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当社は、プールマイニング（マイニングマシンの販売・運用代行）およびクラウドマイニングを提供しています。

1 Bitmain社
Antiminerシリーズ

2 MicroBT社
WhatsMinerシリーズ

ASICの世界シェアNo1、No2メーカー

ビットコインが生まれた2009年当初には、一般的なパソコンのCPUでマイニングが行われていました。
しかし2010年の終わりからGPU（画像処理装置）を使用した採掘が始まり、2012年にASIC （マイニング専用
コンピュータ）が開発されてきました。現在ではマイニング参加者が増え難易度も上がり、ビットコインのマ
イニングではASICを使用したマイニングが主流となっております。

当社では、ASICの世界シェアNo1,No2の製品を販売できる権利を得ており、クラウドマイニングのサービスで
も最新のマシンを利用しています。

ASICは暗号資産（仮想通貨）に合わせて作られているため、購入する際には何をマイニングするかによって購
入する機器を選定する必要があります。また暗号資産（仮想通貨）によっては定期的にマイニングのアルゴリ
ズム（処理方法）が変更される場合があるため、変更が多い暗号資産（仮想通貨）にはASICは向きません。







https://www.mempool.com/en/
https://www.mempool.com/en/


https://bitcoinassociation.net/ja/bitcoin-association-announces-bitcoin-sv-technical-standards-committee/
https://bitcoinassociation.net/ja/bitcoin-association-announces-bitcoin-sv-technical-standards-committee/
https://bitcoinassociation.net/ja/bitcoin-association-announces-bitcoin-sv-technical-standards-committee/




ビットコインは新規発行が21万ブロック毎に“半減期”というマイニング報酬が半分になる時期をむかえます。
計算上は約4年に1度半減期が訪れます。
直近のBTC半減期は2020年5月12日に迎え、現在の1ブロック当りの報酬額は6.25BTCとなっています。

過去のケースでは、BTC半減期を迎えた後、一定期間をおいて価値が上昇しています。
ビットコインは総発行総数が決まっており、一定ブロックのマイニング毎に報酬を
半分に減らすことでBTCの希少価値が高まり、価格が上昇の要因になっています。

半減期1回目：2012年11月28日
半減期2回目：2016年7月9日
半減期3回目：2020年5月12日

1回目の半減期からBTC価格は12.5ドルから647ドルになり約50倍を記録
2回目の半減期以降価格は647ドルから最高は約30倍の19,200ドルまで上昇

今回、2020年5月12日に3回目の半減期を迎え、今までの傾向であれば、1年後の2021年夏頃までに
ビットコインの価値が過去最高価を更新し上昇することが想定されます。
（注意：今後の価格上昇を保証するものではありません）

なお、ビットコインSV(BSV)についても、2020年4月10日に1回目の半減期を迎えています。BSVもBTCと連動した価格の
動きを見せているため、2021年夏までに価値上昇が見込まれます。
ビットコインは1回目の半減期後に50倍にも価値が上がっているため、BSVについての期待が高まっています。



半減期後の価格推移:（１回目）2012.11.28

第1回半減期
2012年11月28日
12.5ドル

第2回半減期
2016年7月9日
647ドル
約50倍に上昇

ピークは約1年後
2013年11月5日
1,137ドル
約91倍に上昇

一回目の半減期からの価格推移。ピークは約９１倍に上昇！



半減期後の価格推移

第2回半減期
2016年7月9日
647ドル

ピークは約1年5か月後
2017年12月
19,200ドル
前回半減期から約30倍に上昇

２回目の半減期からの価格推移。ピークは約３０倍に上昇！
今年５月の３回目半減期を迎え、今後の価格上昇に期待が高まります！！

半減期後の価格推移:（2回目）2016.7.9



2020年からのビットコイン価格の推移
（Cointelegraph 2021.4.14 １ビットコイン＝700万円超え!!）

1年で約６倍に上昇！

https://www.coindeskjapan.com/85335/
https://www.coindeskjapan.com/85335/




ご契約・お客様サポート窓口

香港・Hash Future Ltd.

中国：福州博泉网络科技有限公司

マイニングファーム（mempool）

マイニングサービス提供元





プラン名 新エントリープランV2 新スタンダードプランV9 新ゴールドプランV9

ハッシュパワー 10TH/s（保証)

※１TH/s（1秒間に１兆回のハッシュ

演算する能力）

30TH/s（保証) 50TH/s（保証)

契約日数 365日間（稼働保証) 600日間(稼働保証) 600日間(稼働保証)

料金 16.5万円(税込）

（契約期間内の電気代・管理費含む）

58.3万円(税込）

（契約期間内の電気代・管理費含む）

SOLD OUT

マイニングコイン BTCとBSVのAI自動切替 BTCとBSVのAI自動切替 BTCとBSVのAI自動切替

特約 ・ハッシュパワー 保証(*1)

・稼働日数保証(*2)

※プリペイド式マスターカード付与

(別途申請要)(*3)

・ハッシュパワー 保証

・稼働日数保証

・プリペイド式マスターカード付与

(別途申請要)

・ハッシュパワー 保証

・稼働日数保証

・プリペイド式マスターカード付与

(別途申請要)

*1 ハッシュパワー 保証とは、通常同一型式のマシンであっても性能にバラツキがありますが、当社は契約したハッシュパワーのバラツキが無い
よう保証します。

*2 通常契約期間は日付で決めますが、当社は、マイニング施設が法定点検などで数日停止をする必要があった場合、その停止期間分の日数を
延長し、実稼働日数を保証するものです。

*3 プリペイド式マスターカードは契約の方全員にプレゼント。(お一人様一枚限り）





新スタンダードV9プラン マイニング収益（実例）

＜利回りの試算＞2021.5.6時点

1日のマイニング量:0.00017BTC前後

1BTC＝630万円で試算すると
1日の収益
0.00017✖️630万円=1,071円/日

1ヶ月間の収益
1,071円✖️30日＝32,130円/月

投資元本（新スタンダードV9）
：58.3万円(税込)

月の利回り
32,100円÷583,000円＝0.055

月利：約5.5%

※利回りはマイニング量と価格が日々変動する
ため、あくまでも参考数値となります。



サービス開始までの流れ
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クラウドマイニングは専門的な知識は一切不要で、
ご契約後はマイニングサービス開始設定は全て当社にお任せで開始可能です。
契約からサービス開始まで約3日間。初期費用以外、契約期間中の電気代や管理費等追加費用は一切ありません。



特典 プリペイド式マスターカード
クラウドマイニング キャンペーン特典として、全てのプランご契約の方全員に

プリペイド式マスターカード（販売価格３万円相当）をプレゼント！【お一人様一枚限り】

マイニング報酬として獲得したコインは、日本の暗号資産取引所にて日本円に両替できますが、当社のマイニングサービスを

ご契約いただいてるお客様には、マイニングして得た報酬（BTC・BSV）を両替してカードに日本円でチャージするサービスを提供。

＜マスターカードへのチャージ手順＞

① マイニングしたコインをユーザページからカードへチャージ申請

② 申請されたBTCまたはBSVを日本円に両替し、お客様のプリペイド式マスターカードに送金

（もちろん、現金をカードにチャージすることも可能です。）

③ カード内にチャージされた残高及び利用履歴をカード管理アプリで確認できます。

カードにチャージされた残高分は、世界中のマスターカード取扱店でショッピング可能。

また、日本のコンビニ等のATMから現金（日本円）の引き出しも可能。

※海外カード発行のため本人確認（KYC認証）が厳しくなっています。パスポート及び住所確認ができる身分証明証等が必要となります。



プリペイド式カードの利用手数料について
プリペイド式MasterCard(JPY) 手数料

香港ドル(HKD)でチャージ(入金)手数料 チャージ金額の0.3%＋当日レートでの両替手数料

日本円(JPY)でチャージ(入金)手数料 チャージ金額の2.2%

日本円でカード決済する場合の手数料 無料

日本円以外でカード決済する場合の手数料 MasterCard規程の各通貨両替レート手数料が発生

ATM引き出し手数料※1 引き出し金額の1.5%

ATM残高照会※2 5HKD (約70円)

アプリ内残高照会※2 無料

少額取引手数料※3 4HKD (約60円)
毎月最初の3回は手数料無料

カード申請時最低チャージ(入金)金額 10,000円以上

年会費(カード有効期限：2年) 3,500円(税込)

カード更新及び再発行費用/枚 33,000円(税込)

※1 取引金額が50HKD（約700円）以下の場合、50HKD相当の手数料が発生します。

※2 ATMでの残高照会では5HKD（約70円）相当の手数料が発生しますので、スマホアプリ内での残高照会(無料)をおすすめします。

※3 150円以下の少額取引の場合に手数料がかかります。

※4 カード出金上限：40,000HKD/日、100,000HKD/月(但し、引き出しを行うATMにより１回の引き出し金額が制限されています）

※5 カードの有効期限は2年間となります。

※ 本手数料は2021年1月21日現在の手数料です。手数料の改定があった場合はご連絡します。



マイページ（管理画面）

契約後にお伝えするURLへアクセスいただければ、専用ページが表示されます。

メニューとしては以下があります。
・トップページ（現在表示されているページ）
・マイニングプラン
・ご注文状態
・ユーザページ
・マイウォレット
・ご契約の電話番号※1

※１ユーザ情報の設定メニュー



マイニングプラン

メニューの「マイニングプラン」を選択いただくと以下画面が表示されます。

各プランの内容及び
在庫状況が確認できます。

なお追加注文については
こちらからも可能です。



ご注文状態

メニューの「ご注文状態」を選択いただくと、ご契約頂いた契約セットの
ステータスがご確認いただけます。



ユーザページ

・BTC、BSVの理想収益
・本日8時時点でのレート※１

・昨日のマイニング収益
・累計残高（収益）
・契約内容のサマリ※２

※１「もっと」を選択すると
7日間、30日間、一年間の
レートをグラフで表示可能です。

※２ BTC出金、BSV出金にて
ウォレットへ出金を行います。
なお出金には申請後審査の上、
翌営業日までにウォレットへ
出金されます。
※カードへのチャージも可能

メニューの「ユーザページ」を選択いただくと以下画面が表示されます。



マイウォレット

メニューの「マイウォレット」を選択いただくとDotWalletに推移します。

「ユーザページ」で出金
するとDotWalletにコイン
が出金されます。

DotWalletから他取引所や
他ウォレットに送金可能。

また、マイニングコインを
別通貨（BTC/BSV/ETH)に
SWAP（両替）機能を提供。



当社のクラウドマイニングサービスについては、サービス開始からご好評につき
お客様へご提供させていただくハッシュパワーの在庫が少なくなってきております。

ハッシュパワーの在庫が切れた場合にはマシンの調達等の準備が必要になりなすので、
数ヶ月お待ちいただく場合もあります。
なるべくお早めにご検討いただきますようお願いいたします。

ご注文の方は下記URLからお申し込みください。
https://cloud-mining.jp/order/

ご不明点やご相談されたいことがございましたら、お問い合わせフォームまたは
メールよりご連絡ください。

Web：https://cloud-mining.jp/ 

Mail：info@cloud-mining.jp HASH FUTURE 株式会社 マイニングサポート宛

※日本での窓口について
2021年4月より、（株）ウッズ・コーポレーションから分社化したHASH FUTURE 株式会社へ
事業を移管しております。

https://cloud-mining.jp/order/
https://cloud-mining.jp/
mailto:info@cloud-mining.jp



