
ECOPAYZの口座作成方法 
2016年 9月よりカスタマ―サポートに日本語サポートが新設されました。 日本語での質問も大丈夫です。 

ecoPayzの紹介ページはこちら 

最新の動向やサービスの詳しい内容は、上記の紹介ページで詳細に説明していますので、作成時に疑問点

が出た時や、作成後の ECOPAYZの情報の確認に目を通して戴く様お願いします。 

 

本マニュアルは必要な手続きのみを説明したものです。 

すぐに口座作成をしたい方は、こちらの手順に従って手続きを進めて下さい。 

利用する手続き 

EcoPayz(ECO)のアカウント作成方法 → 

アカウントのアップグレード方法 1 → アカウントのアップグレード方法 2  

→ 必要書類のアップロード方法  

 

ログイン方法は 

ログイン方法 

Ecopayzへの入金方法と、カジノへの入金方法は 

ローカル銀行による入金方法  

 

→ Ecoアカウントからカジノへの入金方法  

 

カジノからの出金方法と、Ecopayzからの出金方法は 

 

→  カジノから Ecoアカウントへの出金方法 

 

→ Ecoアカウントから銀行口座に振込で出金（銀行送金する場合） 

 

をご覧ください 

 

 

 

https://easy-casino-online.com/ecopayz.html
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EcoPayz(ECO)のアカウント作成方法 

Ecopayzの HPにアクセスして必要な情報を入力してます。 

Ecopayzの登録画面はこちら 

日本語画面は画面下部にある国旗を押して日本国旗を選びます 

 

画面に以下の情報を入力していきます 

 

User name (ユーザー名） 

ユーザーネームを任意の文字列で 6文字以上で決めます。既に使われている場合はエラーが出

ますので別の物を再度決めて下さい。 

何も表示が出なければ OKで利用出来るという事です。 

数字とアルファベット（半角英数小文字）が使えます。 

 

https://secure.ecopayz.com/Registration.aspx?_atc=gke15defxom4fylcameb85omw


Email address（Eメールアドレス） 

パソコンで利用しているメールアドレスを入力します。（フリーメールは使わないでください。） 

ここで登録したメールアドレスは質問をする時や届け出をする時に、このメールアドレスから送

信しますので注意して下さい。 

 

Password（パスワード） 

半角英数で 7文字以上で大文字を含めても大丈夫です。 

 

Confirm password（パスワードを確認） 

Password で入力した同じ文字列を入力します。 

 

Country of residence（国） 

Japan を選びます。 

 

Language（言語） 

Country of residence のその下の言語選択では English を選びます 

 

Currency（通貨） 

ecopayz での口座使用通貨を選びます。USD-US Dollarsをお勧めします。 

 

 

姓名に関しての注意；必ずクレジットカードと同じ表記にしてください 

 

 



First name （名前） 

名を入力します 例）山本太郎→Taro 

 

Last Name（姓） 

姓を入力します 例）山本太郎→Yamamoto 

 

Birth day（誕生日） 

生年月日の日に該当する数字を選びます 

 

Birth Month（誕生月） 

生年月日の月に該当するアルファベットを選びます 

JAN→1月、FEB→2月、MAR→3月、APR→4月、MAY→5月、JUN→6月、 

JUL→7月、 

AUG→8月、SEP→9月、OCT→10月、NOV→11月、DEC→12月 

 

Birth year（誕生年） 

西暦で表示されますので自分の年の 4桁の数字を選んでください 

 

Street（通り） 

住所の区市郡以降の地番を除いた住所を入力します。 

例 東京都 中央区 銀座 20-20-20 → Ginza 

 

Building（ビル名/ビル番号） 

地番を入れます。 

（アパートやマンション等にお住まいの方は必ず身分証明書の表記に従ってください。 

マンションやアパートの名前が書いてある時は、マンションやアパートの名前も書く、省

略されている場合は省略して書く） 

（Streetの項目にまとめて入力し、Buildingの項目を空欄にすると、エラーになるので、

この例の様に分けて入力してください） 

例 東京都 中央区 銀座 20-20-20 → 20-20-20 

 

Region（都道府県） 

日本では無記入で OKです（Town/City（市町村名）に一緒に書きます） 

 

Town/City（市町村名） 



住所の区市郡を入れます 

例 東京都 中央区 銀座 20-20-20 → Chuo-ku/Tokyo 

Postal Code（郵便番号） 

郵便番号をハイフンを含めて入力します 

例 111-1111 → 111-1111 

 

 

Phone（電話） 

左に＋81が選ばれているのを確認して、先頭数字の 0を抜いた番号を入力します。携帯電

話でも可 

例 03-0000-1234 → 300001234 

 

 

Enter Captcha here（ここに CAPTCHA を入力） 

左に 6桁の数字が表示されていますのでその数字を入力します。見えずらい場合は矢印を

押すと数字が変わります 

 

「By clicking "Create account" you agree to the PSI-pay Teams of Use and Exception Warning.」は、 

口座を作成した時点で PSI-pay Teams of Useと Exception Warningに同意した事になります。 

 

PSI-pay Teams of Useと Exception Warningをクリックしてみて下さいという意味です。 

（日本語表示では、「アカウントを作成」する事で PST-Pay利用規約と例外警告に同意します。となって

います） 

 

「PSI-Pay Terms of Use」が、（サービス、口座、カード、バーチャルカードの）利用規約に、 

「Exception Warning」が警告になりますので目を通してください。英語になります。 

翻訳は Google Chromeの翻訳機能が便利です。 

 

最後に Create Account（アカウントの作成）を押すと必要事項は入力完了です。 

(この段階でアカウントは出来ています。次のステップを途中で止めて Go Backを押して中止した場合も

同様です。再度手続きをしない（二重にアカウントを作らない）様に気を付けて下さい。） 

 

先頭へ戻る 



ログイン方法 

Ecopayzの HPはこちらから 

 

トップ画面の Login（ログイン）を押すとログイン画面になります。 

 

User name で登録したユーザーネームを、 

Password で登録したパスワードを入力してください。 

その後にログインのボタンを押してください。 

Ecopayz の HPをブックマークをしておく事をお勧めします。 

 

先頭へ戻る 

https://www.ecopayz.com/ja-jp/ecopayz?_atc=gke15defxom4fylcameb85omw


アカウントのアップグレードの方法 1                       

（セキュリティーの質問の設定＋登録したメールの検証） 

英語画面で説明していますが、ボタンを押す位置や、行う手続きは同じです。 

 

ecoアカウントにログインして、表示されるメニュー項目のManage my account（アカウ

ントの管理）の Free Upgrade（無料アップグレード）をクリックします。 

中段にある「To qualify for the upgrade, you must update your ecoAccount infomation」

の項目にある、 

「Setup security question」と「Verify your e-mail address」をそれぞれクリックして手

続きをします。 

 

 

 



「Setup security question」でセキュリティーの質問に答えます。 

 

Password 

Passwordに登録時に設定したパスワードを入力します。 

 

 

http://easy-casino-online.com/img7/ecopayzloginA7-3-1.jpg
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Choose a security question 

必ず質問と答えを書き留めておき、忘れないようにしてください。 

Choose a security question で選択肢の中から質問を選びます。 

質問には以下の物が有ります。 

 

What is your father's middle name? 

あなたの父親のミドルネームは何ですか？ 

 

What is your mother's maiden name? 

あなたの母親の旧姓は何ですか？ 

 

What is favorite pastime? 

あなたのお気に入りの遊戯（娯楽）はなんですか？ 

 

What is your favorite sports? 

あなたの好きなスポーツは何ですか？ 

 

What is your favorite sports teams? 

あなたの好きなスポーツチームはどこですか？ 

 

what make was your first car or bike? 

あなたの最初の車やバイクはどこのメーカー製ですか？ 

 

What is your pet's name? 

あなたのペットの名前は？ 

 

（ミドルネームは日本では使われていませんので、他の物から 1つを選び下さい。） 

 

Answer to security questionに半角英数のアルファベットもしくは英語を使って答えを入

力します。 

 

入力した後、Updateボタンを押します。 

 

 

 



「Verify your e-mail address」で登録したメールの検証作業をします。 

 

「Verify your e-mail address」 

「Verify your e-mail address」を押すと「登録した○○のアドレス宛てに確認メールを送

ります。」とポップ画面が出ますので、 

Send verification e-mailのボタンを押します。 

 

 

するとメールボックスに送信した旨のメッセージがポップウインドウで出ますので OKを押して閉じた後

メールを確認してください。 

http://easy-casino-online.com/img7/ecopayzloginA7-1.jpg
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「Verify your email」のボタンを押します。 

メールを確認すると検証用のメールが ecoPayz から送られてきますので、メールの中にある「Verify your 

email」のボタンを押します。 

 

Continueを押します。 

ボタンを押した後プラウザが起動し、検証が成功した旨のメッセージが出ますので Continueを押します。 

http://easy-casino-online.com/img7/ecopayzloginA7-4-3.jpg
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この作業を終えると「Setup security question」と「Verify your e-mail address」にチェ

ックボックスにチェックが付き、 

Manage my accountの Free UpgradeのページにあるUpgrade nowのボタンが押せるよ

うになりますので押してください。 

 

 

 

先頭へ戻る 
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アカウントのアップグレードの方法 2（書類の作成とアップロード） 

Upgrade nowのボタンを押すと提出する証明書の説明が出ます。 

必要な身分証明書をアップロードもしくはメール添付で送信して EcoPayzに提出します。 

引越をして転居先での手続きが未だの方は早急に済ませて書類を取得してください。 

 

 

証明書はリスト Aで 1 つ、リスト Bで 1 つの、計 2 つの物が必要です。

 

 

http://easy-casino-online.com/img7/ecopayzloginA7-5-1.jpg
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リスト Aの中から 1 つ（写真付き身分証明書） 

パスポート 

写真と生年月日とパスポート番号が分かる様に画像を作成 

政府発行の IDカード 

マイナンバーカード、住基カードが対応していると思います。 

ただし番号も隠さず全部写して画像を作成しないといけない為にマイナンバーカードの利用は難しいと思

います。 

写真付き住基カードをお持ちの方のみ、写真と番号を写るように画像を作成して下さい。 

運転免許証の裏表 

写真、生年月日、免許証番号、有効期限を写るように画像を作成。 

 

 

リスト Bの中から 1 つ（発行が送付時より 3 か月以内の物） 

公共料金請求書（ガス、水道、電気、固定電話の請求書など） 

自分の名前、自分の住所、発行日付、発行機関名と発行印（もしくはロゴ）が有る物 

銀行の取引明細書 

自分の名前、自分の住所、発行日付、発行機関名と発行印（もしくはロゴ）が有る物 

住民票 

自分の名前、自分の住所、発行日付、発行機関名と発行印（もしくはロゴ）が有る物 

 

 

 



作成上の注意 

リスト Aの書類はスマートフォンかデジカメで作成し、 

リスト Bはコンビニのスキャンサービスを活用して下さい。 

コンビニのスキャンサービスを利用する時は、作成する住民票か公共料金請求書と、 

USBメモリーを一緒に持って行ってください。 

 

 

リスト Aの身分証明書は特に高解像度の物が求められます。 

スマートフォンかデジカメあるいは自宅にスキャナーをお持ちの方はそれで、 

画像のファイルサイズが 1MB以上になる様に、 

解像度を 600dpiで設定して jpg形式で撮影して下さい。 

審査基準以下の状態だと送付した画像が却下されて、 

改めて解像度を上げて再送信する様に連絡が来る場合もあります。 

 

リスト B の身分証明書は、 

スマートフォンかデジカメあるいは自宅にスキャナーをお持ちの方は 

600dpiでカラーの設定で、 

セブンイレブンのスキャンサービスを用いる場合は jpg、カラー、400dpiで設定して読み取ってください。 

必ず四隅が欠けないように文字が鮮明に映る様に作成して、 

有効期限内の物を用意して下さい。 

オンラインのスクリーンショット（画面をキャプチャーしたもの)は認められません。 

Jpeg形式、Jpg形式、pdf形式の何れかで作成して下さい。 

全てが揃ったら、画像を PCにアップして送信できる状態にしておいてください 

 

画像に名前を付ける時は 

作成したら相手に分かりやすい名前（例えば、パスポートであれば、passport.jpg、政府発行の IDカード

であれば、Government-issued_ID_card.jpg、免許証でしたら、表面を driving_license_front.jpg 、 裏

面を driving_license_back.jpg 、住民票であれば、Certificate_of_residence.jpg、公共料金の請求書で

あれば utility_bills.jpg、 公共料金の請求書が葉書形態であれば、住所の書かれている表面を

utility_bills_front.jpg 、裏面を utility_bills_back.jpg、 銀行の取引明細書であれば、

Bank_of_statement.jpg)を付けておき、 USBケーブルを使うか、携帯メールに添付して Eメールアド

レスに送るなりして、PCに入れておきます。 

先頭へ戻る 

 



必要書類のアップロードの方法 

メールから送る方法と、フォームを利用して送る方法と 2つから選べます。

 

フォームで送る場合 

フォームで送る場合は、Upload scans of your documents now にチェックを入れてから、 

List Aと List Bそれぞれで Selectを押して、開くメニューが出ますので、 

ファイルを指定した後に「開く」を押してください。 

この作業で、PCに予め入れておいた指定された証明書類を送ります。
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メールで送る場合 

メールで送る場合は、Email documents later にチェックを入れてから Continueを押し、 

次の画面でメールアドレスの表示と確認文章が出ますので Continueを押します。 

その後に Customersupport@ecopayz.com 宛てに登録したメールアドレスから送ります。 

この作業で、PCに予め入れておいた指定された証明書類を添付します。 

 

何れかの作業が終わり、書類をアップロードした後、次に出てくる画面で Continueを押すと口座情報の

画面に移動します。 

 

先頭へ戻る 
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クレジットカードもしくはデビットカードによる入金方法 

VISA Incの利用規制によりクレジットカードでの入金方法が難しくなっています。ローカル銀行からの

入金方法もしくは仮想通貨による入金方法をご利用ください 

メニューの Fund my account(アカウントの入金）の Deposit（入金）から、Credit/Debitcard（クレジ

ット/デビットカード）を選んでクリックします。登録したクレジットカードより入金が出来ます。 

 

Account to be credited（入金先アカウント） 

Account to be credited（入金先アカウント）で入金する口座 IDが表示されます。複数のサブアカウント

を持っている方は、どのアカウントに入金するかを指定します。 

Enter amount（金額を入力） 

Enter amount（金額を入力）で幾ら入金するかを決めます。Minの額は入金できる最低入金額です 

 



deposit amount available at this time（この時点で利用可能な金額） 

deposit amount available at this time（この時点で利用可能な金額）は２週間内で入金出来る合計額が

表示されます。 

Card Scurity code（カードのセキュリティコード）  

Card Scurity code（カードのセキュリティコード）でカード裏面の末尾 3 桁の番号（3桁しかない場合は

3 桁の番号）を入力します。 

 

Continue（続行）を押す 



Continueを押すとカード情報や入金額の書かれた確認画面が出ます。金額を訂正したい場合は Go back

を、それでいい場合は Continue（続行）を押してください。 

 

カード会社に問い合わせを行っている処理中の画面です 



 

認証サービスを利用している場合は認証画面が出てきますので、認証用パスワードを入力します。 

 

認証が成功すると成功した旨のメッセージが出ます。Go My Account（マイアカウントに移動）を押すと

Account（アカウント）画面に行きます。 

先頭へ戻る 

 



ローカル銀行からの入金（国内金融機関の口座への振込で入金できます） 

国内銀行への指定口座に送金するだけで入金出来る新しい現地銀行の預金オプションが導入されました。米ドル

の ecoPayzアカウントを指定すれば必要な日本円の額を振り込むだけで自動的に米ドルが入金できます。 

注意； この預金オプションは他社の決済会社でも採用されています。決済会社会社毎に、また ecoPayzでも入

金先のアカウントの決済通貨毎に、振込先の口座番号は異なります。極力、金融機関の振込取引履歴の口座番

号情報を利用して振込せずに、入金手続き時に表示される口座番号等の必要情報を毎回必ず確認して振込をし

てください。振込先口座番号をお間違いない様にお気を付けください。 

 

為替変換手数料の節約をする事も出来ます 

外貨のアカウントへ直接入金する場合に掛かる為替変換手数料の節約をする事も出来ます。その場合は、

ecoPayzで新しい現地銀行の預金オプション送金用の日本円のサブアカウントを作成し、送金先にそのサブアカ

ウントを指定して入金手続きして、ecoPayzのメニューの資金移動で、カジノの通貨のアカウント（米ドルであれば

米ドル用のアカウント）に、資金移動します。 

複数の通貨で管理できるサブアカウント（サブ口座）の作成方法と、アカウント間の資金移動方法は、こちらをご覧

ください 

ローカル銀行からの入金方法（Wire Pay） 

①ecoPayzにログイン後、左メニューの「資金を入金」を選び、ローカル入金方法タブをクリックします。Wire Pay

での作業になります 

https://easy-casino-online.com/ecopayz.html#023
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Wire Payが表示されていない場合はオプションを変更を押し、Wire Payをクリックしてください 

 

②入金するアカウントで、入金先のアカウントを選び、金額に最低以上の入金額を入力し、続行を押します。 
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③振込に必要な情報が表示されます。振込先口座番号はお客様専用決済口座になりますので、自分の名前(日

本語で名前だけで大丈夫です。例、山田太郎の場合→ヤマダタロウ）で、その口座へ「金額」の額を振り込めば送

金は完了します。 

入金から ecoAccountへのチャージの所要時間は、銀行送金完了後、1営業日が掛かります。(土日や祝祭日に

手続きした場合は、銀行の手続きが休日空けになりますので、その分日数が掛かります） 

この国内銀行の指定金融機関の口座番号は ecoPayzアカウントの使用通貨により異なりますので注意してくださ

い。 

 

ecoPayz入金先アカウントが外貨の時の注意 

注意 1； ecoPayz入金先アカウントが外貨の時の指定金額は通貨換算手数料込みの金額で、振込手続が完了

すると、自動的に指定アカウントの使用通貨に変換されて、希望する入金額が入金されますが、為替相場が大きく

変動している場合はその影響を受け、希望する入金額より、多く入金されたり、少なく入金されたりする事も有りま

す。 

注意 2； ecoPayz入金先アカウントが外貨の場合は、請求金額は銭単位で表示されます。銭単位を切り上げた

日本円の金額を振り込んでください。（例；11606.59JPY→11607円） 

入金手続き時の適用為替レートについてはこちらをお読みください 

https://easy-casino-online.com/ecopayz.html#1234
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ecoPayzからの入金完了メールについて 

ecoPayzからの入金完了メールは手数料を含んだ金額で表示されます。アカウントには手数料を差し引かれた金

額が入金されますので注意してください。日本円の場合は 10000円を入金手続きした例で、米ドルの場合は 100

ドルを入金手続きした例です。 

ecoPayz入金先アカウントが日本円の場合 

画像例では手数料 500円を含む 10500円がアカウントに振り込まれた事が連絡されます 

 

ecoPayz入金先アカウントが米ドルの場合 

画像例では手数料 4.99 ドルを含む 104.72 ドルがアカウントに振り込まれた事が連絡されます 

 

入金完了メールが届いた後のアカウントの入金履歴 

入金完了メールが届いた後のアカウントの入金履歴の表示です。手数料が引かれてアカウントに入金されている

事に注意してください。（リニューアル前の画面ですが、内容は同じですので、金額のみを参考にしてください） 
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ecoPayz入金先アカウントが日本円の場合 

画像例では入金された 10500円の内、500円が手数料として差し引かれ、10000円が入金されました 

 

ecoPayz入金先アカウントが米ドルの場合 

画像例では入金された 104.72 ドルの内、4.99 ドルが手数料として差し引かれ、99.73 ドルが入金されました。「ア

カウントに 2.72 ドルが残っていたため、102.45 ドルの残高になっています」（取引開始時から取引完了時まで、ド

ル円レートが円高方向に動いていた為、100 ドルで入金手続きしても実際には 99.73 ドルと少なく入金された事に

注意してください） 

 

 

 

 

先頭に戻る 
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仮想通貨預金による入金方法(Alternative currency deposit) 

仮想通貨預金による入金方法で 

3種の仮想通貨（Bitcoin、Litecoin、Dogecoin）の内１つを選んで入金をします。 

Go coin社のプラットフォームを利用し、仮想通貨で入金します。 

 

以下の３種類の仮想通貨（Bitcoin、Litecoin、Dogecoin）が取引に利用出来ます。 

 

Account to be credited（入金先アカウント）で入金する口座 IDが表示されます。 

複数のサブアカウントを持っている方は、どのアカウントに入金するかを指定します。 

Available balance（利用可能残高）が表示されますので残高を確認してください。 

Enter amount（金額を入力）で幾ら入金するかを決めますMinが最低入金額です。 

Deposit amount available at this time（この時点で利用可能な入金額）が上限の入金金額です。 

設定し終わったら Continue（続行）を押します 
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Go coinを使いますという表示が出ます。手数料は無料です。確認したら Continue（続行）を押します 

 

 

送金額の金額の確認表示がでますので確認したら Continue（続行）を押します 

 

利用する仮想通貨の種類を指定し Payを押すと Go coin社のプラットフォームが出ますの

で画面に沿って手続きします。 

先頭へ戻る 
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国際振込送金入金(International Bank Deposit) 

国際振込送金は海外にある Ecopayzの名義人の銀行口座に直接送金し、ECOアカウントに入金します 

 

IMPORTANT INFORMATION 

Should you decide to deposit funds in a different currency to your ecoAccount, the funds will be converted 

based on the current day's exchange rate. 

あなたが ecoAccountで設定した使用通貨と異なる通貨で資金を入金した場合は、入金した通貨が当日の為替レ

ートに基づいて変換されて口座に入金されます。 

海外にある Ecopayzの名義人の銀行口座への送金方法 

アカウント情報の確認、利用可能残高の確認、入金する通貨の選択をします 

金額と入金先アカウントと通貨を指定 

メニューの資金を追加から国際銀行送金を選びます。入金するアカウントで入金先アカウント、入金通貨を選択で

通貨を選びます。 

http://easy-casino-online.com/img11/ecopayz-2018-new-accoun-gamen-2-3.jpg


 

入金先銀行の表示 

ecoPayz名義の海外の入金先の金融機関が表示されます。2行あります。 

1つ目はイギリスの銀行の LLOYDS BANK (Swift; LOYDGB2L)と、2つ目はスロバキアのネットバンク Trust 

Pay,a.s. (Swift; TPAYSKBX)です。同じ銀行でも送金する通貨により口座番号や IBANコードが異なりますのでご

注意ください。(日本円、米ドル、ユーロ、英ポンド等の通貨に対応しています） 

LLOYDS BANK(ロイズ バンキング グループ) 

Trust Pay,a.s. 

 

2つ目は Trust Pay,a.s.の銀行情報は画面下にあります。 

https://www.lloydsbank.com/
https://www.trustpay.eu/
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国際振込送金入金利用時の注意 

入金する時に、必ずご自分のアカウントの 10桁の口座 ID（reference number）を送金人欄に名前の後に書いてく

ださい。。 

LLOYDS BANKを利用する時は、Swiftコード(LOYDGB2L)と IBANコードの他に、Sortコード(30-92-38) も書い

てください。Sort Codeは英国にある銀行の全本支店に付与された 6桁のコードで、英国の銀行への仕向送金時

に必ず必要になります。 

Print Previewで印刷プレビューを出した後に印刷する事も、Email as pdfで登録したメールアドレスに送る事も出

来ます。 

 

 

 

 

先頭へ戻る 
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国際銀行振込送金による出金方法 

自分の日本の銀行口座へ送金して貰うという出金オプションもあります。 

ここでは ECOPAYZの送金手続き画面の利用方法を説明しています。 

 

Ecopayz では、出金時に銀行確認書類の提出は必要ありません。サイトの手続きフォームに必要事項を入

力するだけで送金できます。 

 

国際銀行振込送金による出金方法の詳細はこちら 

 

メニューの「出費と引き出し」（Choose a withdraw method）の「引き出し」をクリックすると引き出

し方法の概要が表示されます。ここで送金に関わる日数や送金手数料、そして送金限度額などが表示され

ますので確認してください 

銀行口座の情報を登録するには、引き出し方法の画面にある「引き出し」をクリックします。 

 

https://easy-casino-online.com/ecopayz.html#018


銀行口座の登録をします 

自分名義の銀行口座のみ出金が出来ます。他名義の銀行口座には出金出来ませんので注意してください。 

最初に引き出し先の自分の銀行口座の情報を登録します。 

 

 

 



銀行口座の詳細を入力をします 

受取人名、銀行口座番号/IBAN、通貨、支店コード、コルレス銀行の各項目に必要事項を選択あるいは入

力します 

 

受取人名 

受取人名は自動で Ecopayz で登録した自分の名前が表示されます。 

銀行口座番号/IBAN 

銀行口座番号/IBAN では、自分の銀行口座番号を入力します。 

記入例、「AccountNumber,XXXXXXXX」AccountNumber の文字も区切る為の「,」も必ず入力してく

ださい。 

注意；日本の金融機関には IBAN 番号はありません。Ecopayz の HPでは、次の画面でこの IBAN 番号

で金融機関名が自動入力される様になっていますが、日本では対応していない為に、次の画面でエラー表

示が出ますが、必要な情報を追加入力する事で手続きが出来ます。 



通貨 

送金する通貨を選びます。日本円をお選びください。（Ecopayzで利用している通貨ではありません）外

貨預金をご利用の方はその他の通貨が選べます。 

選択例、送金先銀行口座で利用している通貨が日本円の場合は、JPYを選択 

支店コード 

引き出し先の自分の銀行口座の支店番号を入力してください。 

記入例、「Branch Code (XXX)」Branch Codeの文字も区切る為の括弧も必ず入力してください。 

コルレス銀行 

送金時に中継銀行が有る場合は銀行名と Swiftコードを入力してください。（金融機関で指定がない場合

は記入しなくても大丈夫です） 

記入例、住信 SBIネット銀行への円送金の場合は、みずほ銀行を使います。Mizuho Bank Linited (Swift 

Bic: MHCBJPJT)です。記入する場合は括弧でくくり、コルレス銀行の Swiftコードを入力してください。

（送金する通貨により経由するコルレス銀行が違う場合もあります。その場合は送金するアカウントの口

座使用通貨を指定してください。）

 

 



続行を押します 

入力したら内容を確認した後に「続行」ボタンを押します。 

ハイライトされた項目を追加入力をします 

前述した様に日本の金融機関には IBAN 番号はありませんのでエラー表示になります。ハイライトされた

項目（受取銀行名）、（銀行所在地）、（Swift/ABA コード）に必要な情報を入力します。 

 

受取銀行名 

英文表記の金融機関名を入力します 

銀行所在地 



英文表記の金融機関の住所を入力します。郵便番号や都道府県名、地番やビル名など出来るだけ詳細に入

力してください。 

Swift/ABAコード 

金融機関の Swiftコードを入力します 

 

続行を押します 

入力したら内容を確認した後に「続行」ボタンを押します。 

 

 

 



確認画面が出ます 

確認画面が出ますので入力した内容に間違いがないか確認し、正しければ「確認」を押します。間違って

いる場合は「戻る修正」ボタンを押して間違い箇所を修正します。 

 

 

完了画面 

登録が完了すると完了画面が出ます。すぐに出金する場合は続行を押すと引き出し手続きが出来ます。そ

の場合は強制的にログアウトされ、ログイン画面が表示されますので再度ログインし直してください。ロ

グイン後、すぐに出金画面が表示されます。 

登録だけの場合はその他のメニューをクリックして他の画面に行くか、ログアウトしてください。 



 

銀行口座への出金手続き 

ログイン後、メニューの「出費と引き出し」（Choose a withdraw method）の「引き出し」をクリック

すると出金手続き画面になります。「出金」を押すと出金手続き画面になります。出金時には、出金額＋

出金手数料の金額が差し引かれますので注意してください。 

画面例の様に Ecopayz の出金先のアカウントが、日本円以外の通貨でも、引き出し手続きをする事が出

来ますが、日本円のサブアカウントを作り、一旦そのアカウントに資金移動してから、そのサブアカウン

トを指定して手続きをすることをお勧めします。Ecopayzの通貨変換手数料が節約できます。 

サブアカウントについてはこちらをお読みください 



 

出金手続き画面で出金に必要な情報を入力します。 



 

アカウント番号 

出金先のアカウント番号を指定します。サブアカウントを利用の方は出金先の Ecopayzのアカウントを指

定してください。サブアカウントを利用していない方はアカウント番号が合っているかを確認してくださ

い。 

利用可能残高 

現在の口座残高が表示されます。出金額＋手数料分の口座残高が有るかを確認してください。 

金額 

出金額を指定します。 



手数料 

出金する際に必要な手数料が表示されます。 

銀行口座情報 

登録した出金先の銀行口座情報が表示されます。 

続行を押します 

入力したら内容を確認した後に「続行」ボタンを押します。 

確認画面が出ますので表示を確認します。保留中のバランスの欄に引き出される額（出金額＋出金手数料）

が表示されますので確認してください。正しければ「確認」ボタンを押します。すると完了の表示が出て

出金手続きが完了します。Ecopayz側の出金の処理に 3 営業日、資金が銀行口座に着金するのが 5 営業日

ほど掛かります 

 

 

 

 

 

 

 

 

先頭へ戻る 

 



Ecoアカウントからカジノへの入金方法 

ウィリアムヒルカジノクラブの画面例ですが、カジノ各社とも流れは同じです。 

 

カジノの入金画面で Eco のバナーを押すと、カジノへの入金額を指定する画面が出てきますので入金額を

指定します。 

http://easy-casino-online.com/img7/whccecodepositA1.jpg


 

EcoPayzの認証画面になりますので、Ecopayz で登録したユーザーネームとパスワードを入力後、Login

を押します。 
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EcoPayz の確認画面です。 

Marchant information 

そのカジノの取引ナンバーとカジノの取引名が表示されます。 

Cloent Information 

Account Numberで Ecopayzの登録した口座 ID、 

Available Balance に Ecopayzの現在の口座残高、 

Amountはカジノへの入金額、 

Your account number at the merchantに Ecopayzの取引番号が表示されます。 

口座残高を見て入金しても大丈夫であれば、Submitを押して下さい。 

 

 

Submitを押した場合はそのまま入金完了になり、カジノ側で無事入金された旨のメッセージが出ます。 

先頭へ戻る 
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Eco アカウントの残高が足りず、一旦 Eco アカウントに入金してから利用する場合 

Ecopayzの口座残高が足りず入金したい場合は、前の確認画面で Add Fundsを押します。Cancelを押す

と入金金額の指定画面に戻ります。 

 

 

 

Add Fundsを押した場合は Ecopayzでの入金手続きが始まります。 

表示されているカード名をクリックすると、Ecopayzの入金画面が開きます。 

入金の手続きをしてください。Back to trasfer money to merchantを押すと前の EcoPayz

の認証画面に戻ります。 

先頭へ戻る 
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カジノから Ecoアカウントへの出金方法 

ベラジョンカジノで出金した時の画面例ですが、カジノ各社とも、出金方法やルールは同じです。 

プレイした資金の入金手段で Ecoを利用していないと出金に利用できません。 

同じ Ecoアカウントでも、プレイした資金の入金手段で利用した口座 ID以外へは出金出

来ませんので注意して下さい。 

 

カジノの出金画面で Eco のバナーを押すと、カジノから出金額を指定する画面が出てきますので出金額を

指定します。 

 

①、出金メニューにアクセスして Eco を選びます。 

②［金額を入力してください（通貨は USD）］の項目で、出金する金額を入力してください 

③［以前に使用した口座を選択してください］の項目で、入金に利用した EcoPayzのアカウント IDが選

ばれているか確認してください。 

④出金するボタンを押します。 
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カジノからの出金は身分証明書の提出が必要です。 

ベラジョンカジノからの出金は身分証明書が先に提出出来ます。 

身分証明書の提出は予め済ませて置く事をお勧めします。 

（カジノによって初めて出金手続きをする時点で提出するところもあります。） 

ボーナスを受け取った方は、必ずボーナス条件金額を全額プレイしてクリアしてから出金して下さい。 

ボーナスを受け取っていない方も入金分の金額以上をプレイしてから出金して下さい。 

先頭へ戻る 
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サブアカウント（サブ口座）について 

Eco 口座開設時に設定した口座（メインアカウント）の他に、サブアカウント（サブ口座）を作

る事が出来ます。 

サブアカウントではメインアカウントとは別の通貨を設定し利用することが出来ます。 

サイトへの入金や送金（Eco の取引 IDを持っている法人のサイトへの入金や送金）でメインア

カウントの設定通貨とは違う通貨でやりとりする場合に、 

その通貨でサブ口座を設定して有る場合は、手続き時にそのサブアカウントを指定すれば、為替

手数料は掛かりませんので便利です。シルバー以上の会員全てがこのサービスを受けられます。 

サブアカウント（サブ口座）の作成方法 

サブアカウント開設方法は、メニューの「Manage my account」（アカウントの管理）から「add Currency 

Account」（通貨アカウントを追加）をクリックします。 

 

「new ecoAccount Infomation」の画面になりますので、「Account Name」で任意の管理しやすい名前

を付けます。 

（例；SubAccount1）「Account Currency」でサブ口座で利用する通貨を設定します。 

通貨は、メインアカウントで使用している通貨を除く 45通貨の中から 1 つを選びます。 
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最後に「Create」を押すと確認画面が出ますので、表示を確認後、「Confirm」を押せばサブアカウント

完成です。 

複数の通貨でアカウントを作りたい時はこの作業を繰り返します。 

 

先頭へ戻る 
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口座内のアカウント間の資金移動方法 

口座内のアカウント間の資金移動は、メニューの「Transfer money」（送金）から「Between your Accounts」

（アカウント間）をクリックします。 

 

「Sender information」で、どのアカウントから資金を移動するかを設定します。 

Account number でどのアカウントからを指定、 

Available transfer amount でアカウント残高を表示、 

Amount you want to send で幾ら移動するかを決めます。 

「Beneficiary information」で、どのアカウントに資金を移動するかを設定します。 

One of my accountでどのアカウントに、を決めます。 
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Add a short message は任意で、取引管理しやすい様に名前やメッセージを入れる事も出来ます。 

Continueを押すと確認画面になります。 

 

全画面で入力した情報と適用レートで変換した通貨が表示されますのでそれでよければ Confirmを訂正す

る場合は Go Back & amend を押します。 

表示項目は、From Accountでどのアカウントから移動するか、Amountで移動する際にアカウントから

幾ら差し引かれるのか、 

Beneficiary accountでどのアカウントに移動するか、Amount to be credited が移動先のアカウントに

幾ら入金されるか、です。 

先頭へ戻る 
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