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Device Description 
Temexe X is a safe device to manage user’s crypto-

currencies. User’s private keys are saved in the 

memory of the device, even if the device turns off 

because it is out of power, the private key in the 

memory will not be deleted. For more information, 

please visit www.temexe.com. 

 

 

Included 
Item Quantity Unit 

Temexe X hardware wallet 1 piece 

Recovery phrase booklet 2 piece 

Gold plated Bitcoin (Gift) 1 piece 

Micro USB cable 1 piece 

User manual 1 piece 

Strap 1 piece 

 

http://www.temexe.com/
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How to use 
a) Downloading App 

Search “Ourtoken” on Google Play or App Store to 

download the app. 

 

b) Create a Wallet 

1. Press “create a wallet or import a wallet” in the 

app, then create/enter the password of the 

hardware wallet, and press OK. 

2. Hardware wallet shows [Requesting to input 

private key], press [OK] to confirm, press [C] to 

cancel. 

3. Press [OK] then a wallet will be created; press [C] 

then the creation will be refused. 

 

c) Transfer 

1. Enter the information of the transaction, then 

enter the password of the hardware wallet to 
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authorize this transaction. 

2. Hardware wallet shows [Requesting to get 

private key], press [OK] to authorize the 

transaction, press [C] to reject the transaction. 

3. After pressing [OK], the app will get the 

encrypted private key from the hardware wallet 

to initiate the transaction, and the app will 

never save the private key in the phone. 

 

d) Delete a Wallet 

1. Press “delete the wallet” in the app, then enter 

the password of the hardware wallet, and press 

OK. 

2. Hardware wallet shows [Requesting to delete 

wallet], press [OK] to confirm, press [C] to 

cancel. 

3. Press [OK] then the wallet will be deleted; press 

[C] to reject the deletion. After deleting a wallet, 
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this wallet and the transaction records of this 

wallet in the app and the private key of this 

wallet stored in the hardware wallet will be 

erased. 

 

e) Reset to the Factory Settings 

1. Press “reset to factory settings” in the app, then 

enter the password of the hardware wallet, and 

press OK. 

2. Hardware wallet shows [Requesting to restore to 

factory settings], press [OK] to confirm, press [C] 

to cancel. 

3. After pressing [OK], the hardware wallet will 

erase all the private keys, and the app will 

delete all the wallets and transaction records. 

Please be cautious! 

 

 



 

 - 5 - 
 

f) View Wallet List 

Press [↑] and [↓] on the hardware wallet to scroll 

through the wallets information. 

 

Precautions 
Please use the device carefully and do not expose 

it to extreme conditions, such as high temperatures, 

fire, water, sand, steam or chemicals. The device is 

not water resistant or anti-destructive. 

Please do not disassemble the hardware wallet 

without permission. If you do, it is considered that 

you waive your warranty rights. 

 

Built-in Battery 
The hardware wallet is charged by connecting to a 

9V 1A power adapter (Android phone charger are 

OK) with a Micro USB cable. Do not attempt to 

replace or remove the battery. The battery may be 
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damaged and may cause injury. 

 

Frequently Asked Questions 
1. Why is the Temexe X hardware wallet safe? 

A unique security cryptochip is used to store the 

user's private keys in the Temexe X hardware wallet. 

And the private keys cannot be exported from the 

chip. Temexe X hardware wallet contains no 

components that are used to connect to the 

internet such as a SIM card or a WIFI chip. Without 

the access to the internet, Temexe X is completely 

offline so that there is no possibility for the private 

key stored in it to get hacked. Moreover, Temexe X 

secures the private key with military grade AES 

symmetric encryption and sends it over Bluetooth to 

your phone. Hacking the Bluetooth, hardware 

wallet or the phone will be in vain because hackers 

can only get encrypted data. 
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2. What currencies is Temexe X compatible with? 

Temexe X is compatible with Bitcoin, Ethereum and 

most of the ERC20 tokens. With the app upgrading, 

Temexe X will be compatible with nearly all the 

cryptocurrencies. 

 

3. Is there a limit to the number of wallets? 

Temexe X can store around 500 wallet private keys, 

which meets the needs of most users. 

 

4. Is there a handling fee for a transaction? 

Temexe X is only used to secure the user's 

transactions. Except for the necessary "miners' fees", 

there will be no additional fees. 

 

5. What should I do if the device is damaged? 

Once your Temexe X is damaged, buy a new 

hardware wallet as soon as possible. You can 
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restore a backup of your wallet by entering the 

recovery phrase in the app. The new hardware 

wallet will automatically store the encrypted private 

key. The recovery phrase backup algorithm is open-

source and it is adopted by all the other hardware 

wallet brands.  

*Note: Anyone who knows your recovery phrases 

can create a backup of your hardware wallet. 

Therefore, do not make a backup of your recovery 

phrase on any device that can be connected to 

the internet, even in a photo. Do not store them on 

the on your email, cloud storage service, as you run 

the risk of getting hacked and losing your recovery 

phrase. It is advised to write them down on a sheet 

of paper and keep it in a safe place. Also 3 other 

copies elsewhere in similarly secure places. Do not 

disclose your recovery seeds to anyone.  
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6. What if my Temexe X got lost or stolen? 

Temexe X uses a unique security cryptochip to 

provide another level of security to your private key. 

Even when your Temexe X is taken by a hacker, 

what they can get is some encrypted data, your 

private key is still safe. Moreover, anyone who wants 

to use your Temexe X will be required to enter a PIN. 

Once your Temexe X got lost or stolen, all you have 

to do is to buy a new hardware wallet as soon as 

possible to restore a backup. 

 

7. How to get the warranty service? 

We are so sure you’ll be happy with your purchase 

that we offer a “One-Year Money-Back Guarantee” 

to ensure customer satisfaction with our products. If 

for any quality reason that Temexe X does not work, 

we will promptly issue a refund. 
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Simply contact us at temexetech@foxmail.com to 

speak to a customer care specialist about our One-

Year Money-Back Guarantee. 

  

mailto:temexetech@foxmail.com
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設備の説明 
Temexe X はユーザーのデジタル資産を安全に管理す

ることができる設備です。ユーザーの全てのプライベー

トキーが物理メモリに保存され、電池切れでシャットダ

ウンになっても、プライベートキーが削除されることが

ありません。もっと多くの情報は、www.temexe.com

までアクセスしてください。 

 
パッケージ内容 

名称 数量 単位 

ハードウェアウォレット 1 個 

ニーモニックカード 2 枚 

マニュアル 1 冊 

充電コード 1 本 

ストラップ 1 本 

景品： 

ゴールドメッキビットコインモ

デル記念コイン 

 

1 

 

枚 

http://www.temexe.com/
http://www.temexe.com/
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使用方法 
a) アプリをダウンロードする 

Google Play または App Store でアプリ「Ourtoken」

を検索します。 

 

b) ウォレットの作成 

1. APP でウォレットの作成或いはウォレットのインプ

ットをクリックして、ウォレットのパスワードを作成

/入力して、提出します 

2. ハードウェアウォレットは「プライベートキー情報の

書き込みを申請中」が表示され、「OK」ボタンを押し

て確認し、「C」ボタンを押してキャンセルします。 

3. 「OK」ボタンを押せばウォレットの作成が完了しま

す；「C」ボタンを押せばウォレットの作成を拒否しま

す。 

 

c) ウォレットの削除 

1. APP でウォレットの削除をクリックして、ハードウェ
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アウォレットのパスワードを入力して提出します 

2. ハードウェアウォレットに「ウォレットの削除を申請

中」が表示され、「OK」ボタンを押して確認し、「C」

ボタンを押してキャンセルします 

3. 「OK」を押せば削除完了します；「C」ボタンを押せ

ば削除を拒否します。ウォレットを削除した後、APP

に保存していた該当ウォレットと該当ウォレットの

取引記録及び該当ウォレットのハードウェアウォレ

ットに保存されていたプライベートキーの情報がす

べて削除されます。 

 

d) 振込 

1. 振込情報を入力してから提出し、ハードウェアウォレ

ットのパスワードを入力して該当取引を授権します。 

2. ハードウェアウォレットに「プライベートキーの取得

を申請中」が表示され、「OK」ボタンを押して該当取

引を授権し、「C」ボタンを押して取引を拒否します。 

3. 「OK」ボタンを押した後、APP はハードウェアウォ
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レットから暗号化されたプライベートキーを取得し

て該当取引を発起し、APP は如何なる情報を携帯に保

存することがありません。 

 

e) リセット 

1. APP でリセットをクリックして、ハードウェアウォレ

ットのパスワードを入力して提出 s します 

2. ハードウェアウォレットに「リセットを申請中」が表

示され、「OK」ボタンを押して確認し、「C」ボタンを

押してキャンセルします 

3. 「OK」ボタンを押した後、ハードウェアは記録した全

てのプライベートキーの情報をクリアし、APP は全て

のウォレットと取引記録を削除しますので、慎重に行

ってください！ 

 

f) ウォレットリストのチェック 

ハードウェアで「↑」、「↓」ボタンをクリックして、現

在ハードウェアに保存されているウォレットの情報を
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チェックします 

 

内蔵電池 
MicroUSB コードを通じて電源アダプタを接続して充電

を行います（普通のアンドロイド携帯の充電器で充電可

能）；勝手に電池を交換したり、取り外したりしないでく

ださい、電池を損壊するか、人身傷害まで引き起こす恐

れがあります。 

 
注意事項 
該当設備を慎重に使用し、高温、水、火気、沙、蒸気、

或いは化学品などの極端な環境に置かないでください、

該当設備には防水性と防破壊性がありません。 

勝手に設備を解体しないでください。さもなければ自動

的に品質保証の権利を放棄することと見なされます。 

 
よくある問題 
1. Temexe ハードウェアウォレットはどうして安全ですか？ 
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Temexe X ハードウェアウォレットは専門の暗号化チ

ップを使用してユーザープライベートキーを保存して

いますので、プライベートキーをチップからアウトプッ

トすることができません。それから、Temexe X ハー

ドウェアウォレットはネットワークに接続することが

ないため、ハッカーのネットワークを通じてハッキング

するなどの方式でプライベートキーを窃取する可能性

がゼロです。また、Temexe X ハードウェアウォレッ

トはブルートゥースを通じてデータを発信する際に、

AES 軍用レベルの暗号技術を採用しており、ブルートゥ

ースの情報のキャッチ或いはウォレットと携帯のハッ

キングをしても、暗号データしか取得できず、プライベ

ートキーを取得することができません。 

 

2. どんなトークンが保存できますか？ 

現在はビットコイン、エテリアム及ほとんどの ERC20

プロトコルのトークンにサポートしています、その後の

APP の更新に伴い、理論的には全てのトークンにサポー
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トできます。 

 

3. ハードウェアウォレットの保存数量に制限がありますか？ 

現時点では、500 個前後のウォレットプライベートキー

の保存にサポートしています、ほとんどのユーザーの需

要を満足しています。 

 

4. ハードウェアウォレットを使用するのに、手数料が請求さ

れますか？ 

ハードウェアウォレットはユーザー取引の安全性を保

障するだけで、取引において、必要な「マイナー費用」

以外、他に費用が一切ありません。 

 

5. ハードウェアウォレットが故障したらどうしますか？ 

なるべく早く新しい設備を購入して、それから APP で

ニーモニックを入力してウォレットを復旧してくださ

い、新しい設備はあなたのプライベートキーを自動的に

暗号化して保存し、引き続きあなたのプライベートキー
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の安全を保障します。ニーモニックバックアップアルゴ

リズムはオープンソースアルゴリズムであり、全てのハ

ードウェアウォレットメーカーに採用されています。ニ

ーモニックが知ってる人なら、誰でもあなたのハードウ

ェアのバックアップが作成できますので、あらゆるネッ

トワークに接続できる設備でニーモニックを記録した

り、写真で記録したりしないでください。ハッカーにハ

ッキングされてニーモニックが紛失するリスクがあり

ますので、それらを電子メールのクラウドストアサービ

スに記録しないでください。ニーモニックを紙に書いて、

安全な場所に保管し、それから三つほどのコポーを作っ

て類似した安全な場所に置くようにお勧めします。くれ

ぐれも他人に自分のニーモニックを教えないでくださ

い。 

 

6. ハードウェアウォレットが紛失、或いは盗まれた時はどう

しますか？ 

Temexe X は独特な安全暗号技術を使用してあなたの
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プライベートキーに更なる保護を提供しています。

Temexe X がハッカーに取得されても、暗号化された

データしか取得できず、あなたのプライベートキーは依

然として安全です。また、あらゆる人があなたの

Temexe X を使用しようとした時に、必ず PIN コード

を入力する必要があります、Temexe X が紛失或いは

盗まれた時に、直ちに新しいハードウェアウォレットを

購入してバックアップを復旧すれば解決できます。 

 

7. 設備が壊れた場合の品質保証はどうすればいいです

か？ 

我々は「一年間の返金保証」を提供して、顧客の満足度

を確保しています。もしあらゆる品質問題による

Temexe の故障が発生した場合、直ちに返金させて頂き

ます。 

temexetech@foxmail.com までメールくだ

さい。 

  

mailto:temexetech@foxmail.com
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产品说明 
Temexe X 是一个可以安全管理用户数字资产的设备。用

户所有的私钥被存储在物理内存中，即使电量过低导致设

备关机，私钥也不会被删除。更多详情，请浏览官方网

站:www.temexe.com 。  
 

 

 

包装内容 
名称 数量 单位 

Temexe X 硬件钱包 1 件 

助记词卡 2 份 

使用说明书 1 份 

充电线 1 根 

挂绳 1 根 

赠品：镀金比特币模型纪念币 1 件 
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使用方法 
a)下载 APP 

在谷歌应用商店或者苹果应用商店上搜索并下载

“Ourtoken”手机应用程序。 

 

b)创建钱包  

1. 在 App 上点击创建钱包或导入钱包，创建/输入硬件钱

包的密码，提交。 

2. 硬件钱包显示【正在申请写入私钥信息】，按【OK】确

认，按【C】取消。 

3. 按下【OK】后钱包创建成功；按【C】将拒绝钱包的创

建。 

 

c)删除钱包 

1. 在 App 上点击删除钱包，输入硬件钱包密码，提交。 

2. 硬件钱包显示【正在请求删除钱包】，按【OK】确认，

按【C】取消。 

3. 按下【OK】后删除成功；按下【C】将拒绝删除。删除
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钱包之后，APP 中该钱包和该钱包的交易记录以及该钱

包储存在硬件钱包中的私钥信息都会被删除。 

 

d)转账 

1. 输入转账信息后提交，输入硬件钱包密码来授权这笔交

易。 

2. 硬件钱包显示【正在请求获取私钥】，按【OK】授权该

笔交易，按【C】拒绝交易。 

3. 按下【OK】键后，App 将从硬件钱包取得加密后的私

钥发起该笔交易，App 不会保存任何私钥信息到手机上。 

 

e)恢复出厂设置 

1. 在 App 点击恢复出厂设置，输入硬件钱包密码，提交。 

2. 硬件钱包显示【正在请求恢复出厂设置】，按【OK】确

认，按【C】取消。 

3. 按下【OK】后，硬件钱包将清空全部记录的私钥信息，

App 将删除全部钱包与交易记录。请谨慎操作！ 
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f)查看钱包列表 

在硬件上点击上、下按钮来前后翻看当前硬件中存储的钱

包信息。 

 
注意事项 
请小心使用该设备，不要把它暴露在极端情况下，如：高

温、火、水、沙子、蒸汽或化学品等，该设备不具备防水

性或防破坏性。 

请勿私自拆开设备，私自拆开设备即视为您放弃保修权利。 

 
内置电池 
通过 Micro USB 线连接电源适配器进行充电（普通的安卓

手机充电器都可充电）；请勿尝试自行更换或移除电池，您

可能损坏电池，甚至造成人身伤害。 

 
常见问题 
1. Temexe 硬件钱包为什么安全？  

Temexe X硬件钱包使用专用的加密芯片来存储用户私钥，
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私钥在芯片中无法导出。而且，硬件钱包不连接网络，断

绝了黑客通过网络入侵等方式窃取私钥的可能。另外

Temexe X硬件钱包在蓝牙传输数据的过程中使用军用级

AES 对称性加密技术，拦截蓝牙信号或者攻击钱包和手机

都只能获得加密数据，无法获取私钥。 

 

2. 可以存储的币种有哪些？ 

目前支持比特币、以太币及绝大部分 ERC20 协议的代币，

随着后期的 App 更新，理论上支持所有的币种。 

 

3. 钱包存储数量上有限制吗？ 

目前支持存储的钱包私钥数量在 500 个左右，满足了绝大

部分用户的需求。 

 

4. 使用硬件钱包交易是否收取手续费？ 

硬件钱包只用来保障用户交易的安全性，在交易中除了必

要的“矿工费”，不会再有任何其他费用。 
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5. 硬件钱包损坏怎么办？ 

请尽快购买一个新设备，然后在 app 输入助记词恢复您

的钱包，新的设备将自动加密存储您的私钥，继续保障您

的私钥安全。助记词备份算法是开源算法，被所有的硬件

钱包厂商采用。 

*注意：知道您助记词的任何人都可以创建您硬件钱包的

备份。因此，请勿在任何可连网的设备上记录您的助记词，

也不要记录到照片中。不要将它们记录在您的电子邮件云

存储服务上，因为您将因此承担黑客入侵并丢失助记词的

风险。建议将助记词写在一张纸上，保存在安全的地方，

另外，制作 3 个副本在类似安全的地方。不要向任何人透

露您的助记词。 

 

6. 硬件钱包丢失或被盗怎么办？ 

Temexe X使用独特的安全加密技术为您的私钥提供另一

重保护。即使您的 Temexe X 被黑客获取，他们只能获得

一些加密的数据，您的私钥仍然是安全的。此外，任何人

想要使用您的 Temexe X 都需要输入 PIN 码。一旦您的
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Temexe X 丢失或被盗，您所要做的就是尽快购买新的硬

件钱包以恢复备份。 

 

7. 如何保修？ 

我们提供“一年保修保证”以确保客户对我们产品满意。

如果出于任何质量原因导致的 Temexe X 不能正常工作，  

请发邮件到 temexetech@foxmail.com 与我们联系。 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  



   

 

 

 


