料も

格安、着金日も短縮となるので大変便利でお得な決済サービスとなります。 

 

ゼントレーダーでは、このサイトを介することによりゼントレーダーが指定する銀行口座

に入金する事が可能なのです。 

 

ちなみに Curfexは、資金移動におけるライセンス、関東財務局の登録許可を得ております

ので、安心してご利用ください。 

 

 

 

https://www.curfex.com/


 

Curfex会員登録ページ 

 

 

 

 

 

 

「こちらからのリンク」をクリックする事で、Curfex 会員登録専用ページへ進み、ゼント

レーダーで登録されたメールアドレスが表示されますので、Curfex でご利用されるお好き

なパスワード＆更に確認の為もう一度同じパスワードを入力し、「私はロボットではありま

せん」に☑チェックを入れて、「登録する」ボタンを押す事で、Curfex会員登録ページへ進

みますので、お客様基本情報を入力し確認書類をアップロードした上で、入金手続きを開

始してください。 

 

入金額の総額が 500 万円を超えますと、追加書類の提出が必要となる場合がございます。

(Curfexは追加書類の提出依頼をする義務がございます) 

 

以上、国内銀行送金を活用される場合は、利用してみてください。 

 

 

 

 

 

 



■Bitwallet(ビットウォレット) 

ビットウォレットの入金手順に入る前にビットウォレットとは、どのような決済方法なのかをビットウ

ォレットというサービスから説明します。 

bitwallet（ビットウォレット）サービスについて 

 

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という会社が提供するオンラインウォレットサービスです。 

 

この 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、あなたのネ

ットのお財布に様々な支払方法から入出金が出来る画期的なオンライン財布です。 

 

このサイトに登録する事によって専用口座(あなたのオンライン財布)を作り、その口座を介

して入出金する事が可能です。 

 

例えば、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仮想通貨の入出金も可能と幅広いです。 

 

つまり上記にある決済方法でビットウォレットに入金しておけばビットウォレット１つあ

れば、入金時に対応していないサイトでも問題なく入金できるという事です。 

 

例えば、銀行振込をしたいと考えていても、希望する入金方法が無いサイトがあったとし

ても銀行振込でビットウォレットに入金して、ビットウォレットから希望するサイトに入

金する事が出来るのです。 

https://bitwallet.com/ja/


とても便利ですよね。 

 

特徴をまとめます。 

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！ 

・口座管理や、入出金はパソコン・スマートフォンで可能 

・登録（アカウント取得）、口座維持費も無料 

・日本語専用サイトも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、利用限度額を引き上げる事が可能 

・国内銀行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信頼

できる電子決済サービス 

 

ゼントレーダービットウォレットがザオプションの入出金を橋渡し！ 

 

この bitwallet(ビットウォレット)を使う事でゼントレーダーにも入金が可能です。 

 

bitwallet(ビットウォレット)サイトについて、いろいろと紹介しましたが既に多種多様な万

能型の電子決済として今回の海外バイナリーオプション業者のゼロトレーダーだけでなく、

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。 

 

その為、今後の海外投資でも持っておくと便利でしょう。 

事前に登録する方はビットウォレットで登録も出来ますので興味がある場合はと録してお

きましょう。 

 

 

 

 



bitwallet初回ワンタイム決済 

 

また、ゼントレーダーでは、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が出来ます。 

 

bitwallet（ビットウォレット）口座を未開設の場合は、初回のみ登録なしで、VISA、

MaterCard、AMEX、Dinerds、Discover ブランドのクレジットカード/デビットカードで

入金が可能で、決済手数料も無料です。 

 

この手続きを行う事で bitwallet（ビットウォレット）口座開設済みとなり、2 回目決済以

降は「bitwallet口座をお持ちの方」の選択肢より決済する流れとなります。 

 

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、ゼロトレーダー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。 

以上、長くなりましたらビットウォレットの説明を終わりします。 

それでは話は戻りましてビットウォレットの入金方法について手順を説明していきたいと思いま

す。 

下記のクレジットカードのタブをクリックすると入金額などを入力する項目が出表示されます。 

  



  

入力する情報を解説します。 

 

アカウントには入金したい口座を選択してください。複数口座をお持ちの場合は、選択できます。

※１つしか口座をお持ちでない場合には選択できません。 

 

金額には、入金したい金額を入金してください。※最低入金額は 5000円なので 5000円以上の金

額を入力してください。 

注意事項 

※Bitwallet（ビットウォレット）は、クレジットカード（ビザ・マスターカード）、国内銀行振込による入

金に対応したオンラインウォレットです。ご入金の際、お客様のビットウォレットアカウントにログイ

ンし、お客様のゼン・トレーダー管理画面に戻るまで、入力画面に従ってください。よろしくお願い

いたします。 

 

入金したい通貨を選択するのですが、この入金方法では、JPYでしか入金できませんので選択で

きません。以上の情報を入力したら「ご入金」ボタンをクリックすると「決済」タブが表示されます。 



 

この決済ボタンをクリックするとビットウォレットのページに移動しますのでビットウォレットで決済し

て入金してください。 

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。 

 

 

これで決済プロセスに移ります。 

決済後、管理画面に反映されるまでお待ちください。 

以上、ビットウォレットの入金方法でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



■仮想通貨 ビットコイン(BTC) 

下記のクレジットカードのタブをクリックすると入金額などを入力する項目が出表示されます。 

 

 

入力する情報を解説します。 

 

アカウントには入金したい口座を選択してください。複数口座をお持ちの場合は、選択できます。

※１つしか口座をお持ちでない場合には選択できません。 

 

メールアドレスには、登録メールアドレスを記入ください。 

 

名、姓には、名前と、苗字を記入してください。 



 

金額には、入金したい金額を入金してください。 

 

入金したい通貨を選択するのですが、この入金方法では、BTC でしか入金できませんので

選択できません。 

 

以上の情報を入力したら「ご入金」ボタンをクリックすると「決済」タブが表示されます。 

 

 

ビットコイン専用ページ 

決済ボタンをクリックするとビットコインの決済情報が表示されます。 



 

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。 

 

注意点としましては、ビットコインを保有しておきませんと、ビットコイン入金が出来ま

せんのでビットコインを所有した上で決済してください。 

上記の手順で決済が完了しましたらゼントレーダーで入金が反映されましたら終わりになります。 

これでゼントレーダーの入金の手順としては以上となります。 

参考にして頂けましたら幸いでございます。 

是非、ゼン・トレーダー (zentrader)に興味がある方は参考にしてください。 

 


