
公式メモに沿って説明
入出金停止から

2021年4月から始まった
払い戻しの流れについてのおさらいと

現状について

2021年11⽉更新



【2020.11.17】
2020年11月20日から

JA/JENCOの入金・トップアッ
プ・新規口座登録出金などの
サービスが停止されました。

理由：
関東財務局より書⾯を受け取った
ため。



【2020.2.17】
サブスクリプション額を

払い戻しするとの決定アナウンス

【内容】
受動報酬・能動報酬の合計がサブス
クリプションがくに満たしていない
アカウントより順に払い戻しをする
『優先払い戻し』を⾏う。

例）サブスク額10,000ドル
受動報酬・能動報酬の合計5,000ドル

優先払い戻し額：5,000ドル
※能動報酬：アフェリエイト(紹介)ボーナス
受動報酬：アービトラージボーナス



今までの払い戻しの流れ
2021年4
⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉

JENCO優先払
い戻し
グループ1

アクアウォレッ
トへの払い戻し
スタート

毎⽉20％をAQNへ変換後AQN出⾦
JENCO優先払い戻し
グループ１の⼀部・
グループ２・３

現⾦ウォレットへの
払い戻しスタート

毎⽉対象額の20％をAQNで

Jubileeクレ
ジットキャ
ンペーン未
返還申請ス
タート

申請締め切り
11/23
2回延⻑

※初⽉40％

※グループについて
グループ１⇨サブスク額3000〜9000
グループ2⇨サブスク額10000〜49000
グループ３⇨サブスク額50000以上





優先払い戻しとは？？

受け取ったボーナスの合計がサブスク額に満たしていないアカウントから優先に払い戻すこと。

10,000ドルでサブスクした
Aさん

能動報酬(アフェリエイト(紹介)ボーナス)
：1,000ドル

受動報酬(アービトラージボーナス)
：3,000ドル

合計4,000ドル

Aさんは
10,000ドルのサブスクに対して
受け取ったボーナスは4,000ドルなので

『優先払い戻し』対象

Aさんのアカウントには
（10,000）−（4,000）＝6,000ドル

6,000ドルが優先払い戻し対象

受け取った報酬(ボーナス)
受け取った報酬(ボーナス)

10,000ドルでサブスクした
Aさん



優先払い戻しされたらどうなるの？

優先払い戻しグループ①

対象額の
2021年3⽉ 40％
2021年4⽉〜7⽉ 毎⽉20％

をJENCOから紐付けしたアクアウォ
レットへ⾃動払い戻し。

【全て完了】

※⼀部エラーでアクアウォレットに
払い戻されていないアカウントは、
グループ②③のように現⾦ウォレッ
トに反映していると聞いています。

優先払い戻しグループ②・③

対象額の全てを

JENCO内現⾦ウォレットへ払い戻し完了

現⾦ウォレット内の20％を毎⽉AQNに変
換後AQN出⾦可能。



優先払い戻しのグループって何？

グループ１ グループ２ グループ３

サブスク額
3,000ドル〜9,000ドル

サブスク額
10,000ドル〜49,000ドル

サブスク額
50,000ドル以上

※JENCOバックオフィスのアイコン表⽰によりご判断ください。

サブスクリプション⾦額によりグループ分けをされています。



2021年4月からJENCOから
『優先払い戻し』グループ①が

スタートしました。

4⽉ 対象額の40％
（3⽉・4⽉分）

5⽉ 対象額の20％

6⽉ 対象額の20％

7⽉ 対象額の20％

がJENCOバックオフィス
より紐付けしたアクア
ウォレットへ⾃動送⾦

※紐付けしていないアカウン
トに関しては、グループ②③
と同じ払い戻し⽅法です。



2021年7月より、JENCOの
『優先払い戻し』グループ②③の払い戻し金額の反映

が現金ウォレットに完了しました。

CASH ウォレットに反映された
優先払い戻し⾦額は元々⼊って
いた⾦額とともに
毎⽉20％をAQNに変換可能

※返還率は今後変更される可能
性があります。

2021年7⽉末のリーダーミーティング資料より

AQNとして
毎⽉20％出⾦可能

※出⾦率は今後変更される可能
性があります。



CASH Wallet から AQNへの変換⽅法



username
JPN番号

CASH Wallet から AQNへの変換⽅法

①【Wallet】を選択
②【CASH To AQN Transfer】を選択



③変換希望額を⼊⼒ ※Cash Wallet内の20％
④トランザクションPINを⼊⼒
⑤【TRANSFERRED SUCCESSFULLY】と出たらOK
Aquanite ウォレットに反映されます

CASH Wallet から AQNへの変換⽅法



CASH Wallet から AQNへの変換⽅法

※変換後履歴で確認できます。



JENCOバックオフィスからのAQN出⾦



JENCOバックオフィスからのAQN出⾦

username
JPN番号

①【Wallet】を選択
②【Withdraw】を選択



③【AQUANITE】を選択
④所持しているAQNのうち20％を⼊⼒ ※うち10％は⼿数料
⑤アクアウォレットに登録しているEメールアドレスを⼊⼒
⑥【ADDRESS FETCHED SUCCESSFULLY】と出たらアドレス確
認完了

JENCOバックオフィスからのAQN出⾦

※⼿数料



⑦アクアウォレットのウォレットアドレスが反映されてい
ることを確認したら【Submit】を押す
⑧トランザクションピンの⼊⼒
⑨【WITHDRAWAL REQUEST SENT SUCCESSFULLY】
と出たら成功

JENCOバックオフィスからのAQN出⾦



2021年8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 2022年1⽉ 2⽉ 3⽉

JENCO着金予定日 (外部アクアウォレットへのAQN着金分)

8/1〜8/31
出金申請分

9/15
頃着金

出金申請期間

9/1〜9/30
出金申請分

10/15
頃着金

10/1〜10/31
出金申請分

11/15
頃着金

11/1〜11/30
出金申請分

12/15
頃着金

12/1〜12/31
出金申請分

9/15
頃着金

2/1〜2/28
出金申請分

3/15
頃着金

1/1〜1/31
出金申請分

10/15
頃着金

外部アクアウォレットへ
のAQN着金予定日

※着⾦予定⽇より早くなったり、遅くなる可能性があります。
未着⾦申請は⽉末までお待ちください。



JA/JENCO統合について
現在、JAとJENCOの統合作業中です。



STEP１
JUBILEE ACE とJENCOのアカウントが統合されます

統合されることにより、
今後JENCOからまとめての払い戻しやAQN出⾦ができるようになります。

統合



2021年9月から
JA/JENCOの統合作業が
開始されました。

・JAのバックオフィスには確認のため数字
は残りますが、現⾦クレジット・AQN・
ジュビリークレジットなどはJENCOバック
オフィスに反映。
出⾦等に関しては、JENCOバックオフィス
からのみ可能。

・JAからJENCOに移動したアカウント・
JENCOのみのアカウント・JAのみのアカウ
ントそれぞれの説明は次のページから確認
ください。

・現在統合作業進⾏中です。
全てのアカウントは完了しておりません。



ご⾃分のパターンの確認

2020年8⽉中に
JAからJENCOへ移
⾏したアカウント
をお持ちの⽅

2020年8⽉以降に
JENCOのアカウン
トを作成した⽅

JAのアカウントの
みお持ちの⽅

パターン① パターン② パターン③



JUBILEE ACE・JENCO両⽅のアカウントをお持ちの⽅
2020年8⽉の間にJUBILEE ACEからJENCOへ移⾏したアカウント

・お持ちのJENCOアカウントからログイ
ンできます。

・jubileeのアカウントに⼊っているクレ
ジットが順番に反映されます。

※その他クレジットに関しては今後発表が
あります。

パターン①



移⾏したアカウントで、
JUBILEE ACEからJENCOへの統合が進んでいる場合

①JAの『現⾦クレジット』⇨ 『CASH ウォレット』に反映されています。
★現在、毎⽉現⾦ウォレットに⼊ってる⾦額の20％がAQNへの変換が可能。
②JAの『AQN』 ⇨『Aquanite ウォレット』に反映されています。
★現在、毎⽉Aquaniteウォレットに⼊っているAQNの20％のアクアウォレットへの出⾦が可能。

※①②はJENCOアカウントないの⾦額と合算されています。

③JAのJubilee クレジット(登録サブスク額) ⇨『Jubilee Credit』に反映されています。



2020年9⽉以降に
JENCO アカウントのみをお持ちの場合

ログイン⽅法・ウォレットも変わりありません。

変換・AQN出⾦に関しては毎⽉20％です。

※JAから統合をせず、新しくJENCOアカウントを作成した場合含まれます。

パターン②



JUBILEE ACEのアカウントのみの場合。

JENCOポータルサイトへ統合作業が進んでいます。
作業が完了しましたら再度アナウンスがあります。

パターン③



STEP 2
統合が完了したら・・・・

①JAの『現⾦クレジット』⇨ 『CASH ウォレット』に反映されます。

②JAの『AQN』 ⇨『Aquanite ウォレット』に反映されます。

③JAのJubilee クレジット(登録サブスク額) ⇨『Jubilee Credit』に反映されます。



Jubilee Creditがキャンペーンから戻っておらず、
申請フォームより申請した場合。

確認作業が終わり次第、
JENCOポータルの
『Jubilee Credit』に反映されます。



JA/JENCO
今できること

現在、JAとJENCOの統合作業中です。



JA（ジュビリーエース）

現在統合中です。
JAのバックオフィスから
出⾦などはできません。

JENCOに統合後は変換・出⾦等
可能です。



JENCO

現在JENCOバックオフィスから
AQN出⾦が可能です。

※⼀部JAのアカウントは統合が完
了し、変換・出⾦可能です。

詳しくは次のページから



今できること４パターン

そのまま
JENCOバッ
クオフィス
で保管

毎⽉20％
変換・出
⾦をし保
管する

毎⽉20％変換・
出⾦し、
今のレートで
SWAP若しくは
取引する

アクアウォレット
若しくはその他

ウォレットで保管
⬇

好きな時にいつで
も取引可能

現在・
Whitebit/UNIS
WAPが利⽤可
※ユニスワップは現
在マニュアル作成中

毎⽉20％変換・
出⾦し、
UNISWAPなど
でステーキング

少しでもAQNを増
やすことが可能。
現在マニュアル作

成中

ご⾃分のタイミ
ングで出⾦申請
※毎⽉決められた率で



2021年4
⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉

JENCO優先払
い戻し
グループ1

アクアウォレッ
トへの払い戻し
スタート

毎⽉20％をAQNへ変換後AQN出⾦
JENCO優先払い戻し
グループ１の⼀部・
グループ２・３

現⾦ウォレットへの
払い戻しスタート

毎⽉対象額の20％をAQNで

Jubileeクレ
ジットキャ
ンペーン未
返還申請ス
タート

申請締め切り
11/23
※2回延⻑

※初⽉40％

※グループについて
グループ１⇨サブスク額3000〜9000
グループ2⇨サブスク額10000〜49000
グループ３⇨サブスク額50000以上

※全体の払い戻し

確認完了後、
12⽉・1⽉頃
から

JA/JENCO
払い戻し
スタート予定

今までの払い戻しの流れとこれからの予定


