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運用編１ 対象通貨 

◆対象通貨は以下となります。 
 

   ・PLUS （プラス） 

   ・ETH （イーサリアム） 

   ・BTC （ビットコイン）   

   ・LTC （ライトコイン） 

   ・DOGE （ドージ） 

   ・BCH （ビットコインキャッシュ） 

   ・XRP （リップル） 

   ・DASH （ダッシュ） 

   ・EOS （イオス） 



運用編２ 運用のルール 

◆最低運用金額：$500以上/1銘柄 （約5.5万円） 

   ※単体通貨で500ドル必要  

       ○ BTC 600ドル    

       × BTC 300ドル 、ETH  200ドル、 合計500ドル 

   ※運用を始めた時から通貨の価値が下がり、500ドル以下になっても 

     運用は継続されます。 

 

◆上限運用金額：$50000まで/全銘柄合計） （約550万円） 

   ※最高運用金額の場合は「保有暗号通貨の累計」で5万ドル  

   ※運用を始めた時の金額が5万ドルでその後、通貨の価値が上昇しても 

     解約にはなりません。 

・以前は運用に上限金額がありませんでした。しかし５万ドルの上限を設けました。  

 これは資産家がより資産を増やすのではなく、沢山の方にこのウォレットを 

 使ってもらうことに価値があるからです。  

 ポンジスキームの会社であればこの様な上限は設けません。 

 



運用編３ 入金方法 

※ETH入金時の例 

1.入金する銘柄の選択 

2.「転入」をクリック 

3.QRコード読み取りもしくは「アドレスをコピーする」をタップ 

4.その他の取引所またはウォレットから送金をする 

※運用の最低金額は「＄500/1銘柄」となりますので、＄500以上を送金します。 

 ※日本円で約55000円以上の価値となります。 

資産 相場 取引 私 
転出 両替 転入 

アドレスをコピーする 

※注意※ 

1.BCHを送金する際には、アドレスの前について
いる「bitcoincash:」の文字は削除する。 

 

2.XRPを送金する際にラベル記入の要求がある
時は、 「111111」を記入する。 



運用編４ 運用の設定方法 

※ETH運用時の例 1.右下の「私」をタップ 

2.右上の「AI-Dog」をタップ 

3.入金銘柄のタブをクリック 

4.「送金数量」の入力 

5.「取引パスワード」の入力 

※運用の最低金額は「＄500/1銘柄」となりますので、ご注意ください。 

私  資産 相場 取引 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 



運用編５ 運用資金の確認 

※ETH運用時の例 ・資産の運用(アービトラージ)が開始すると、 

「開いていない」が「開いている」に変わる。 

・「開いている」をタップすると運用額が表示。 

 

※運用の最低金額は「＄500/1銘柄」となりますので、ご注意ください。 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いている 

PLUSとしてもらった利
息分が反映されます。 

現在、運用している数
量が確認できます。 



運用編６ 運用について 

◆配当は翌日16時～24時に確認ができます。 

   ※ 日により配当時間は異なります。 

 

◆日利約0.3％ (月利約10％) 

 

◆配当は全てプラストークンで受取り、それはいつでもETHに換金できます。 

                                      （手数料0.2％） 

   ※ プラストークンの価格も常に変動しています。 

 

◆複利運用が可能な通貨は現在「ETH」のみとなっています。 

 
※現在、運用しているETHはイーサリアムハードフォークされる 

  場合は対象になります。 

  運用を止める必要なく、そのままでも対象になります。  



運用編７ ウォレット総資産の確認方法 

・資産ページへ移動します。 
※機種により表示が異なる場合があります。 

 

・ウォレットの総資産をドル表示で確認できます。 
※現在、AI-DOGに預けて運用している資産はここへは表示されません。  



運用編８ 収益の確認方法 

 

●総収益・・・1日のトータル配当 
 

●PLUSリアルタイム価格・・・ドルに換算した時の1PLUSあたりの価格 
 

●仲間総値・・・自分のアフィリエイトでの利用者がAI-DOGで運用している総額 
 

●本日のスマート収益・・・AI-DOGで運用している自己資金に対する毎日の配当 
     ※「本日のスマート収益」をタップすると、過去7日分の報酬が表示されます。 
 

●本日のリンク収益・・・アフィリエイト報酬 
     ※「本日のリンク収益」をタップすると、過去7日分の報酬が表示されます。 
 

●本日の管理マージン・・・アフィリエイトの基準を達成することによる報酬 
     ※「本日の管理マージン」をタップすると、過去7日分の報酬が表示されます。 
 

●本日取引料の口銭・・・PSEX取引所手数料分配 

     ※アフィリエイト実績があり、300PLUS以上保有者は申請可能 
 

●本日の鉱業収入・・・マイニング報酬 
     ※アフィリエイト実績があり、300PLUS以上保有者は申請可能 

1.右下の「私」をクリック 

2.「収益」をクリック 



運用編９-１ 複利で運用する方法１ 

資産 相場 取引 私 
両替 転出 転入 

提出 提出 

まずは配当の「PLUS」を「ETH」に交換します。 

1.「PLUS」をクリック 

2.「両替」をクリック 

3.「交換数量・取引パスワード」を入力 ※交換後のレートは自動表示される 

4.「提出」をクリック 

次の画面で、交換後の数量が画面のTOPに表示されます。 



運用編９-２ 複利で運用する方法２ 

1.「私」をクリック 

2.「AI-Dog」をクリック 

3.「開いている」をクリック 

開いていない 

開いている 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

開いていない 

私 取引 相場 資産 



運用編９-３ 複利で運用する方法３ 

1.「追加する数量」を入力（PLUSからETHに変更した数量） 
2.「取引パスワード」を入力 

次の画面で、追加した数量が反映されます。 

この作業で、トップページのウォレットから、 AI-Dogの運用へ通貨が移動します。 



運用編１０-１ 顔認証の設定方法１ (2018/11/26公開) 

1. 「私」をクリック 

2.「システム設置」をクリック 

3.「実名認証」をクリック 

4.「未承認」をクリック 





運用編１０-２ 顔認証の設定方法２ (2018/11/26公開) 

1.区号：日本の方は「81」のまま 

2.名前：提出する証明書と同じように入力※ 

  パスポート： 登録はローマ字で、パスポートの表記通り記入 

  免許証： 登録は漢字で、免許証の表記通り記入 

  マイナンバー： 登録は漢字で、マイナンバーの表記通り記入 

3.証明書番号：身分証のID番号を入力 

4.音声の指示に従って顔認証の開始 

5.「提出」をクリックして完了 

◆提出する証明書の優先順位は 

・パスポート 

・運転免許証 

・マイナンバー 

上記となっております。また入力する氏名は、証明
書と同一になるように入力する必要があります。  

  

＜2018年11月28日＞ 

運営元より、将来的に3.0verへアップデート予定
ですので、資産の損失リスクを回避するため、『必
ず正しい証明書番号・お名前をご入力ください。』
とアナウンスされています。 



運用編１１ 出金について 

◆運用している暗号通貨は24時間365日 いつでも解約可能   

解約手数料   

・28日以内  時価総額の5％（12日分の利息）   

・28日以降  時価総額の1％（3日分の利息）  

    解約までに時間がかかる運用もあるがプラストークンなら直ぐに出金可能  

    AI-Dogから運用を解約することで、ウォレットに対象の通貨が戻ります。 

 

◆出金手数料  

• PLUSコインを送金する場合 送金手数料無料  

• その他のコインを送金する場合は 0.3 PLUS コインが必要  
※PLUSコインを全て両替してしまうと外部ウォレットに送金できなくなるので注意が必要 

※何度も外部ウォレットに出金実績があります。 

 

◆外部のウォレットに送金する際は 随時『顔認証』が必要  

◆PLUSウォレット間の送金の場合は 顔認証必要なし 



運用編１２-１ 出金方法１ 

1.「資産」をクリック 

2.出金銘柄の選択 

3.「転出」をクリック 

4.出金先アドレス・数量・取引パスワードの入力 

5.「提出」をクリック 

※ETHの出金例 



運用編１２-２ 出金方法２ 

1.「確定」をクリック 

2.音声の指示に従って顔認証を実施して完了 

※ETHの出金例 

【顔認証の実行】 
 ※2018/11/26より追加 



運用編１３-１ よくある質問１ 

・【AI-Dogに通貨を入れて運用を始めたら、トップ画面の総資産が0になってしまいました。 

  私の通貨はどこにいってしまったんでしょうか？】 
 

AI-Dogに入れた通貨は、AI-Dog内で運用に使われていますので、トップ画面には表示されなくなりますが、AI-Dogを解除すると、
またトップ画面のウォレットに戻ってきます。 

 

・【配当時間が遅くなることがありますが、大丈夫ですか？】 
 

ウォレットと取引プラットフォームのデータを更新しているため、収益の支給が遅れることがありますが、収益には影響しません
のでご安心ください。 

 

・【プラストークンの受け取りETHアドレスが表示されず送金できません。 

  どうすれば良いですか？】 
 

一度プラストークンアプリを削除後、再度インストールし直してみてください。 

受け取りQRコードが表示できるようになっているはずです。 

 

・【XRPがプラストークンウォレットに着金しません。なぜですか？】 
 

宛先タグに「111111」を入力しているか確認してください。 

また、XRPの枚数が20枚以上か確認してください。最低20枚以上でしか送金できません。 



運用編１３-２ よくある質問２ 

・【初めての報酬が入りましたが少し多い気がします。なぜですか？】 
 

初回報酬時のみボーナスが出ています。ボーナス額は上限5万円までの間でランダムに決定されます。 

初回ボーナス額は「Candy」の部分で確認できます。 

 

・【自分のAI-Dogの真ん中に表示されているPLUS数の意味は何ですか？】 
 

あなたの運用しているAI-Dog額に対する配当の合計PLUS数です。 

 

・【出金ができません。原因は何が考えられますか？】 
 

出金するには0.3PLUSが手数料として必要です。PLUS残高は足りているか確認してください。 

 

・【ウォレットを作っている人が死亡したら、資産は親族に移行できますか？】 
 

親族からカスタマーサポートに連絡し、親族関係、血縁関係証明書等、 

必要書類を提出すれば、30日以内に手続きされます。 



運用編１３-３ よくある質問３ 

・【AI-DOGで運用しているものから、一部取り出しは可能ですか？】 
 

一部取り出しはできません。一部取り出しされる場合は、AI-DOGをOFFにしてから再度必要な数量をAI-DOGで運用します。 

 

・【AI-DOGに資産を追加した場合は、解約時の日数カウントはいつからですか？】 
 

AI-DOGに追加するたびにその日から手数料のカウントが始まりますので、複利運用をしている場合は気を付けて下さい。 

 

  ◆ 運用解約時の手数料 ◆ 

       運用開始または、追加日より28日以内：5％ 

       運用開始または、追加日より29日以降：1％ 

 

・【旧姓記載の身分証明証の場合でも実名登録できますか？】 
 

期限内の身分証明証であれば可能です。身分証明証通りの記載で登録して下さい。 

 

・【プラストークンのアプリにログインできなくなりましたが、何が原因ですか？】 
 

アプリのバージョンは頻繁に更新されていますので、アプリの入れ直しが必要な場合があります。 

最新のダウンロードリンクを紹介者に確認して、現在のアプリを削除後に再度入れ直して下さい。 

※ iPhone の場合、「appを検証できません」等のメッセージが出る場合も同様に、 

   アプリ削除後に最新版を入れ直しが必要となります。 

 

 

 

 


