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Hit BTC 登録方法

(1) Hit BTCのウェブサイトにアクセスをします。
　　↓

https://hitbtc.com/

サイトにアクセスをすると、左の画面が出てきます。
こちらがHit BTCのウェブサイトです。

(2) 「Register」をクリックし登録に進みます。

※「Register」とは、「登録」という意味です。
こちらで登録画面に移動をします。

拡大のイメージです。
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(1)  メールアドレスとパスワードを入力してください。

※ パスワードを設定する際は
アルファベット小文字・大文字、数字を各一文字を含む6文字
で設定してください。

※ パスワードは忘れないように
紙やスマートフォンなどにメモをしてください。

(2) 「私はロボットではありません」に
チェックをしてください。

※チェックをするのはこちらの四角の中です。

※機械（ロボット）で登録をしていないかを確認するための作業
です。
詳細は次のページで解説をします。

メールアドレス

パスワード

例：P  a  s  s  2  0  1  8 
大文字 小文字 数字
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(2) 「私はロボットではありません」の対応

・「私はロボットではありません」を押すと
左記の画像のように指示された画像をクリックし、
ロボットではないことを証明します。

・左記の画像であれば、質問が「道路標識のタイルをすべて選
択してください」ですので、
左記の赤枠の３箇所を選択します。

・写真を全て選択しましたら「確認」をクリックし、
これで画像のロボットではありませんの対応が完了します。

＜備考＞
※タイルの選択は複数回行われることもあります。
その場合は確認が表示されるまで質問に答え続けてください。

※画像の選択がない場合もあります。
その際はそのまま登録を進めることができます。
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(1)  登録の完了

メールアドレスの入力、パスワードの入力、
「ロボットではありません」が完了したら、
登録をクリックしてください。

メールアドレス

パスワード
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メールアドレス

(1)  登録完了画面が表示されます。
登録がスムーズに進むと左記の画面になります。

(2) 登録をしたメールアドレス宛に登録確認のメールが届き、
それを確認し全ての登録が完了します。

メールの確認方法は次のページで解説をします。

※登録のメールアドレスはこちらに表示されています。
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(1)  登録のメールアドレスを確認すると、
Hit BTCからメールが届いています。

左記のようなメールが届いています。

※差出人メールアドレスは　　　　　　　　　　　で
となっています。

※メールが届かない場合は、こちらのメールアドレスから
の受信ができるように設定をするか、迷惑メールフォルダを確認
してください。

(2)メールの中のリンクをクリックし、登録を完了させて
ください。

こちらのリンクをクリックし、本登録を完了させます。
リンクをクリックすると、トップページに戻ります。

これで登録作業は全て完了です。
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(1)  ログインの確認

登録が完了すると左記の画面のようにトップページに
戻ります。
画面左下にログインをする箇所があります。
こちらから登録した内容で実際にログインができるか確認をし
ます。

(2) ログイン情報を入力

・登録をしたメールアドレス、パスワードをこちらに入力してくだ
さい。

(3) 入力が完了したら「start trading now」をクリックしてくだ
さい。

上記の流れでログインができれば、
登録は問題なく完了しております。

メールアドレス

パスワード
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(1)  ログイン後の画面

ログインが正常にできるとこのうような画面が表示されます。
この画面に変わりましたら、問題なくログインができておりま
す。

これで、登録作業は全て完了です。
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Hit BTC　登録方法解説（スマートフォン版）
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(1) Hit BTCのウェブサイトにアクセスをします。
　　↓

https://hitbtc.com/

サイトにアクセスをすると、左の画面が出てきます。
こちらがHit BTCのウェブサイトです。

(2) 「Register」をクリックし登録に進みます。

※「Register」とは、「登録」という意味です。
こちらで登録画面に移動をします。
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(1)  メールアドレスとパスワードを入力してください。

※ パスワードを設定する際は
アルファベット小文字・大文字、数字を各一文字を含む6文字
で設定してください。

※ パスワードは忘れないように
紙やスマートフォンなどにメモをしてください。

(2) 「私はロボットではありません」に
チェックをしてください。

※チェックをするのはこちらの四角の中です。

※機械（ロボット）で登録をしていないかを確認するための作業
です。
詳細は次のページで解説をします。

メールアドレス

パスワード

例：P  a  s  s  2  0  1  8 
大文字 小文字 数字
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(2) 「私はロボットではありません」の対応

・「私はロボットではありません」を押すと
左記の画像のように指示された画像をクリックし、
ロボットではないことを証明します。

・左記の画像であれば、質問が「ボートの画像をすべて選択し
てください」ですので、
左記の赤枠の３箇所を選択します。

・写真を全て選択しましたら「確認」をクリックし、
これで画像のロボットではありませんの対応が完了します。

＜備考＞
※タイルの選択は複数回行われることもあります。
その場合は確認が表示されるまで質問に答え続けてください。

※画像の選択がない場合もあります。
その際はそのまま登録を進めることができます。
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(1)  登録の完了

メールアドレスの入力、パスワードの入力、
「ロボットではありません」が完了したら、
登録をクリックしてください。

メールアドレス

パスワード
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(1)  登録完了画面が表示されます。
登録がスムーズに進むと左記の画面になります。

(2) 登録をしたメールアドレス宛に登録確認のメールが届き、
それを確認し全ての登録が完了します。

メールの確認方法は次のページで解説をします。

※登録のメールアドレスはこちらに表示されています。

メールアドレス
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(1)  ログインの確認

登録が完了すると左記の画面のようにトップページに
戻ります。
画面左下にログインをする箇所があります。
こちらから登録した内容で実際にログインができるか確認をし
ます。

(2) ログイン情報を入力

・登録をしたメールアドレス、パスワードをこちらに入力してくだ
さい。

(3) 入力が完了したら「start trading now」をクリックしてくだ
さい。

メールアドレス

パスワード
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(1)  ログイン後の画面

ログインが正常にできるとこのうような画面が表示されます。
この画面に変わりましたら、問題なくログインができておりま
す。

これで、登録作業は全て完了です。
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Hit BTC　Depositとnoahcoinの購入方法（パソコン版）
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(1) HitBTCにログイン後「Deposit」をクリックします。

拡大のイメージです。
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(1) デポジットをしたい通貨を確認します。
こちらに一覧で通貨が表示されております。

(2) Bitcoinを選択
※今回は例としてBitcoinをデポジット入金します。

(3) 「Deposit」をクリックすると、
左記の画像のように受信アドレスが表示されます。

ご自身で保有するウォレットから、こちらの受信アドレス
宛にBitcoinを送金してください。

Hit BTC　Depositとnoahcoinの購入方法 21



(1) Bitcoinの送金が完了すると、「 Main Account」に反
映されます。

今回は、0.00042BTCを送金しております。
時間が経過すると、このように表示が変更になります。

また、サイト最下部に「 Latest transactions」として履歴
が表示されます。そちらで取引履歴をすることができま
す。

※Depositの反映には時間がかかることがあります。
余裕を持って対応をしてください。

※少額するぎるBitcoinの送金は受信に時間がかかるこ
とやDepositに反映されないことがあります。その場合
は、HitBTCのサポートに連絡をしてください。

反映後
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(1) noahcoinの注文を入れる為に、 Bitcoinを使って
noahcoinの買い注文を入れます。手順は下記の通りで
す。

1.「transfer」の右矢印をタップし、 Bitcoinを
「Trading Account」に移動させます。

2.「Main Account」にあるBitcoinの中から
「Trading Account」に移動させたい金額を入力します。

3.金額の入力が完了したら「 Transfer」をクリックしてくだ
さい。

4.「Transfer」が完了すると、このように Bitcoinが
「Trading Account」に反映されます。
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(1) HitBTCにログイン後「Exchange」をクリックします。

(2) 取引画面

こちらが実際の取引画面となります。

こちらを使ってBitcoinからnoahcoinと交換をします。

拡大のイメージです。
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(1) noahcoinの注文方法を解説します。

1.「BTC」のタブをクリックします。

※タブが「ETH」など「BTC」以外では表示されませんの

でご注意ください。

2.「Search」の箇所に「noah」を記入してください。

3. 通貨リストに「NOAH」が表示されていることを確認し

てください。

↓「noah」と記入します。
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(1) このように、noahcoinの売り注文と買い注文の画面

が表示されます。

1.「Limit」のタブをクリックします。

2.「amout」の箇所に購入を希望する noahcoin数を入力

してください。

※購入は1000の単位から可能です。

3.「price」の箇所に購入を希望する noahcoinの金額を入

力してください。

※価格は1BTCあたりの価格となります。

4.「total」の価格は自動で反映されます。

(2) 注文の内容に間違いがなければ「 Buy Limit」を
押して注文を確定させてください。
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