【ChatTee基本操作マニュアル】
はじめに
弊社アプリ（ChatTee）をインストールいただきありがとうございます。こちらでは、弊社アプリの
操作方法をご案内します。
また、弊社アプリは、基本的に『ご自分のウォレットを、ご自分の端末で操作・管理いただく』
と
いう設定のもと設計されております。そのため、１端末あたり新規作成できる・または既にお持ち
のウォレットをインポートできる数には制限があります。
制限回数を超えますと、それ以上のウォレット新規作成及びインポートは出来兼ねますのでご注意
願います。
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1：ChatTeeアプリを始める
ChatTeeのダウンロードはこちら
ChatTee for iPhone

/

ChatTee for Android

【Facebook・Google】アカウントで新規登録
1-1 自身のFacebookまたはGoogleアカウントを同期することで登録可能。
ただし、各アカウントで登録しているメールアドレスが、すでに弊社アプリで登録されてい
る場合は連携はできません。
【Email】で新規登録
1-2 ご友人からの紹介コードをお持ちの方は入力して「次へ」。ない方は「スキップ」
をタップ。
1-3 各
 情報を入力。
・名前
・メールアドレス：
一度TEE-COIN社アプリで登録したことがあるものは使用できません。
・パスワード（＝リカバリーパスワード）
：８文字以上の英数字かつ大文字１文字を含む
・パスワード（確認用）
・電話番号：国識別番号をお住いの国に合わせる。（日本は「＋81」）電話番号は最初の０を抜
いて入力。ここで入力した番号宛に次の画面で認証コードが届きます。
1-4 入力完了後「新規登録」をタップして次へ。
1-5 入力した携帯電話の番号に認証コードが届くので入力。
（国識別番号を正しく設定されていない場合、送信されませんのでご注意ください）

1-1：アプリにログインする（4/26のアップデート後にご登録の方）
右上の「ログイン」より【Facebook・Google・Email】の中から登録した方法に準じたものより
ログインしてください。

1-2：アプリからログアウトする
アプリ上部左のメニュー＞「ログアウト」

1-3：ログアウト時にパスワードを忘れた場合
ログアウト時にリカバリーパスワードが分からなくなった場合は、リカバリーパスワードの
リセットが可能です。

1-4-1 「メールアドレス」にChatTeeにご登録のメールアドレスを入力。
1-4-2 「パスワードお忘れですか？」をタップ。（左図）
今登録されているパスワードがリセットされます。（中央図）
1-4-3 ご登録のメールアドレスにTEE-COINからパスワードリセット用のメールが送信されます。
1-4-4 メールを開き「Reset Your Password」をタップ。（右図）

1-4-5 同じメールアドレス宛に新しいパスワードが送信されます。
1-4-6 緑色枠に表示されている新しいパスワードを使ってアプリでログインが可能です。
1-4-7 ログイン後、ご希望のパスワードへ変更してください。パスワードの変更方法につきまして
は「7-5：パスワードを変更する」をご参照ください。
1-4-8 また、ログイン時にもパスワードを忘れた際リセットすることがが可能です。
「アカウント」＞「セキュリティー」＞「パスワードをお忘れの場合」より上記手順に
従ってください。

2：送金・着金について
2-1：自分のウォレットアドレス/QRコードを相手に伝える

2-1-1 ChatTeeアプリ下部メニューバーの「ウォレット」または、アプリ上
部のTECをタップ。
2-1-2 「受け取る」を選択。（左図）
2-1-3 QRコード下に表示される文字列が自身のウォレットアドレスです。
ウォレットアドレスの下のコピーボタンを押してコピーし、テキスト
で相手に伝えていただくか、相手がQRコードスキャナ機能付きの
ウォレットの場合は、自分のQRコードをスキャンしてもらうことも
可能です。

2-2：送金する
QRコードを読み込んで送金する
2-2-1 ChatTeeアプリ下部メニューバーの「スキャン」または、「ウォレッ
ト」＞
「スキャン」をタップ。
2-2-2 送金相手にQRコードを表示してもらい、QRコードを読み込む。
（送金先のウォレットは弊社アプリで作成したウォレットに限ります。）
2-2-3 数量を入力して次へ。
2-2-4 送金画面で、取引金額（TEC）の内容を確認して「決定」で送金完了。

ウォレットアドレスを入力して送金する
2-2-5
ChatTeeアプリ下部メニューバーの「スキャン」または、「ウォレット」＞「スキャン」
をタップ。
2-2-6
送り先のウォレットアドレスを入力し「次へ」
2-2-7
取引金額を入力して次へ。
2-2-8 送金画面で、取引金額（TEC）の内容を確認して「決定」で送金完了。

2-3：取引履歴を確認する
ChatTeeアプリ下部メニューバーの「ウォレット」＞「最近の取引」または、
アプリ上部左のメ
ニュー＞「通知」をタップ。表示された画面より
取引（トランザクション）の確認ができます。

3：お店を見つける
3-1：コインバック対応店舗を検索
3-1-1
3-1-2

ChatTeeアプリ下部メニューバーの
「コインバック」をタップ。
現在地より、１キロ以内の店舗が表示されます。

3-2：リワード・クーポン
3-2-1
3-2-2

ChatTeeアプリ下部メニューバーの
「使う」をタップ。
現時点で発行されているリワード・クーポンが利用可能です。

4：チップを送る
4-1：チップを送る ※現在中止しております
参考になったレビューや気に入ったレビューには、「チップ」を送りましょう。
4-1-1
4-1-2
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7
4-1-8

「コインバック」よりお店をタップ。
「レビュー」
参考になった、または気に入った投稿の「いいね！」ボタンをタップします。
チップを0〜50で選択し「次」を選択。
チップを確認し「OK」でチップを送ります。
「ありがとうございました！」の画面が出たら送信完了です。
送ったチップの履歴が確認できます。

5：クーポン
5-1：購入済みクーポン
5-1-1 C
 hatTeeアプリ下部メニューバーの「ウォレット」をタップします。
5-1-2 M
 yウォレットより「クーポン」＞マイクーポンの「購入クーポン」よりご購入頂いたクーポ
ンの確認が可能です。

5-2：期限切れ・引き換え済みクーポンを確認する
5-2-1 C
 hatTeeアプリ下部メニューバーの「ウォレット」をタップします。
5-2-2 M
 yウォレットより「クーポン」＞マイクーポンの「引き換え済み・期限切れ」より使用済み
クーポンの確認が可能です。

6：各種設定について
6-1：ユーザー情報を確認・変更する
ユーザー名・登録メールアドレスを確認できます。
6-1-1 ア
 プリ上部左のメニュー＞「アカウント」より「お名前・生年月日・性別」の情報を確認・
更新が可能です。
※メールアドレスの変更希望の際はサポートメールよりご連絡下さい。
※電話番号の登録・変更について
+65 9326 6308宛に下記2点をメッセージに入力し、ご連絡ください。
①現在ChatTeeに登録しているメールアドレス②上記メールアドレスに紐づくウォレットアドレス

6-2：シークレットキーを確認・コピーする
シークレットキーは、ユーザー様ご自身での管理になりますので厳重に保管してください。
ログイン後であれば、ご自分で確認可能です。

6-2-1 ア
 プリ上部左のメニュー＞「セキュリティー」＞「シークレットキー」＞パスワードの入力
し、シークレットキーを確認。
「シークレットキーをコピー」でテキストコピーしたのち、安全な場所にペーストして必ず
保管してください。

6-3：パスワードを変更する
パスワードは、弊社アプリで新規登録の際に設定し、ログインに必要な、８文字以上の半角英数
字かつ大文字１文字以上を含んだ文字列です。
6-3-1 ア
 プリ上部左のメニュー＞「セキュリティー」＞「パスワード変更」から、現在のパスワー
ドを入力。
6-3-2 新しいパスワードを入力＞「更新」

6-4：パスワードを忘れた場合
パスワードをお忘れの際、新しいパスワードを設定していただけます。
※8文字以上の半角英数字かつ大文字１文字以上を含んだもの
・
アプリにログインしている場合
6-4-1
アプリ上部左のメニュー＞「セキュリティー」＞
「パスワードをお忘れの場合」＞認証コー
ドを取得＞メールに届いた認証コード入力＞新しいパスワードを設定。
なお、3回失敗した場合、後ほどやり直していただく必要があります。

・アプリからログアウトしている場合
6-4-2
1-3：ログアウト時にパスワードを忘れた場合こちらをご参照ください。
6-5：支払い上限を設定する
TEE-coinを使用する際に、１回で支払えるTEE-coinの上限を設定します。
6-5-1
6-5-2

アプリ上部左のメニュー＞「セキュリティー」
＞「支払い上限設定」パスワードを入力。
（ここでのパスワードは、ウォレットの作成・インポート時と同じパスワードです。）
支払い上限設定と最大金額を設定。
支払い上限設定：オンにすると、1回の支払いでのTEE-coin数量が100TEC以上を超える場
合に入力を求められます。
最大金額設定：支払い時の最大金額を設定。
「最大」の数字部分をタップ＞パスワード入力＞最大値を設定

6-6：言語を切り替える
弊社アプリは、英語・ベトネム語・日本語・中国語（簡体字/繁体字）に対応しています。
6-6-1

アプリ上部左のメニュー＞「言語変更」＞言語を選択

7：用語集
あ/ か/ さ/ た/ な/ は/ ま/ や/ ら/ わ
あ行
暗号通貨

あんごうつうか

デジタル通貨の一種で紙幣のように形は存在しない。発行・
管理は開発者によって行われ、特定の仮想コミュニティのメ
ンバー間で使用される。仮想通貨と同意。

インポート

いんぽーと

保有しているウォレットを取り込み、扱えるようにするこ

と。
ウォレット

うぉれっと

暗号通貨を管理・保有する”お財布”。銀行でいう銀行口座。

ウォレットアドレス

うぉれっと
あどれす

ウォレットを示す文字列。銀行でいう口座番号。

ウォレットメールア
ドレス

うぉれっとめー
るあどれす

弊社アプリにてウォレットを作成、または弊社アプリへウォ
レットをインポートする際にウォレットごとに紐づけて登録
するメールアドレス。アプリ内で確認可能。→ 2-1へ

仮想通貨

かそうつうか

デジタル通貨の一種で紙幣のように形は存在しない。発行・
管理は開発者によって行われ、特定の仮想コミュニティのメ
ンバー間で使用される。暗号通貨。

QRコード

きゅーあーる
こーど

バーコードのように読み取ることで情報を受け取ったりでき
る。弊社アプリでは自分のウォレットアドレスを示すQR
コードを用意。読み込みだと手入力やコピー＆ペーストなど
の作業を省くことができる。

しーくれっと
きー

１ウォレットにつき１つ付与され、ウォレットを管理するた
めの鍵（文字列）。保有しているトークンやコインを操作す
ることができる。アプリ内で確認・コピーすることができ
る。→ 6-2へ

チップ機能0

ちっぷきのう

いいレビューへチップとしてTEE-coinを送る機能

ChatTee

ちゃってぃー

暗号通貨TEE-coinを活用したレビュー・クーポンアプリ。

ChatTee Review

ちゃってぃーれ
びゅー

TEE-COIN社レビューサイト。

通貨記号

つうかきごう

通貨の名前を短く表記するために用いられる記号。

TEC

てぃーいーしー

TEE-coinの通貨単位。また、TEE-coinの通貨記号。

TEE-Walletアプリ

てぃーうぉれっ
とあぷり

TEE-coinを保有・管理するためのウォレットアプリ。
ChatTeeアプリに同じ機能が含まれているため、2019年9月
現在、開発を休止している。

TEE-coin

てぃーこいん

TEE-COIN社発行の暗号通貨。

トラスト

とらすと

ウォレットで特定のコインやトークンを扱えるように登録す
ること。

トランザクション

とらんざくしょ
ん

送金・着金・統合などブロックチェーン上の取引や処理のこ
と。

パスワード

ぱすわーど

弊社アプリにログインする際に設定する。情報変更などに必
要。変更も可能。→ 6-3 へ

Public Key

ぱぶりっくきー

ウォレットアドレスのこと。

か行

さ行
シークレットキー

た行

な行
は行

プラットフォーム

ま行
や行
ら行
わ行

ぷらっとふぉー
む

アプリケーションが動作する環境を指す。ハードウェアの場
合はコンピューター自体、ソフトウェアの場合はOSのこ
と。

