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TLCを受け取るためには、MEWウォレットが必要です。MEWウォレットはスマートフォン（iPhone、
Android）で使うことのできるアプリです。まずは、ご自身のスマートフォンにインストールしましょう。

スマートフォン（iPhone、Android）を使用して、下のQRコードを
スキャンし、MEWウォレットアプリのダウンロード画面へ飛びます。
QRコードを使わない場合は、お使いの携帯電話の下記のリンクから
直接移動するか、iPhoneは「App Store」、Androidは「Google 
Play」から「MEW wallet]と検索してください。

すると、アプリを入手する画面に飛ぶので、入手ボタンを押して、
ダウンロード及びインストールします。

iOS
https://itunes.apple.com/app/id1464614025

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myetherwallet.mewwallet
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MEWウォレットアプリ（モバイルウォレット）
 をインストールする

MEWウォレットアプリをインストールする

モバイルウォレットを作成する

作成したウォレットのバックアップ

STEP 4 ウォレットの確認方法

STEP 5 秘密鍵の確認方法

P1

※画像は iPhoneの画面

MEWウォレット作成手順　概要

MEWウォレット 作成・確認手順
（マイイーサウォレット）

HOW TO RECEIVE 

MEW インスト
ール

MEWウォレット作成時、Androidスマートフォンの方は、Androidの設定
から文字サイズ 「中」 以下にしてから登録を行ってください。文字が大きい
と秘密鍵の表示が切れる可能性があります。

Androidスマートフォンの方は必ず確認お願いします
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STEP2
インストールが完了したら、
MEWウォレットアプリを開き、
[Create a free wallet]をクリッ
クします。

安全上のヒントを読み [Create 
a wallet]をクリックします。
※下記の日本語は翻訳文です。参考にお読
みください。（実際は英語）

モバイルウォレットを作成する

1 2

自動で文字が流れていき、
[Finish]をクリックすると完了
です。

Face ID（又は指紋認証）を使える
スマートフォンの場合は、Face ID
を登録できます。[Enable Face 
ID]をクリックします。※スキップも可

6 5

ウォレットをスマートフォンと照
合して使用するためPIN（パス
ワード）を作成します。好きな番
号を入力してください。

3

再度、同じPIN（パスワード）番号
入力します。大事なパスワードで
すので、紙に書いて保管してお
いてください。

4

常にバックアップを行い、バック
アップを安全に保ちましょう。

もし貴方がウォレットのバックアップ情報
を紛失した場合、誰も（ＭＥＷforceで
さえ）それを回復することはできず、
貴方はウォレットに保管している資産を
すべて失うことになります。

常にすべてをダブルチェックす
ることを心掛けましょう。

貴方が自分の資産を間違ったアドレスに
送付した場合、誰もその資産を取り戻し
たり回復することはできないため、貴方
はその資産をすべて失うことになります。

フィッシングや詐欺には注意し
てください。

仮に誰かが貴方に信じられないぐらい
晴らしい話を持ち掛けてきたら、それは
詐欺でしょう。

ご自分の身の安全を守ってください。
～MEWチーム

P2
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STEP3 作成したウォレットのバックアップ
バックアップを促す小窓が出てき
たら［Backup now］をクリック、
バックアップ画面に切り替わり
［Back up now］をクリックします。

秘密鍵を作成します。
[Start]をクリックします。1 2

ホーム画面では、Push通知を
するか聞かれるときがあります。
[Turn on noti�cations]→日
本語で［許可］をクリックでプッ
シュ通知を受け取れます。

確認が終わると、［Done］をク
リックし、完了です。秘密鍵はと
ても大事な情報です。なくさない
ように保管しておいてください。

6 5

これはとても大事な秘密鍵になり
ます。24個の番号と英単語が表示
されるので、この用紙５ページ目の
メモ欄か紙に書いてください。書
けたら[Next]をクリックします。

3

きちんとメモしたか確認の問題
が出ます。メモを元に数字に合っ
た英単語をクリックしてくだ
さい。全て答えたら［Finish］を
クリックしください。

4

秘密鍵は、スマホの機種変更、MEMウォレットを移動するなどで再インストールが必要になったときに必要になり、この情報を失うと、ウォレットを元
に戻すことはできなくなります。秘密鍵は、バックアップ時にしか表示されません。必ず全ての数字と単語をメモし、大事に保管しておいてください。

P3

※スクリーンショット不可
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STEP4 ウォレットの確認方法
MEWウォレットで自分のウォレットを確認してみましょう。

P4

[Receive]を押すことで、
自分のウォレットアドレスを
確認できます。

[Copy]を押すと、ウォレッ
トアドレスがコピーされ、そ
れを任意の場所に貼り付け
ることができます。

TLCの送付申請をされてい
ない方は、ウォレットアドレ
スをコピーし、TLC送付申
請フォームに貼り付けて申
請してください。

ウォレットアドレス確認

「My Main account」と書
かれたボックスの真ん中あ
たりを押すと、TLCの送付
が完了していると、受け取っ
たTLCの数量を確認できま
す。 

「True Life Coin」と 書 か
れており、その下にTLCの
枚数が表示されています。

TLCの送付確認

表示設定を確認してください！
Android（アンドロイド）スマートフォンで、MEWウォレット
アプリで秘密鍵バックアップをする際に、フォント（文字）サイズ
を標準より大きくされている場合に、24単語の秘密鍵がすべて
表示されずに途切れることがあります。

秘密鍵はウォレットを削除さえしていなければ、再度確認する
ことができます。今一度、スマートフォンの設定でフォント
サイズを「小・中（標準）」または、スライダー形式の場合は
小さい方から1つ目、2つ目に変更、表示サイズを「デフォルト
（標準）」にし、メモした秘密鍵とMEWウォレットに表示されて
いる秘密鍵が正しいかどうかご確認ください。

※iPhone版は問題を確認されていませんが、秘密鍵がご自身
のメモと相違がないか確認してください。

ご確認ください！Androidスマートフォン（iPhone以外）をお使いの方

フォントサイズ：小、中（標準）
表示サイズ：デフォルト（標準）

秘密鍵を確認
する際の設定



免責事項：機密情報を他の人と共有しないこと、およびこの情報を常に安全に保つことが義務付けられています。各TLCの保有者は自分でTLCのリクエストを完了する
必要があります。TLCの紛失について当社は一切の責任を負いません。当社がお客様のTLCをMEW Walletに開放すると当社ではTLCの管理をすることができなく
なるため、すべての責任から免除されます。お客様がTLCトークン購入からの全ての保有TLCを排他的第三者ウォレットであるMEW Walletに移転することで、
Sparkle株式会社、ユニグローバル・ホールディングス株式会社、お客様を含む独立した全当事者間に以後、一切の債務は生じないことに同意することとします。
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STEP5 秘密鍵の確認方法
秘密鍵は、メモしたものと間違っていないでしょうか？ 今一度、秘密鍵の確認をしましょう。

MEWウォレットの最初の画面で、
下へスクロールし「Settings 
and support」を押します。

次の画面で、[View my recovery 
phrase]を押します。すると、
顔認証やPINコードを聞かれる
ので認証します。

1 2 秘密鍵を確認することができます。
今一度、メモした秘密鍵と間違い
がないか確認してください。終わっ
たら、[Close]で閉じます。

3

P5

ご不明な点は、Eメール

tech@truelifecoin.com まで

秘密鍵とPIN(パスワード )は必ずメモを
秘密鍵は、スマホの機種変更、MEMウォレットを移動するなど
で再インストールが必要になったときに必要になり、この情報
を失うと、ウォレットを元に戻すことはできなくなります。必ず
全ての数字と単語をメモし、大事に保管しておいてください。

秘密鍵は復元のときにしか聞かれません
もし、Webサイトやメールなどで秘密鍵を聞いてくるようなこ
とがあれば、詐欺を疑ってください。秘密鍵（recovery 
phrase）は、復元のときにしか使用しません。復元以外で秘密
鍵を聞いてきても、絶対に入力及び教えないでください。秘密
鍵を教えるということは、財布を渡すということです。

注意事項

Close

秘密鍵メモ欄
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