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00 準備 One for All All for One に登録する前に準備するもの 

Bitcoinの取引所として「bitFlyer」や「Zaif」、 
BitcoinのウォレットとしてBLOCKCHAINに登録をしてください。 
その後、登録した取引所でBitcoinを購入し、 BLOCKCHAINにBitcoinを移動してくだ
さい。 

    取引所に登録 1     ウォレットに登録 2 

bitFlyer 
https://bitflyer.jp/ 

Zaif 
https://zaif.jp/ 

＊取引所への登録はどちらか１つで大丈夫です。 

BLOCKCHAIN 
https://blockchain.info/ 

    取引所でBitcoinを購入して、ウォレットに移す 3 

◆ 登録に必要なもの 
 □ メールアドレス。 
 □ 免許証またはパスポートなどの本人を証明できるもの。 
 

◆ その他のあって便利な準備物 
 □ Google Chromeのブラウザー 
     One for All All for Oneは、英語ですので自動翻訳をしてくれます。 



01 登録 One for All All for One の登録手順 

あなたの紹介者から「紹介者のID」または、「登録用のURL」をもらってください。次
に登録画面にアクセスをして、「メールアドレス」や上記の「紹介者のID」などを入力
して登録ボタンを押してください。入力したメールアドレスにメールが届きますので、
そちらからログインしてください。パスワードは、メールに記述されておりますので、
ログイン後は必ずパスワードの変更をして忘れないように保管してください。 

    ブラウザーを起動する  1 

1. One for All All for One の登録画面を表示する 

お使いの端末からアプリをダウンロード。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Chrome が自動翻訳機能があり、おすすめです。 



https://14o41.com/signup.php?id=9999999 

    ブラウザーのアドレスバーにURLを入力する  2 

登録用のＵＲＬを紹介者にもらったら 

赤枠内をクリックまたは、タップして以前のURLを削除しておいてください。 

登録用のURLをコピーして、GoogleChromeアドレスバーに直接張り付けをしてく
ださい。 
 
 
 
 
 

https://14o41.com/signup.php?id=9999999 

https://14o41.com/signup.php?id=9999999 

https://14o41.com/signup.php?id=9999999 

① 範囲を指定する。 ② コピーをする。 

③ 貼り付けをする。 



    登録画面が表示される  3 

登録用のURLの場合 

「紹介者のID」が自動で入力されているの
を確認してください。 

9999999 



    登録項目を入力して「送信ボタン」を押す  1 

2. One for All All for One に登録をする 

登録日： 
自動セットされます。 

国： Other を選択 
国を選択してください。 

名前：  （例）TARO YAMADA 
名前を入力してください。 
（注）半角英字のローマ字で入力 

生年月日： 
生年月日を入力してください。 

性別：     male 男性      female 女性 
性別を入力してください。 

電話番号： +81最初の0を取って入力 
電話番号を入力してください。 
（注）半角の数字で入力 “-”ハイフン無 

メールアドレス： 
メールアドレスを入力してください。 
 
（注）受信可能なメールアドレスを入力 

＊登録完了時に登録完了メールが届きます
ので正確に入力してください。 

アカウントネーム 
ニックネームを入力してください。 
（注）半角英数字で入力 

送信ボタン 
全ての項目に入力が完了後、押してください。 
 
＊登録確認画面へ遷移します。 

パスワード： （例）Taro@1234 
８文字から３２文字の間で任意のパスワード 
を入力してください。 
 
（注）半角英数字、記号の組み合わせで入力 
必ず、紙にメモをして保存しておく。 

パスワード確認用： 
同じパスワードを再度入力してください。 

9999999 



    登録確認画面で登録内容の確認をして再度「送信ボタン」を押す  2 

送信ボタン 
全ての項目を確認後、押してください。 
 
＊入力されたメールアドレス宛てに 
  登録完了メールが送信されます。 

次の画面が表示されます。 

もし、登録後のメールが届かない
場合は、 

アップラインに報告して、 

「コンタクトメニュー」 
からお問合せしてもらってください。 

（注）送信ボタンを押す前に 
 
必ず自身で管理する為に、 
スクリーンショットをとっておく。 

「ＬＯＧＩＮ」ボタンを押して、 

ログイン画面 
を表示する。 

 
（次のページの４へ） 



    ログインの確認をする  4 

ログインボタン 
IDとPasswordを入力後、押してください。 
 
＊ログインが成功し、One for All All for Oneの 
  ページが表示されれば登録完了です。 

    メールを確認する  3 

ログインＵＲＬ 
ログインページのアドレスです。 
 
＊クリックしてログインページを表示して、 
  ください。 

メールアドレス 
 
＊登録したメールアドレスであるかを確認して 
  ください。 

パスワード 
 
＊登録したパスワードであるかを確認して 
  ください。 

もし、登録後のメールが届かない場合は、アップラインに報告して、 

「コンタクトメニュー」からお問合せしてもらってください。 

メールアドレス 
 
＊登録したメールアドレスを入力してください。 

パスワード 
 
＊登録したパスワードをしてください。 

ロボット認証 
 
＊上に表示されている英数字を入力してくだ 
  さい。 
 
  大文字小文字を区別して入力してください。 

入力する 



02 Ticket チケットの購入手順 

Ticketの購入は、この画面から行います。 
ポジションの追加やタイトルアップ、ＦＡ、ＦＹの時に必ずチケットが必要となります。 
ＦＡについては、2BTC毎に１枚のチケットが必要になります。 

1. チケットの購入の手順 

    Ticket画面を表示する  1 

◆ Ticketメニュー 
 
メニューの「Ticket」を押してください。 



    Ticketを購入する  2 

現在保有している、チケットの枚数が 
表示されます。 

購入枚数を入力してください 

FAは、2BTC毎に1枚必要です。 

◆ 注意！ 
 □ ＦＡは、入出金の額に応じて２ＢＴＣ毎に１枚のチケットが必要です。 
             （例）10ＢＴＣをFAする場合、5枚のチケット（0.125BtC）が必要です。 
 □ 購入後、反映されるまで時間がかかる場合があります。 
          □ 購入後は、必ず現在保有しているチケット枚数を確認してください。 

「Confirm」ボタンを押すと、確認画面に遷移します。 



    Ticket購入確認画面で購入内容を確認する。  3 

購入内容と合計金額の表示 
 
購入内容と合計金額を確認してください。 

購入内容と合計金額がＯＫの場合 購入内容を変更する場合 

前の画面にもどります。 

次のページのとおり、 
ビットコインの支払 

をしてください。 

Cancel ボタン 

 
購入内容を変更する場合は 
「Cancel 」ボタンを 

◆ ビットコインの支払準備 
 
 □ BLOCKCHAINのBTC残高を確認。 
 □ BLOCKCHAINにログインをする。 
 

Cancel ボタン 
購入内容の変更や、この購入を中止する時に 
「Cancel Button」を押してください。 
 
＊購入画面に遷移します。 

【 注意！ 押さないで 】 
 

支払が完了するまでは 
押さないでください。 

支払先のウォレットアドレス 
 
支払先のウォレットアドレスとＱＲコードが 
表示されます。 



    BLOCKCHAINからビットコインを送金する。  4 

ＰＣの場合 スマートフォンの場合 

①このアドレスを選択してコピーをする。 
 
②BLOCKCHAINにログインをする。 
 
 
 
③BLOCKCHAINの「送信」ボタンを押下。 
 
④「宛先：」に①を張り付ける。 
 
⑤「ＢＴＣ：」にこの部分の合計金額を入力。 
 
⑥「次のステップ」を押下。 
 
⑦確認画面で「送信」を押下。 
 
 
＊送信する場合は確認しながら確実に 
行ってください。誤って送信した場合は 
ＢＴＣは戻ってきません。 

①BLOCKCHAINアプリにログインをする。 
 
 
 
②BLOCKCHAINの「送信」をタップする。 
 
③右上の「ＱＲコードボタン」をタップ。 
 
④このＱＲコードを読み取ります。 
 （宛先に送信先のアドレスが表示される。） 
 
⑤「ＢＴＣ：」にこの部分の合計金額を入力。 
 
⑥「続行」ボタンをタップする。 
 
⑥確認画面で「送信」をタップする。 
 
＊送信する場合は確認しながら確実に 
行ってください。誤って送信した場合は 
ＢＴＣは戻ってきません。 



    Ticketの購入を完了する。  5 

Submit ボタン 
 
下のWalletアドレスに合計金額を支払後、 
「Submit」ボタンを押してください。 
 
＊“Ticket confirm?”の画面が表示されます。 

Cancel ボタン 
 
購入内容の変更や、この購入を中止する時に 
「Cancel」ボタンを押してください。 
 
＊購入画面に遷移します。 

「Submit 」ボタンを押すと、”Ticket Confirm?”画面が表示されます。 

「ＯＫボタン」を押すと、購入が完了します。 

【 強烈に押せ！！ 】 
 

支払いが完了している 
場合は、押してください。 



03 New Position ポジションの購入手順 

1. 新しいポジション（サブアカウント）の購入の手順 

    New Position画面を表示する  1 

◆ New Positionメニュー 
 
メニューの「New Position」を押してください。 

登録、チケット購入をした後に、必ずポジションの購入をこの画面からおこなってくだ
さい。また、ポジション（サブアカウント）の追加もこの画面からおこないます。 
 
【特長】いくつものログインＩＤやパスワードを管理することなく、１度のログインで 
     複数のポジション（アカウント）を同時に管理することが可能です。 
     One for All All for Oneの特長の１つです。 



    New Positionを購入する  2 

現在保有している、チケットの枚数が 
表示されます。 

購入するPositionを選択してください 
Ticketは、1枚必要です。 

◆ 注意！ 
 □ Position(サブアカウント)の購入には１枚のチケットが必要です。 
 □ 購入後、反映されるまで時間がかかる場合があります。 
          □ 購入後は、必ずMy Pageメニューで確認してください。 

「Confirm」ボタンを押すと、確認画面に遷移します。 



    New Position購入確認画面で購入内容を確認する。  3 

購入内容と合計金額の表示 
 
購入内容と合計金額を確認してください。 

購入内容と合計金額がＯＫの場合 購入内容を変更する場合 

前の画面にもどります。 

次のページのとおり、 
ビットコインの支払 

をしてください。 

Cancel ボタン 

 
購入内容を変更する場合は 
「Cancel 」ボタンを 

◆ ビットコインの支払準備 
 
 □ BLOCKCHAINのBTC残高を確認。 
 □ BLOCKCHAINにログインをする。 
 

Cancel ボタン 
購入内容の変更や、この購入を中止する時に 
「Cancel Button」を押してください。 
 
＊購入画面に遷移します。 

【 注意！ 押さないで 】 
 

支払が完了するまでは 
押さないでください。 

支払先のウォレットアドレス 
 
支払先のウォレットアドレスとＱＲコードが 
表示されます。 



    BLOCKCHAINからビットコインを送金する。  4 

ＰＣの場合 スマートフォンの場合 

①このアドレスを選択してコピーをする。 
 
②BLOCKCHAINにログインをする。 
 
 
 
③BLOCKCHAINの「送信」ボタンを押下。 
 
④「宛先：」に①を張り付ける。 
 
⑤「ＢＴＣ：」にこの部分の合計金額を入力。 
 
⑥「次のステップ」を押下。 
 
⑦確認画面で「送信」を押下。 
 
 
＊送信する場合は確認しながら確実に 
行ってください。誤って送信した場合は 
ＢＴＣは戻ってきません。 

①BLOCKCHAINアプリにログインをする。 
 
 
 
②BLOCKCHAINの「送信」をタップする。 
 
③右上の「ＱＲコードボタン」をタップ。 
 
④このＱＲコードを読み取ります。 
 （宛先に送信先のアドレスが表示される。） 
 
⑤「ＢＴＣ：」にこの部分の合計金額を入力。 
 
⑥「続行」ボタンをタップする。 
 
⑥確認画面で「送信」をタップする。 
 
＊送信する場合は確認しながら確実に 
行ってください。誤って送信した場合は 
ＢＴＣは戻ってきません。 



    New Positionの購入を完了する。  5 

Submit ボタン 
 
下のWalletアドレスに合計金額を支払後、 
「Submit」ボタンを押してください。 
 
＊“Deposit confirm?”の画面が表示されま
す。 

Cancel ボタン 
 
購入内容の変更や、この購入を中止する時に 
「Cancel」ボタンを押してください。 
 
＊購入画面に遷移します。 

「Submit 」ボタンを押すと、”Title Confirm?”画面が表示されます。 

「ＯＫボタン」を押すと、購入が完了します。 

【 強烈に押せ！！ 】 
 

支払いが完了している 
場合は、押してください。 



04 Purchase Title タイトル（タイトルアップ）の購入手順 

次のタイトルの購入は、この画面から行います。 
保有しているポジション（アカウント）に対して、次のタイトルにアップグレードしたい
場合は、この画面からタイトル購入を行います。 

1. タイトル（タイトルアップ）の購入の手順 

    Purchase Title画面を表示する  1 

◆ Purchase Titleメニュー 
 
メニューの「Purchase Title」を押してください。 



    Titleを購入する  2 

現在保有している、チケットの枚数が 
表示されます。 

Titleを購入するPositionを選択してくだ
さい。Ticketは、1枚必要です。 

◆ 注意！ 
 □ Titleの購入には１枚のチケットが必要です。 
 □ 購入後、反映されるまで時間がかかる場合があります。 
          □ 購入後は、必ずMy Pageメニューで確認してください。 

「Confirm」ボタンを押すと、確認画面に遷移します。 



    Title購入確認画面で購入内容を確認する。  3 

購入内容と合計金額の表示 
 
購入内容と合計金額を確認してください。 

購入内容と合計金額がＯＫの場合 購入内容を変更する場合 

前の画面にもどります。 

次のページのとおり、 
ビットコインの支払 

をしてください。 

Cancel ボタン 

 
購入内容を変更する場合は 
「Cancel 」ボタンを 

◆ ビットコインの支払準備 
 
 □ BLOCKCHAINのBTC残高を確認。 
 □ BLOCKCHAINにログインをする。 
 

Cancel ボタン 
購入内容の変更や、この購入を中止する時に 
「Cancel Button」を押してください。 
 
＊購入画面に遷移します。 

【 注意！ 押さないで 】 
 

支払が完了するまでは 
押さないでください。 

支払先のウォレットアドレス 
 
支払先のウォレットアドレスとＱＲコードが 
表示されます。 



    BLOCKCHAINからビットコインを送金する。  4 

ＰＣの場合 スマートフォンの場合 

①このアドレスを選択してコピーをする。 
 
②BLOCKCHAINにログインをする。 
 
 
 
③BLOCKCHAINの「送信」ボタンを押下。 
 
④「宛先：」に①を張り付ける。 
 
⑤「ＢＴＣ：」にこの部分の合計金額を入力。 
 
⑥「次のステップ」を押下。 
 
⑦確認画面で「送信」を押下。 
 
 
＊送信する場合は確認しながら確実に 
行ってください。誤って送信した場合は 
ＢＴＣは戻ってきません。 

①BLOCKCHAINアプリにログインをする。 
 
 
 
②BLOCKCHAINの「送信」をタップする。 
 
③右上の「ＱＲコードボタン」をタップ。 
 
④このＱＲコードを読み取ります。 
 （宛先に送信先のアドレスが表示される。） 
 
⑤「ＢＴＣ：」にこの部分の合計金額を入力。 
 
⑥「続行」ボタンをタップする。 
 
⑥確認画面で「送信」をタップする。 
 
＊送信する場合は確認しながら確実に 
行ってください。誤って送信した場合は 
ＢＴＣは戻ってきません。 



    Titleの購入を完了する。  5 

Submit ボタン 
 
下のWalletアドレスに合計金額を支払後、 
「Submit」ボタンを押してください。 
 
＊“Deposit confirm?”の画面が表示されま
す。 

Cancel ボタン 
 
購入内容の変更や、この購入を中止する時に 
「Cancel」ボタンを押してください。 
 
＊購入画面に遷移します。 

「Submit 」ボタンを押すと、”Title Confirm?”画面が表示されます。 

「ＯＫボタン」を押すと、購入が完了します。 

【 強烈に押せ！！ 】 
 

支払いが完了している 
場合は、押してください。 



    My Page画面で購入したTitleを確認する  6 

My Page画面に、購入したTitleが表示されます。 



05 Deposit(FA) Deposit(FA)の手順 

Deposit(FA)は、この画面から行います。 
保有しているポジション（アカウント）毎に、FAを行うことが可能です。 
Ticketは、FA額に応じて2BTC毎に1枚必要になります。 

1. Deposit(FA)の手順 

    Deposit(FA)画面を表示する  1 

◆ Deposit(FA)メニュー 
 
メニューの「Deposit」を押してください。 



    Deposit(FA)をする  2 

現在保有している、チケットの枚数が 
表示されます。 

ＦＡをするPositionを選択してください。
Ticketは、２ＢＴＣ毎に1枚必要です。 

◆ 注意！ 
 □ FA額に応じて２ＢＴＣ毎に１枚のチケットが必要です。 
 □ 購入後、反映されるまで時間がかかる場合があります。 
          □ 購入後は、必ず下部のActive FAの欄で確認してください。 
 □ 購入後は、「Pending」と表示されます。 

「Confirm」ボタンを押すと、確認画面に遷移します。 

希望するFA額を選択してください。
Ticketは、２BTC毎に１枚必要です。 



    Deposit(FA)確認画でFAの内容を確認する。  3 

ＦＡをするポジションとＦＡ額の表示 
 
ＦＡをするポジションとＦＡ額を確認してください。 

Cancel ボタン 
ＦＡをするポジションやＦＡ額の変更、 
ＦＡを中止する時に「Cancel 」ボタンを 
押してください。 
 
＊前の画面に遷移します。 

【 FA申請 】 
 

「Submit」ボタンを 
押してください！ 

「Submit 」ボタンを押すと、”Deposit Confirm?”画面が表示されます。 

「ＯＫボタン」を押すと、購入が完了します。 



    申請したDeposit(FA)を確認する  4 

Deposit(FA)画面の中段の「Active FA」の欄に 
申請したFAが表示されます。 

申請した日付 申請したポジション 申請したＦＡ額 ステータス 

申請中のステータスは、「Pending」 

マッチングすると、「matching」 

BLOCKCHAINから支払いをする。 

「checking」から「Active」に変わると１日１％スタート。 



06 Position Map ポジション指定の手順 

直接の紹介者（ダウンライン）のポジション指定は、この画面から行います。 
まず、指定したい紹介者（ダウンライン）を選択して、下部のマップの配置したい 
ポジションを選択して「Update」ボタンを押してください。 
 
注意： 
あなたのアップラインが、あなたのポジションを配置していない場合は、ポジション指
定を行うことはできません。アップラインに連絡をして、あなたのポジションを配置す
るように依頼をしてください。 

1. ポジション指定の手順 

    ポジション指定が可能かどうかの確認をする  1 

◆ エラーメッセージ 
 
アップラインが、あなたのポジションを配置してい 
ない場合に、このエラーメッセージが表示されます。 
 
このエラーメッセージが表示されている時は、 
ポジション指定を操作することができません。 
 
この場合、下部のマップにも何も表示されません。 
 
アップラインに連絡をして、あなたのポジションを 
配置するように依頼をしてください。 



    【Step.1】 配置をしたいダウンラインを選択する  2 

◆ 注意！ 
 □ あなたが配置したポジションの下に、アップラインまたはダウンラインの紹介者が 
             配置された場合は、確定となり再配置できなくなります。 

【Step.1】 
配置したい紹介者（ダウンライン）を選択してください。 

未指定のポジション： 選択可能です。 
                                           「Connector」と「 Position」が空白です。 

確定済みのポジション： 再配置できません。 
                あなたのアップラインまたは、ダウンラインに 
                よって２レベル以降に配置された場合は、確定済 
                みとなり再配置できません。 

再配置可能のポジション： 選択可能です。 
                  一度ポジションを指定したが、配置の修正が 
                  可能です。 
                                                   「Connector」と「 Position」に値がセットされて 
                  います。 

【Step.2】マップ上で配置したいポジションを選択する 
に進んでください。 



    【Step.2】 マップ上で配置をしたいパジションを選択する  3 

【Step.2】 
配置したいポジションをblankの中から選択してください。 

選択する 未指定の場合は空白 

選択したポジションがセットされる。 

【Step.3】 「Update」ボタンを押す。 



    【Step.3】  「Update」ボタンを押す  4 

【Step.3】 
「Update」ボタンを押してください。 
 
 
 
 
 
「OK」で完了です。 



1. 本人認証書類をアップロードする 

    本人認証書類の写真を撮影する  1 

     撮影した写真をアップロードする  2 

本人の顔 
 
本人の顔が十分確認できるように撮影してください。 

本人証明書類 
 
パスポートまたは免許証など本人の顔写真がある証明書と一緒に撮影 
してください。証明書書類の顔写真も十分確認できるように撮影してください。 

写真の選択 
 
「参照」ボタンを押して、登録する写真を選択してください。 

【 本人認証書類の提出をする 】 
 

「Change Account」ボタンを 
押してください！ 

【 注意 ! 】 
 

本人認証書類の提出がないと利益や
ボーナスが払われないかもしれません。 

07 本人認証書類の提出 本人認証書類の提出手順 

本人認証書類の提出をする時の手順です。 
ログイン後、左メニューの「Account Profile」を選択して「Account Profile 画面」を 
表示した後の「ID Card」で写真をアップロードします。 



1. One for All All for One にログインしてＴＯＰ画面を表示する 

    ログインをする  1 

     One for All All for One のＴＯＰ画面が表示される  2 

ログインボタン 
 
IDとPasswordと認証文字を入力後、 
押してください。 

PC画面                        スマホ画面 

08 パスワードの変更 ログインパスワードの変更手順 

パスワードの変更をする時の手順です。 
ログイン後、左メニューの「Account Profile」を選択して「Account Profile 画面」を 
表示した後の「Change Password」でパスワードの変更を行います。 



2. Account Profile画面でパスワードを変更する 

    Account Profile画面を表示する。  1 

Account Profile メニュー 
 
メニューの「Account Profile」を押してください。 

▼ Account Profile 画面表示 

PC画面                        スマホ画面 



    パスワードを変更する。  2 

旧パスワード 
現在のパスワードを入力してください。 

新しいパスワード 
新しいパスワードを入力してください。 

新しいパスワード（確認用） 
再度、新しいパスワードを入力してください。 

パスワード変更ボタン 
全て入力後、ボタンを押してください。 
 
＊パスワード変更確認画面へ遷移 



09 お問合せ お問合せの手順 

登録時のメールが届かないなどのトラブルの場合は、あなたの紹介者 
（アップライン）に報告し、紹介者から以下の手順でお問合せをしてもらってください。 

1. お問合せの手順 

    お問合せをする  1 

件名を記入してください 

お問合せの詳細を記入してください 

Submit ボタン 
件名と詳細を記入後、 
「Submit Button」を押してください。 
 
お問合せが送信されます。 


