
 

 

 

 

 

 

 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders) 

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 
 

「【ビジョナリートレーダーズ新規口座開設＆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。 



ビジョナリートレーダーズ新規口座開設について 
 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)新規口座開設について、ご案内

していきます。 

 

基本的に、ビジョナリートレーダーズ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。 

※但し出金前に、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。 

 

ビジョナリートレーダーズの新規口座開設方法 

それでは、ビジョナリートレーダーズ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。 

 

【ビジョナリートレーダーズ/特典がもらえる URL】 

●【Visionary Traders–ビジョナリートレーダーズ】 

コチラ⇒ https://www.visionary-traders.com/p/VTA10170 

※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。 

 
トップ画面が表示されましたら、最上部右端にあります「アカウント作成」ま

たは、同じく右下にあります「口座開設はこちら」をクリックします。 

 

 



ステップ 1 アカウント発行 

 

①あなたご自身に連絡が取れるメールアドレスをご入力ください。 

②再確認の為もう一度同じメールアドレスをご入力ください。 

③利用規約 プライバシーポリシーご確認の上チェックを入れてください。 

④全てご入力の上、「次へ」をクリックします。 

 

ステップ 2 メールアドレスの確認 

 

再度、メールアドレスご確認の上「送信」をクリックします。 



ステップ 3 仮登録の完了 

 

これで、仮登録が完了致します。 

 

Visionary Traders 新規口座開設申請受付 

 

仮登録が完了すると、次にご入力いただいたメールアドレスの方に 

「Visionary Traders 新規口座開設申請受付通知」が届きます。 

 

ご確認出来ましたら、次にパスワード、トレード通貨の設定を行います。 

申請通知内にある、赤い部分のリンクをアクセスしてください。 

 



もし、完了通知が届かない場合 

メールのドメイン設定によって返信メールが届かない場合がございます。 

ドメイン解除につきまして、@visionary-traders.com 

こちらを設定してください。 

フリーメールをご利用の方 

迷惑メール解除設定方法をご覧ください。 

•Yahoo!メール•Gmail•Outlook(hotmail 含む) 

解決されない場合 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)までお問い合わせください。 

https://www.visionary-traders.com/desc/contact 

 

ステップ４ 必須情報の登録 

 

次に、申請通知内の赤い部分のリンクをアクセスしていただきましたら、必須

情報の登録をしていきます。 

 

⑥パスワードを入力していきます。 

※お好きな文字を 8 文字以上～24 文字以内でご入力ください。 

⑦ご確認の為、もう一度パスワードをご入力ください。 

⑧通貨(日本円またはドル)を選択します。 

※口座通貨に関しては一度登録すると変更が出来ない為、ご注意ください。 

⑨全てご入力の上、「次へ」をクリックします。 



ステップ 5 登録内容の確認 

 
再度、パスワード&ご利用される通貨をご確認の上「登録」をクリックします。 

 

 

開設完了 

 

これで、ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)口座開設が完了します 

 

 

 

 

 



口座開設完了通知 

 
ご登録が完了すると、再度ご入力いただいたメールアドレスの方に、 

「口座開設完了通知」が届きます。 

 

この通知にて、ログイン専用リンクも表示されます。 

アクセスして、メールアドレスとパスワードを入力してログインして頂き、 

入金手続きを開始していきます。 

 

【ご注意】 

※お取引口座はお一人様 1 口座のみ開設可能となっております。 

※同一人物による重複開設、また同一世帯からの開設はお断りしております。 

 

 

 

 



ビジョナリートレーダーズログイン方法について 

 

続いてログイン方法について、ご案内致します。 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)口座開設が完了しましたら、 

ログイン専用リンクからアクセスしていただきます。 

https://www.visionary-traders.com/login 

 
ログイン専用ページに飛びましたら、口座開設時で登録されたメールアドレス

とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。 

↓ 

 

あなた専用口座のログインが完了致します。 

 



※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の方」の文字をクリック

します。 

                 ↓ 

 

するとパスワード再発行の専用ページへ飛びますので、ビジョナリートレーダ

ーズで登録されたメールアドレスを入力して、その下に表示されている「申請」 

パネルをクリックして、パスワード再発行手続きを行って下さい。 

 

 

 



 初 回 入 金 方 法 

 
続いて、入金方法をご説明していきます。 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)ではクレジットカード(デビッ

トカード&プリペイドカード)、または銀行送金(国内送金)での、ご入金をご利

用頂けます。 

 

ご入金操作方法 

 
新規口座開設後に、あなた専用口座にまずログインして頂き、最上部にありま

す「ご入出金手続き」項目をクリックします。 

  ↓ 

ご入金ぺージ  

 
すると、すぐにご入金専用ページへ飛びます。、 

次に、ご入金額欄に入金金額(最低入金額 20,000 円以上)を入力した上で、すぐ

下にあります「入金へ」パネルをクリックさせ次ページへと進んでいきます。 



クレジットカードでのご入金 

 

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 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)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 

で早く取引を開始したい場合にはとても便利な決済方法です。 

※尚、ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)では、MCOIN 決済サー

ビスを採用しております。 

 

・最低入金額：20,000 円(200 ドル)~ 

・最高入金額：1 日 500,000 円(5,000 ドル) 

・Visa / Master Card / JCB が只今ご利用頂けます。 

 

※デビットカード&プリペイドカードもご利用可能です。 

 

入出金に大変便利なデビットカード 

デビットカードとは、デビットカード発行銀行の口座の残高からクレジットカ

ード扱いで入金されるシステムです。 

出金される場合も、ご自身の預金口座の方へ出金されます。 

デビットカードを使用した場合、通常のクレジットカードとは違い月 1 回定め

られた締め日・出金日というのは基本的に無い為、通常のクレジットカードに

比べて、出金に掛る時間も短縮出来るという事で大変便利なシステムです。 

 

使い切りタイプのプリペイドカード 

プリペイドカードとは、現在クレジットカードをお持ちでない方、またはご自

身の持つクレジットカードからの利用は避けたい、内緒でご利用したい。 

そんな方の為に、コンビニなどで専用カードを購入し、クレジットカード扱い

で決済させていくというシステムです。 

特にビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)では、「V プリカカード」を

お薦めしております。 

 



         クレジット決済手続き方法について 

 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)では、MCOIN 決済サービスを

採用しております。 

それでは、MCOIN 決済サービスによる、クレジットカード決済手続きについ

て御案内していきます。 

 

クレジットカード決済操作方法 

 

ご入金専用ページから、ご入金額欄に入金金額(最低入金額 20,000 円以上)を入

力して「入金へ」パネルをクリックさせる事で、MCOIN 決済サービス専用ペ

ージへ進みます。 

その左側パネルをご覧いただき、「クレジットカード決済」パネルをクリックし

ます。 

 

※初回ご入金額は 20,000 円(200 ドル)以上から承ります。 

※追加のご入金は 10,000 円(100 ドル)以上から可能となります。 

※1 日のご入金限度額は 500,000 円(5,000 ドル)までとなります。 

 



クレジットカード決済入力フォーム 

 
「クレジットカード決済」パネルをクリックすると、クレジットカード決済専

用ページへ飛びます。 

その左側パネルをご覧いただくと、クレジットカード決済入力フォームが御座

いますので、ご利用されるクレジットカードに従って入力していきます。 

 

①カード名義人を入力します。(半角ローマ字) 

②ご利用される 16 桁のクレジットカード番号を入力します。 

③クレジットカードの有効期限を選択ください。 

④カード裏面に記載されている下3桁のセキュリティーコードを入力します。 

⑤ご登録された電話番号を入力します。(ハイフン無しの半角数字) 



クレジットカード決済パネル 

 

クレジットカード決済入力フォームの入力が全て完了しましたら、今度は右側

の「決済」パネルをクリックします。 

 

 

決済完了ページ 

 

決済完了ページが表示されましたら、クレジットカードの手続きが完了します。 

 

※尚、ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)では、MCOIN 決済サー

ビスを利用している為、入金額に対し手数料が別途掛かりますので、あらかじ

めご了承ください。 



銀行振込サービス決済 
 

続いて、銀行振込サービス決済について、ご案内していきます。 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)では、MCOIN 決済サービスに

よる銀行振込入金もご利用頂けます。 

 

・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！ 

・面倒な海外送金用紙を記入する必要はありません。 

・ネットバンクよりオンラインでのお振り込みも可能。 

・最寄の銀行または ATM にて現金送金でのお振り込みも可能。 

 

銀行振込サービス決済操作方法 

 
操作方法に関しては、前ページでご案内しましたクレジットカード決済と全く

同じです。 

 

ご入金専用ページから、ご入金額欄に入金金額(最低入金額 20,000 円以上)を入

力した上で、すぐ下にあります「入金へ」パネルをクリックさせ次ページへと

進んでいきます。 



銀行振込サービス決済操作方法 

 

MCOIN 決済サービス専用ページへ進みましたら、左側パネルをご覧いただき、

「銀行振込サービス決済」パネルをクリックします。 

 

振込先情報ページ 

 
振込先情報ページへ飛びましたら、金融機関情報をご確認の上、振込手続きを

開始してください。 

※振込の際は、必ずご依頼人番号の「例 12345678」と「氏名」を入力してく

ださい。（ご依頼人番号と氏名にて入金の確認を行います） 



※初回ご入金額は 20,000 円(200 ドル)以上から承ります。 

※追加のご入金は 10,000 円(100 ドル)以上から可能となります。 

※1 日のご入金限度額は 500,000 円(5,000 ドル)までとなります。 

 

お振込金額パネル (例 20,000 円の場合) 

 

お振込金額に関しては、入金額プラス MCOIN 決済サービスの手数料が必要と

なります。 

※例)20,000 円入金の場合、 

入金額 20,000 円+MCOIN 手数料 942 円＝合計お振込額 20,942 円 

※尚、決済サービス手数料に関しては、BTC の相場により差額が生じる場合が

御座います。 

 

・銀行営業日の 15 時までにお振込頂ければ、当日中に入金処理致します。 

・銀行営業日の 15 時以降にお振込頂いた場合、翌日中に入金処理致します。

但し、翌日が銀行休業日の場合、銀行営業日後の処理となります。 

・振込手数料はご自身にてご負担いただきます様お願い致します。 

・振込の際に「ご依頼人番号」をつけ忘れた場合、登録情報と照合の上、お調

べ致します。その際お問い合わせフォームより以下の情報をお知らせいただけ

ますようお願い致します。 

※情報の照合が取れない場合ご入金の反映が出来ません。なるべく正確な情報

をご連絡いただけますようお願い致します。 

1.入金先サイト名 2.お取引番号 3.ご入金の日時  

4.ご入金時の振込名義 5.ご入金額 

お客様は本サービスを実際に利用することによって MCOIN 利用規約に同意を

したものとみなされます。 



             基本情報の登録 

 

入金手続きが完了しましたら、事前に基本情報を登録して置きましょう。 

この基本情報の登録に関しては、出金手続きの際に必要となります。 

最上部の「会員様情報」項目を選択した上で、左側の「基本情報」をクリック

して登録手続きを行って下さい。 

 

 
① あなたのお名前(名・姓)を入力します。 

② 生年月日を選択ください。 

③ あなたのお住まいの居住国(日本)を選択ください。 

④ 郵便番号をハイフンなしの半角数字で入力ください。 

⑤ お住まいの住所を入力ください。 

⑥ あなたの電話番号を入力ください。 

 国番号(日本)+81 に続いて、あなたの電話番号を半角数字で記入します。 

※最初の 0 とハイフンは必要ありません。 

携帯電話の場合 090－1234－5678 → 819012345678 

一般電話の場合 03－1234－5678 → 81312345678 

⑦ 全て入力した上で「確認」をクリックして基本情報が完了します。 



           必要書類の提出について 

 

基本情報の登録が完了しましたら、続いて必要書類を提出しておきましょう。 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)では、不正送金等防止の為、ご

出金の際に本人確認書類が必要となります。 

公的機関が発行した、住所・氏名が確認できる書類をビジョナリートレーダー

ズ(Visionary Traders)宛にご送付ください。 

 

本人確認(提出書類について) 

下記 A,B,C のいずれかのご本人さま確認書類(鮮明なスキャン画像・写真画像)

をご送付ください。 

＊わかりづらい画像、モノクロ画像、加工された画像は認められません。 

 

A いずれか 1 点 

在留カード(※1) 

運転免許証(※2) 

住基ネットカード(※3) 

学生証・社員証(※3) 

会社の身分証明書または公の機関が発行した資格証明書 

※1 現在のご住所が表面記載のものと異なる場合は裏面も必要 

※2 表面と裏面が必要 

※3 顔写真付き 

 

B いずれか 2 点 

日本国パスポートまたはビザ 

  ＋ 

公的証明書 

保険証、住民票、住基ネットカード(顔写真なし)  

住所・氏名記載の書類 

公共料金、携帯電話、固定電話の請求書 

 

C いずれか 2 点 

公的証明書 

保険証、住民票、住基ネットカード(顔写真なし)  



  ＋ 

住所・氏名記載の書類 

公共料金、携帯電話、固定電話の請求書 

 

法人口座の方 

法人口座をご利用の方は、上記のご本人さま確認書類に加え「登記簿謄本」が

必要です。 

なお、ご本人さま確認書類は登記簿謄本に記載の代表者様に関する書類をご送

付ください。 

 

未成年者(20 歳未満)の方 

未成年者の方でも本人確認を行えます。 

ただし、上記のご本人さま確認書類に加え、下記の書類 2 点を含めた計 3 点が

必要です。 

親権者との続柄が分かる証明書類 

住民票、戸籍妙本、健康保険証、母子手帳のいずれか。 

親権者同意書 

 

必要書類の提出方法 

 

必要書類の準備が整いましたら、 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)の専用口座へログインしていた

だき、最上部にある「会員様情報」の項目をクリックした上で、左側の「本人

確認」を選択すると、本人確認専用ページへ飛びます。 

 



本人確認ページ 

 

そして、本人確認ぺージまで来ましたら、カーソルを下げていただくと必要書

類の送付時に必要となる「あなたのユーザ ID」が表示されます。 

そして、「申請はこちら」をクリックさせる事で、必要書類専用のメーラーが開

きますので、「氏名」と「ユーザーID」の記載の上、必要書類を添付して送付

ください。 

 

※本人確認は、ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)サポートのご利

用時間(平日の朝 11 時から 16 時)に対応させていただきます。 

※サポートの対応時間外にお送り頂きました場合、翌営業日に確認してご返信

させて頂きます。 

※申請ボタンを押してもメーラーが起動しない場合は、下記のアドレス宛に「ユ

ーザーID」「氏名」「本人確認書類」をお送りください。 

account-support@visionary-traders.com 

 

申請後のながれ 

必要書類の確認が完了次第、承認通知メールがビジョナリートレーダーズ

(Visionary Traders)から送付され、本人確認の表示が「未認証」から「認証済」

にかわります。 

 

 

 

 

 

 



ご出金先情報の登録 

 

必要書類を提出が完了しましたら、次にご出金先情報を登録して置きましょう。

あなた専用口座からの引き出し(出金)に関しては、全て金融機関の指定口座の

方へ送金されます。但しご出金先情報の登録が事前に必要となります。 

最上部の「会員様情報」項目を選択した上で、左側の「ご出金先情報」をクリ

ックして登録手続きを行って下さい。 

 
①出金先の金融機関名を入力します。 

②銀行コードを入力します。 

※銀行コードが判らない場合、こちらのサイトでご検索ください。 

金融機関コード銀行コード検索サイト⇒http://zengin.ajtw.net/ 

③支店名を入力します。 

④普通預金または当座預金を選択ください。 

⑤7 桁の口座番号を入力ください。 

⑥口座名義を入力します。 

※口座名義は全角カタカナまたは半角英字で入力ください。 

※個人の名義の場合、姓と名の間にスペースを空けて入力してください。 

⑦全て入力した上で「確認」をクリックして出金先情報が完了します。 



ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)お問い合わせ 
 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)サイトに関するご質問等御座い

ましたら、お気軽にお問合せフォームよりお問い合わせください。 

ビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)日本人スタッフによるカスタマ

ーサポートが御対応させていただきます。 

 

お問い合わせフォーム 

https://www.visionary-traders.com/site/desc/contact 

 
 

メールでのお問い合わせ 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

 ◆カスタマーサポート(日本語専用) 

 お問い合わせ先 

 Email：support@visionary-traders.com 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

次のページより、いよいよ特典プレゼントのお知らせです。 



【当サイト限定特典 プレゼント】 

【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‼」 

 
当サイトからビジョナリートレーダーズ(Visionary Traders)新規初回入金手続

き完了で先着 20 名様に 3,000 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スマー

ト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。 

 

 
 

その他、何かご不明な点がありましたらご連絡ください。 


