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-はじめに-

このスタートガイドでは、クリエイターやエンドーサーがCOMSAでアカ
ウントを作り、すぐに出品や支援を始めるための手順をご案内します。

その他の内容については、マニュアルやFAQをご活用ください。

マニュアル：https://guide.comsa.io/hc/ja/
F　 A　 Q ：https://support.comsa.io/hc/ja
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クリエイター・エンドーサー共通

　① COMSAアカウント作成

　② COMSAウォレット作成、入金

手順の大まかな流れ

クリエイター

③ TOPページの「作る」ボタンからアセット作

品を登録する。

1. アセット登録

2. リスティング設定

3. 確認画面を経由して、アセット作品登録完了

4. 落札・決済、売上の受取

　マイページや通知で確認

4

エンドーサー

③ TOPページの「探す」ボタンから Matching 
Squareへ→支援したいアセットを見つけて、

エンドース開始。

1. 支援するアセットの選択。

2. 手数料の支払い。

3. アセット審査通過後オークション開始。宣伝をして

促進、落札と決済を待つ。

4. 落札・決済後、報酬の受取

　マイページで確認



COMSAアカウント作成
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クリエイター・エンドーサー共通



①

②

③

COMSAアカウント作成

TOPページにある

「新規登録」ボタンをクリックすると、

サインアップ画面が表示されます。

① サインアップタブを選択

② メールアドレスを入力

③「送信する」ボタンを押下げ

④確認メールが入力したアドレスに届きます。す
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COMSAアカウント作成

⑤ メール認証のお願いメールが入力したアドレス
に届くので、記載のURLをクリックします。

⑤
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COMSAアカウント作成

⑥ Register画面が開くので必要事項を入力し、利
用規約をよくお読みいただき確認ボタンを押下くだ
さい。パスワード、メールアドレスは第三者へ漏れ
る事ないよう大切に保管してください。

[ニックネーム ]：半角英数字で作成（アカウント名と
して使用します）

[パスワード ]：８文字以上の半角英数字で作成（ロ
グイン時に使用します）

利用規約・プライバシーポリシー ：よくお読み頂き、
ご同意の上サービスをご利用ください。

⑦ 確認画面を経由して送信し、ログインページか
らログインします。

⑥

⑦
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COMSAウォレット作成
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クリエイター・エンドーサー共通
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COMSAウォレット作成

① ヘッダーのグローバルナビ右から 2番目の「財
布アイコン」をクリックするか、「作成（作る）」ページ
を開いたときに表示される「 COMSA Walletの作
成」ボタンをクリックします。

※「COMSA Walletの作成」ボタンは、ウォレット作
成が未了の場合に作成ページに表示されます。

作成

①

または

①
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COMSAウォレット作成

今使っているブラウザで初めて COMSAウォレット
にアクセスすると「COSMAウォレットを作成」もしく
は「COMSAウォレットをインポート」かを選択でき
ます。
※ブラウザキャッシュをクリアした際にも同画面が
表示されます。

② ウォレット作成：「Create Mnemoinc」を選択しま
す。②



COMSAウォレット作成

③ ウォレットで使用する

　パスワード
　パスワード再入力
　パスワードのヒント

を入力して

「NEXT」ボタンから次のステップに行きましょう。
①

③
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COMSAウォレット作成

④ ニーモニック・パスフレーズを生成しています。
表示されるパーセンテージが 100％になるまでマウ
スをランダムに動かして（スマートフォンの場合ス
ワイプ）ニーモニック・パスフレーズ暗号化をさらに
強化して生成しましょう。

ゲージが100％になったら、「Next」へ。
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④画面上でマウスをランダムに動かし、ゲージのパーセ
ンテージが100％になるまで動かしましょう。



COMSAウォレット作成

⑤ 生成したニーモニック・パスフレーズをバック
アップしてください。

[バックアップ ]
　1. ダウンロード
　2. メモ

このパスフレーズは必ずダウンロードやメモをし
て、決して無くさぬように大切に保管 してください。

※ニーモニックを無くした、使用できなくなったなど
の場合、COMSAサポートセンターでは一切サ
ポートすることができません。

ダウンロードボタンからもニーモニック・パスフレー
ズが保存できます。

バックアップが完了したら、「 NEXT」へ。
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COMSAウォレット作成

⑥ バックアップしたニーモニック・パスフレーズの
確認画面です。
前画面で表示された 24単語を表示された順番で
正しく入力します。

入力が完了したら、「 Next」へ。
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COMSAウォレット作成

⑦ あと少しです。
注意文、COMSA利用規約、プライバシーポリシー
をよく読んで同意してください。

「Finish」ボタンを押下すると COSMAウォレットが
作成されます。
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⑦



COMSAウォレットへの入金

NFTの作成には発行手数料がかかります。

自分で手数料を払う場合や、エンドーサーとして支
援したいアセットのNFT発行手数料を肩代わりす
る場合、COMSA Walletに入金をしておいて暗号
資産で支払う必要があります。

※NFT作成を「エンドーサーに任せる」場合は、暗
号資産無しでアセットを登録・販売することができ
ます。

XYM あるいは  CMS:XYM をWalletに入金しましょ
う。

⑧ Walletのダッシュボードを開き、 XYMか
CMS:XYMどちらかの「Deposit」ボタンから
「Deposit」画面へ遷移してください。
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⑧



COMSAウォレットへの入金

⑨ 入金する暗号資産のアドレスをコピーして、そ
のアドレス宛に暗号資産を送金してください。

※COMSAウォレットでのConfirmationは1以上で
ウォレットへ反映されます。
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COMSAウォレットへの入金

⑩ COMSAウォレットへ入金されると、ダッシュ
ボードに残高が反映されます。
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⑩



アセット登録

20

（作品の登録）

クリエイター向け



アセット登録・・・電話認証

アセット登録を行う前に、必要条件となる電話認証
を行います。

① TOPページの「作る」（あるいはマイページの
「作成」）をクリックすると、電話認証ボタンのある画
面が開きます。
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①



作成
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アセット登録・・・電話認証

②「電話認証を行う」をクリックすると詳細設定画面
の電話認証が開きます。

②

③
③ 電話番号を入力して「認証を開始する」ボタンを
押します。

※デフォルトでは国番号が日本の 81になってい
ます。海外在住の方は該当の国番号へ変更が
必要ですのでご注意ください。

また、日本の場合は電話番号の最初の 0を省い
て電話番号を入力してください。

「認証を開始する」ボタンを押す前に再度、入力した番号に誤りが無いか確認しましょう。誤り
があると電話認証がうまく通らなくなります。マイページの詳細設定
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電話認証がうまくいかない場合

マイページを開き、「詳細設定」の中の「電話認証」
タブを開くと、電話認証についてのステータスが表
示されます。

「設定済」の表示が電話認証が正しく完了したとき
のステータスです。

「認証中」などの表示のままの場合、「 キャンセル」
ボタンの表示がある際には、これをクリックすると
電話番号の設定がクリアされるので、再度電話認
証のやり直しができます。

xxxxxxx
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アセット登録・・・電話認証

④ 入力した電話番号から指定の電話番号へ電話
をかけて電話認証の完了となります。

※電話認証の通話は直ぐに自動的に切れ、完了
となります。

※通話料はお客様ご負担となります。

※入力した電話番号以外の電話番号で認証を行
う場合には、再度電話認証をやり直してください。

④

XXXXXXXXXXX



アセット登録

⑤ TOPページへ戻り、「作る」をクリック（あるい
は、マイページの「作成」をクリック）して、アセット
登録画面へ。
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⑤
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アセット登録

⑥ アセット登録画面で、出品したいアセット作品の
データファイルをアセット欄に「ドラッグ &ドロップ」す
るか、クリックして該当ファイルを選択します。

●アップロード可能なファイル：JPG, PNG, GIF, SVG, 
MP4, WEBM, MP3
（後日、オフィスファイルやテキスト・URLを追加予定）
●最大サイズ：20 MB

⑦ マーケットプレイスで使用するサムネイルをサ
ムネイル画像欄に「ドラッグ &ドロップ」するか、ク
リックして該当ファイルを選択します。

アップロード可能なファイル：JPG, PNG, GIF

最大サイズ：5 MB
※サムネイルは自動的にリサイズを行います。

⑥

⑦
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説明文

⑧

アセット登録

⑧ カテゴリーとサブカテゴリーをそれぞれ選択しま
す。
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説明文

⑨

アセット登録

⑨ 検索用に使用したいタグを入力します。
（任意）

最大5つまで入力できます。

入力が完了したら、「次へ」



アセット登録

⑩-1 NFT作成の委託

「自分で支払う」を選択した場合

販売開始価格を入力して設定

受取り通貨を選択
　　XYM または JPY を選択

確認画面へ
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⑩-1



アセット登録

⑩-2 NFT作成の委託

「エンドーサーに任せる」を選択した場合

販売開始価格を入力して設定

エンドーサー委託率を選択

受取り通貨
　XYM または JPY を選択

確認画面へ

※後日、クリエイターがエンドーサーを選定、承
認、任命できる機能を追加する予定です。
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⑩-2



アセット登録

⑪ 確認画面でアセット情報のプレビューや売上シ
ミュレーションが確認できますので、問題がなけれ
ば「登録する」を押します。

31
※この画像は、「NFT作成の委託」で「自分で支払う」を選択し
た場合の確認画面です。

⑪



アセット登録

⑫ Walletのパスワードを入力してロックを解除しま
す。
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⑫
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アセット登録

⑬ 送金設定画面が表示されます。

・送金元Walletアドレス
・支払通貨
・送金手数料

を確認して「送金確認」をクリックします。

⑬
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アセット登録

⑭ 送金設定画面が表示されます。

・送金元Walletアドレス
・発行手数料 /送金手数料
・送金先アドレス

を確認して、問題がなければ Walletのパスワードを
入力して「支払いを行う」をクリックします。

これでアセット登録は完了です。

この手続きが済むと 48時間のアセット審査が入り、
審査を無事に通過するとオークションに出品されま
す。

⑭
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アセットの確認

⑮ アセットを登録後にマイページを開くと、現在の
アセットの状態に応じて「コレクション」「販売済」「エ
ンドーサー」の該当タブ内にアセットが表示されま
す。

アセット登録後、
●自分でNFT作成手数料を支払う場合はアセット
登録時から
●NFT作成手数料の支払いをエンドーサーに委託
する場合は、エンドーサーが手数料の支払いを完
了した時から

48時間の審査が始まり、無事に審査を通過すると
Marketplaceでオークションが開始されます。

⑮
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※この画像は、「NFT作成の委託」で「自分で支払う」を選択し
た場合の確認画面です。

メール通知

⑯ マイページ内の「メール通知」を開くと、落札時
など各種のメール通知を設定することができます。

※「エンドーサーに委託する」を選択している場
合、COMSAローンチ時は、該当作品がエンドース
メント実行された際の通知はありませんが、後日
追加となる予定です。

⑯
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売上管理

⑰ マイページ内の「売上管理」を開きます。
売却が成立したNFT名、コイン数量、日時、などの
履歴確認ができます。

⑰



エンドースメント
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エンドーサー向け
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アセットの販売を支援する

① TOPページの「支援する」ボタンから、または
ヘッダーのグローバルナビの双眼鏡アイコンから
「Matching Square」ページを開きます。

エンドースメント待ちのアセットが掲載されているの
で、その中から支援したい作品を探します。

NFT作成手数料をエンドーサーが支援して支払
い、オークション中にアセットを宣伝し、落札が入り
決済がなされると、クリエイターが設定した委託率
に応じて、報酬を得ることができます。

①
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アセットの販売を支援する

② 良いアセットが見つかったら、「エンドースメント
する」をクリックします。

②



41

アセットの販売を支援する

③ Walletのパスワードを入力してロックを解除しま
す。

③
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アセットの販売を支援する

④ 送金設定画面が表示されます。

・送金元Walletアドレス
・支払通貨
・送金手数料

を確認して「送金確認」をクリックします。

④
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アセットの販売を支援する

⑤ 確認画面が表示されるので、発行手数料 /送金
手数料、送金先アドレスを確認し、問題がなけれ
ばWalletのパスワードを入力、「支払いを行う」をク
リックして手続き完了です。

この手続きが済むと 48時間のアセット審査が入り、
審査を無事に通過するとオークションに出品されま
す。

※後日、クリエイターがエンドーサーを選定、承
認、任命できる機能を追加する予定です。

⑤
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売上管理

⑥ マイページ内の「売上管理」を開きます。
エンドースしているNFTの売却が成立すると、クリ
エイターが設定した委託率に応じて、報酬を得るこ
とができます。
該当するNFT名、報酬額、日時、などの履歴確認
ができます。

⑥


