
エントロペイ操作マニュアル



エントロペイカードの作成方法



エントロペイ登録方法

・まずエントロペイにアクセスします
（https://www.entropay.com/）

・「SIGN UP」をクリックします



エントロペイ登録方法

・SIGN UP画面がこのように表示されるので、
　各項目を入力してください

【用語説明】
First Name ： 名前
Last Name ： 苗字
Email ： メールアドレス
User Name ： ユーザーネーム
Password ： パスワード

【パスワード入力の注意点】
・アルファベットの大文字と小文字、数字、記号を入れて
作成してください。

名前

苗字

メールアドレス

ユーザーネーム

パスワード

例：P  a  s  s  2  0  1  7  -  !
大文字 小文字 数字 記号



エントロペイ登録方法

【用語説明】
Date Of Birth：お誕生日
Country：居住国
Account Currency：エントロペイで使う通貨
→こちらはユーロを選択してください。

・上記の入力が完了したら「CREATE ACCOUNT」をクリックし
登録をクリックしてください。

「CREATE ACCOUNT」をクリックすると、次のCREATE CARDのス
テップに進みます。

日 年月

居住国

アカウント通貨



エントロペイカード作成方法

・「CREATE CARD」をクリックしてカードを作成に進みます。



エントロペイカード作成方法

・こちらにはニックネームを記入します。
これはカードを複数ことができますので、それぞれにニックネームを付け
ることができる機能です。
特に指定がなければ「BET365」で良いと思います。

・ニックネームを記入して、CREATE CARDをクリックしてください。

これでカードを作成することができます。

カードの作成が完了すると。「BET365」というカードが作成され
このような画面になります。
この段階では、まだカー番号は発行されておりません。
入金を完了させるとカード番号が発行されます。

次の手順はカードの発行です。

ニックネーム



エントロペイ　アカウントアップグレード方法



エントロペイには、ユーザーのランクがあります。
BET365に多く入金し、そして出金をするにはアカウントのグレードを「PRO」に

グレードアップをする必要があります。
入金をする前にアカウントを「PRO」にアップグレードをお願いします。



エントロペイ アップグレード方法

・ ログイン後、右上のアイコンをクリックし
　表示された『アップグレード』をクリックしてください



エントロペイ アップグレード方法

・ このような画面が表示されたら
　『アップグレード手続きを開始』をクリックしてください



エントロペイ アップグレード方法

・ 登録したメールアドレスが表示されているので、
　正しいメールアドレスか確認し、
　『コードを送信』をクリックしてください



エントロペイ アップグレード方法

・ 登録されたメールアドレス宛に認証コードが送られてきます。
メールを確認し認証コードをコピーしてください。

次に、コピーした認証コードを、エントロペイの画面の認証コードの欄に貼り付けし
確認をクリックしてください。

※下記のようなメールが届きます。

認証コード→



エントロペイ アップグレード方法

・ メールの認証が完了刷るとステップ１のメール認証にチェックが入り、
完了したことがわかります。

・次はステップ２の住所の認証に進みます。

住所は英語で入力をします。入力の例を参考に記入してください

日本語：東京都港区東麻布1-2-3 麻布ビル1階
英語：Azabu building1 1-2-3 Higashi Azabu Minatoku Tokyo

←106-0044

←Tokyo

←Minatoku 

←Higashi Azabu 1-2-3

←Azabu Building 1



エントロペイ アップグレード方法

・スタンダードにアップグレードされましたと表示されます

・次に『プロアカウントへのアップグレード』を
　クリックしてください 



エントロペイ アップグレード方法

・ステップ1でフルネームの箇所に登録した名前が表示されます

・書類でパスポートを選択してください

・書類をアップロードをクリックして、
　該当する書類をアップロードしてください

・書類の選択が完了したら「送信」をクリックしてください。



エントロペイ アップグレード方法

・書類のアップロードに成功しましたと表示されます。

・次に「ステップ2」をクリックしてください。

画像
イメージ



エントロペイ アップグレード方法

・住所に先ほど入力した住所が表示されます

・書類で運転免許証を選択して、
　書類をアップロードをクリックしてアップロードしてください

・送信をクリックしてください

・これでアップグレードは完了です。

※アップグレードが完了するには数時間〜2日程時間がかかります。完
了するとプロフィールのアイコンをクリックし、
「PRO」になっているかどうか確認をすることができます。



エントロペイ　入金方法
（クレジットカード・デビットカードの場合）



エントロペイ入金方法（銀行振込）

・ エントロペイにログイン後、「カード」をクリックします。



エントロペイ入金方法（銀行振込）

・ 入金をしたいカードを選択します。
この画面では、「BET365」のカードを選択します。

カードを選択すると、そのカードの内容が画面中央に表示されます。

「カード残高を補充」をクリックし次の画面に進みます。

※この段階では、まだカード番号、CVVの表記はありません。



エントロペイ入金方法（カード）

・エントロペイにチャージをする際に使用する
クレジットカード。デビットカードの必要情報を入力してください。

カードナンバー：カード番号
名前：カードの名前（アルファベット表記）
作成月：こちらは記載する必要はありません。
有効期限：カードの有効期限

・必要情報を入力後、「カードを追加」をクリックしてください。

カードナンバー

名前

作成月 作成年

有効期限（月） 有効期限（年）

※作成月・年は記載不要です。



エントロペイ入金方法（カード）

・「クレジットカード／デビットカード」を選択します。

・必要情報を入力します。

CVV
クレジットカードの裏面にあるセキュリティ番号のことです。
こちらの画像を参考にしてください。

金額
一度に入金できる金額は1500ユーロまでです。
それ以上の金額を入金する場合は、同じ作業を複数回繰り返してくださ
い。



エントロペイ入金方法（カード）

・必要情報を入力します。

「お客様のカードは JPY で請求されます。」
請求される通貨のことです。基本的にはJPYで結構です。

1500ユーロでの日本円の合計、そして、手数料が加わった金額が
合計で表示されます。
間違いがなければ「残高補填」をクリックし、入金を確定させてください。



エントロペイ　入金方法
（銀行振り込みの場合）



エントロペイ入金方法（銀行振込）

・ エントロペイにログイン後、。「カード」をクリックします。



エントロペイ入金方法（銀行振込）

・ 入金をしたいカードを選択します。
この画面では、「BET365」のカードを選択します。

カードを選択すると、そのカードの内容が画面中央に表示されます。

「カード残高を補充」をクリックし次の画面に進みます。



エントロペイ入金方法（銀行振込）

・銀行振込でチャージをする場合は、ウォレットを選択します。

ウォレットを選択したら、「ウォレットに資金追加」を
クリックし資金追加に進んでください。



エントロペイ入金方法（銀行振込）

・赤枠の中を下記の通り選択をします。

銀行所在地：日本
銀行名：その他
銀行通貨：ユーロ（€）

・選択が終わりましたら、右枠にある銀行口座へ海外送金を
してください。
資金は通常お客様の Entropay ウォレットに、2～7営業日で着金しま
す。

送金が完了したらダッシュボードへ移動を選択し、
トップページへ戻ってください。

数日後、エントロペイのウォレットに入金され、エントロペイのクレジット
カードに入金をすることができます。



エントロペイからBET365への入金方法



エントロペイからBET365への入金方法

・エントロペイにログインをし、エントロペイのカード情報を確認します。

●ログイン方法
（１）エントロペイのサイトにアクセスをし、
トップページの「SIGN IN」をクリックします。



エントロペイからBET365への入金方法

・エントロペイにログインをし、エントロペイのカード情報を確認します。

●ログイン方法
（１）「SIGN IN」をクリックします。

（２）ユーザー名・パスワードを入力します。

（３）「サインイン」をクリックします。

これでエントロペイにログインをすることができます。



エントロペイからBET365への入金方法

・エントロペイにログインができたら、「カード」をクリックしてください。



エントロペイからBET365への入金方法

・左側の一覧に作成済みのエントロペイバーチャルクレジットカードが一
覧で表示されま。
該当するカードのニックネームを確認しクリックしてください。

ベット365に入金する際に必要な情報は下記の通りです。

カード情報
・カード番号
クレジットカードの番号が数字で表示されています。

・カード名義
アルファベットの表記です。
山田太郎 → T YAMADAのように表記されることもあります。

・CVV
→3桁の番号です。

・有効期限
05／18のように表記されます。
※この場合「月」は05、「年」が18になります。

ご利用可能残高
ここに記載のある金額をBET365にチャージすることができます。
残高が不足している場合は「カード残高を補充」をクリックし、
残高を補充してください。
※補充の方法については「エントロペイ　入金方法」をクリックしてくださ
い。

カード番号

カード名義

cvv 有効期限

カードのニックネーム



エントロペイからBET365への入金方法

・ベット365にアクセスをしログインをします。

●ログインの流れ

（１）ベット365のトップページから「Log In」をクリックします。

（２）ログインID、パスワードを入力し、「Log In」をクリックします。

ログイン ID

パスワード



エントロペイからBET365への入金方法

・ログイン後右上にある顔のアイコンをクリックしてください。
アイコンをクリックするとメニューが展開します。

・メニューの中の「Bank」をクリックしてください。



エントロペイからBET365への入金方法

・Bankのメニューの中にある「Deposit」をクリックしてください。

●エントロペイ情報の入力

Payment Method　→　「Entropay」を選択

Card Number　→　エントロペイのカード番号を入力

Expiry Date　→　エントロペイの有効期限を入力

CArd Security Number　→　エントロペイのCVVを入力

Deposit Amount EUR　→　入金する金額（€）を入力

Offer Code　→　何も記載する必要はありません。

・上記の入力が完了しましたら、Make Depositをクリックしてください。

何も記入しない



エントロペイからBET365への入金方法

・「Deposit Successful」の表記が出たら、チャージ成功です。

※ベット365ではトップ画面の右上に表示されるアイコンの下の数字が
増えて表示されます。

※エントロペイでは、bet365のチャージに使用したカードの残高が減っ
ています。

チャージをした詳細が

ここに表示されます。


