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登録はココから 

ハッシュフレア 

 

ハッシュフレアはハッシュコインズという暗号通貨採掘のエキスパート集団が立ち上

げたクラウドマイニングサービスです。このハッシュコインズはビットコインネットワーク

の立ち上げにも携わった、言わば暗号通貨のプロ中のプロ！ 

誰でも簡単に採掘ができるような仕組みがクラウドマイニングです。 

クラウドマイニングではビットコインなどの暗号通貨採掘を行うハードウェア(大型サー

バー)を有する大規模なデーターセンターを電気代の安い国で構築し、データセンター

の計算処理能力(ハッシュパワー)を売り分けることで利益を得ます。 

ハッシュフレアのオフィスは北ヨーロッパのエストニアにあり、クラウドマイニングの世

界では老舗の部類に入ります。 

なかなか聞きなれない国ですが、3 年間以上の払い出し実績がハッシュフレアの信

頼を高めています。 
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ハッシュフレアの採掘プラン 

ハッシュフレアでのクラウドマイニングの特徴とはなんなのでしょうか。 

公式サイトを確認したところ、下記が大きな特徴と言えそうですね。 

• 契約してすぐに採掘！さらにすぐに引き出し可能！ 

• いつでもマイニング状況を確認 

• マイニングプールの割り当ても自由に選択可能！より利益のある組み合わせ

を探索！ 

• 手数料はすべて固定！費用も明瞭！ 

• 自動再投資で複利効果が得られる！ 

 

特徴１．マイニングプールの割り当てが自由に選択可能 

ハッシュフレアはマイニングプールの割り当てを自由に選択することができます。 

より収益性の高いマイニングプールを選択することで利益を高められるます。 
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特徴２．手数料が固定！費用も明瞭！ 

ハッシュフレアは手数料が固定で、費用も明瞭です(2017/9/1 契約内容更新)。 

採掘プラン 手数料 

SHA-256(BTC, ビットコイン) 1 年 10GH/s あたり 1 日 0.0035 USD 

Scrypt(LTC, ライトコイン) 1 年 1MH/s あたり 1 日 0.01 USD 

ETHASH (ETH, イーサリアム) 1 年 プランに手数料込 

X11 (DASH) 1 年 プランに手数料込 

EQUIHASH (ZEC) 1 年 プランに手数料込 

履歴を確認すると、手数料相当のビットコインが引かれていることが分かります。 
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ジェネシスマイニングは手数料が引かれた状態で配当されます。 

それに比べるとハッシュフレアは手数料も含めて透明性が高く、信頼できますね。 

HYIP のような詐欺まがいのプログラムでは手数料などの細かいデータを公開してい

ないケースが多いです。 

それに比べると、きちんと運営手数料を徴収した上で適正なサービスを提供している

という証拠だと思います。 

 

 

 

特徴３．自動再投資で複利効果が得られる！ 

ハッシュフレアの特徴はなんと言っても再投資のオプション！ 

この再投資をオンにしておけば採掘したビットコインで買えるだけのハッシュパワーを

買ってくれます。 
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やっぱり、複利の力は偉大ですからね～。 

私の場合は毎日、0.01TH/s 程度ですが自動的に再投資してくれます。 

 

 

 

 

 

ハッシュフレアで再投資し、複利で増やした場合の予想

収益は？ 
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ハッシュフレアの再投資を使った場合の複利の収益予想については計算する仕組み

がネット上になかったので、Excel で自分で計算させてみました。 

2017 年 6 月 20 日追記：条件を整理して再計算 

条件は下記のとおりです。 

• 契約はライトコイン(Scrypt) 

• 運用期間 1 年間(2018 年 6 月 7 日まで)、ただし再投資はしない 

• 1MH/s あたりの採掘量: 0.002LTC 

• 1MH/s あたりの手数料: $0.01 

• 1MH/s あたりの契約コスト: $13.50 

• 購入ハッシュレート 投資額: $1350 (100×$13.5) 

• 採掘難易度の変化は無視(実際には難易度が上昇) 

• 1LTC は$30 で固定とする(実際には大きな変動アリ) 

計算結果のグラフを載せておきます。 
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上記は 5/26 から 1 年から再投資で複利運用することで、日払い額が 4 ドルから 18

ドルまで上昇していることが分かります。 

1 日におよそ 2,000 円受け取れる計算ですね。 

したがって、元本の 1,350 ドルを回収する場合は、上記の 1 年後からさらに 1,350/18

で 75 日間、およそ 3 ヶ月待てば回収できる見込みになります。 

まぁ、採掘報酬が今のように 1 年後もバブリーである保証はありませんが、理論的に

はあり得る計算とうことです。 

やはり、複利の力は偉大ですね。 

 

 

 

 

 

 

ハッシュフレアは HYIP なのか？ 

ハッシュフレアは一見すると HYIP(超高額配当投資プログラム)の一種に思えます。 

仮想通貨投資の最低条件は下記の 3 つがポイントでした。 

1. 聞いたことのない仮想通貨に投資しない 

2. 高額な配当・日利 1%以上の案件に投資しない 

3. ピラミッド構造の紹介料報酬の案件に投資しない 

では、ハッシュフレアは上記の「詐欺でない条件」を満たしているんでしょうか。 

1. 聞いたことのない仮想通貨に投資しない 

→ビットコインやライトコインなど有名通貨 

2. 高額な配当・日利 1%以上の案件に投資しない 

→ビットコインの採掘、SHA-256 だと 1 年以上で元本回収見込み。 

日利 1/365  = 0.3%以下です。 
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3. ぷらミッド構造の紹介料報酬の案件に投資しない 

→ハッシュフレアは紹介料報酬はあるがピラミッド構造ではない 

私の考える最低限の基準は満たしていると言えます。 

もちろん、それでも 100%詐欺を見破れる訳ではないです。 

それでも HYIP のような詐欺サイトのように報酬がいくらもらえるという保証はありませ

ん。 

利用者のきちん、相応のリスクを取ったうえで、投資ができるということだと思います。 

ちなみに今まで支払い停止などのトラブルもすべて解決済みです。 

トラブル自体が起きないことが重要ですが、そのトラブルもなんとか解決してくれてい

る。 

そこが信頼できる部分であるともいえます。 

 

 

ハッシュフレアでクラウドマイニングする手順 

HashFlare にアクセスすると右上に「登録」というメニューをクリック。 
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アカウント登録 

次にアカウント登録画面が出てきますので、メールアドレス、国名、パスワード、誕生

日を入力し、登録をクリック。 
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クリック後に「HashFlare account confirmation」という題名のメールが来ます。 

メールを開いてリンクをクリックして承認します。 

これでアカウント登録は完了です。カンタンですね～。 
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絶対 2 段階認証を有効にすること！ 

アカウントが登録できてログインできたら必ず 2 段階認証をオンにしておきましょう。 

これをやっておかないとアカウント乗っ取られてしまう可能性が高くなってしまいます

よ！ 

「設定」の「2-factor authentification」で有効にしておきましょう。 

 

Google 認証を使用しましょう。 

ログインするときに Google 認証アプリで認証コードの確認が必要で面倒ですが、絶

対にオンにしておいてください。 

ハッシュレートを購入 

ハッシュレート(Genesis Mining だとハッシュパワーとも言いますね)を購入しないとマイ

ニングがはじまりません。 

ハッシュフレアは下記のクラウドマイニングに対応しています。 

• SHA-256(ビットコインなど) 

• Scrypt(Litecoin など) 

• ETHASH(イーサリアムなど) 

• X11(Dash コインなど) 

• EQUIHASH(Zcash など) 

お好みのマイニングがお試しいただけますよ。Genesis Mining にはない Scrypt も選

べますね。 

今回はビットコイン採掘のため SHA-256 を選択します。 
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ハッシュレートの選択 

次に購入するハッシュレートを選択しましょう。 

どれぐらいのハッシュレートでいくら儲かるのか知りたい場合には CoinWarz などで簡

単に計算ができます。 

電気代は Fee(手数料)に含まれますので、上記の見積もり上は 0 で OK です。 

その代わり、見積もりは手数料を引く前の金額になるので注意してくださいね。 
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支払い方法を選択 

次に支払い方法の選択画面が出てきます。「支払い方法の選択」をクリックします。 

 

支払い方法はいくつかの中から選べます。 

• ビットコインで支払う 

• 残高から支払う 

• Pay with EMC 

• クレジットカードで支払う 

• WebMoney から支払う 

• Payeer から支払う 

https://hashflare.io/r/822F13A
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すでにビットコインを持っている場合には「Bitcoin で支払う」が一番便利ですね。 

もしくはクレジットカードで支払うのが簡単かもしれません。 

ウェブ決済として WebMoney, Payeer も選べますが、PayPal などの大手がないです

ね。ここは充実させてほしいですね。 
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最終確認 

ここまで入力したら最終確認になります。
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 で、結局、収益予測は？ 

はい、収益予測に関しては CryptoCompare が分かりやすいのでそのキャプチャを貼

っておきます。 
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こちらの予測によると 1 年で投資額ぐらい、すなわち 50 ドルぐらいが戻ってくる見込

みです。 

投資回収までは丸 2 年かかるという感じですね…。 

もちろん、ビットコインの価格変動や採掘難易度の上昇の影響も受けますので、これ

より長いかもしれないですし、短いかもしれないです。 

ちなみにハッシュフレアは採掘したビットコインを再投資してハッシュパワーの購入に

充てることもできます。 
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Bitcoin を購入し、マイニングした Bitcoin を日本円に換金する為の取引所です。 

 

●ビットフライヤー 

 

 

●Zaif 

 

 

 

 

まず、上記サイトで取引所に自分の口座を登録しましょう。 

登録が終わり、Bitocoin を購入できるようになったら、さあいよいよマイニングです。 

 

今のチャンスを逃さず、ビットコインを自動的に増やすマイニングプログラムを始めまし

ょう。 
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https://hashflare.io/r/822F13A
https://bitflyer.jp?bf=hhvmrhsn
https://zaif.jp?ac=krlzbi5cwb

