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概概概要要要
VTNGLOBAL、INC。は、新しいデジタルトークン「RemittanceToken」を含む、さまざまな方法で金銭移

転技術を改革し改良した、米国に拠点を置く既存の決済およびビジネスプロセスリエンジニアリング会社

です。 これは分散型元帳技術を使用しており、同社はREMCO Software、Incです。

VTNGLOBAL、INCプラットフォームは、過去2年間（2016年および2018年）に7億ドル以上を処理し、ナイ

ジェリアに本拠を置くVTNGLOBAL姉妹（西アフリカを支配する1億8,000万人の国）に国際的な送金と携帯

電話の支払いのためにライセンス供与され ています。 

同社のソリューションは、15年以上にわたり経験してきたCEO / CTOを中心に先進国と低開発国の間でデ

ジタル価値、貯蓄価値、世界的な送金（オンライン送金と消費者対応の送受信エージェントを含む）転 送

プロセス自体 、外国為替、規制遵守（ライセンスを含む）、銀行や暗号資産の関与などが含まれます

2017年、VTNGLOBAL、INCは、イリノイ州とジョージア州で金銭の送金のための手段として貯蓄価値のプリ

ペイド商品をパイロットするための送金免許証を取得しました。どちらの州もナイジェリア人の大部分の

人口が多く、初期のパイロットはナイジェリアに限られていた。 アフリカの店舗や崇拝家がいる静かな

パイロットでは2018年に2000万ドルを稼動させている。多くの州を追加し、自分の カスタマイズした

コインをRemittanceToken生成プラットフォームに追加し、送付先と受取国を追加することと、ビジネス

は急速に拡大する可能性が非常に高いです。

この白書は、送金業者の現金代理店の役割と伝送プロセス自体の両方のVTNGLOBAL INCのプロセス再設

計の重要な部分である、RemittanceTokenによって推進されるICOのためのものです。REMCO 

SOFTWARE、INC。は、これらの主要なコア目標を達成するためにデジタルRemittanceTokenを開始するこ

とを提案しています: 

1. ステークホルダーの経験を改善する（「良い資金」モデル）

2. ユニバーサルに受け入れられたトークンを使ってグローバルな送金を統一るRemittanceToken

3. 運用上の利点を得る（透明性の向上、記録セキュリティの強化、精度の向上）

4. 特に複数の受信者の場合、送金のコストを削減します

__________________________________________________________________________________________ 
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RemittanceTokenの紹介 
国際送金の出現以来、多くは変化しており、多くは同じままでいました。現在注目されているの 

は純粋にデジタル送金業界の混乱を招いていますが、大半の送信者にとって、物理エージェントネットワー

クは全体のプロセスにとって非常に重要です。オンライン送金の出現があっても、送金会社はエージェン

トのネットワークが良好でなければ、規模で競争することはできません。代理人は、コミュニティの送金

者と受取人に公的な顔を提供することによって、送金サービスプロバイダを支援します。代理人は、送金

組織が提供するシステムを使用してお金を集め、取引の詳細を提出する。 彼らは送金を開始します。

VTNGLOBAL INC。は、このプロセスを再考することを提案しています。 代理人はまだそこにいま

すが、彼らの任務は、送金団体が提供するシステムを使用して金を徴収し、価値を送付するという長年の

役割から変わります。エージェントは現金と引き換えにスクラッチカードを有効にします。舞台裏で購入

者に事前定義された値の1つ以上のトークンが転送されます。この値は、受信者への転送の準備ができて

いる「デジタルグッドファンド」です。  これら「グッドファンド」は、クレジットカードなどの他の支

払い方法とは異なり、逆転とチャージバックの対象となり、保証されるのではなく確率的になります。

顧客管理によって管理されたトークン上のデジタルグッド初期のパイロットテストでは、これは

非常に頻繁に使用されていた機能であり、購入者のうち高い割合が3人以上の受取人に資金を分けました。

ファンドによって転送プロセスはオンラインで移動し、複数の受取人の間で合計金額を分割する可能性が

含まれます。 

多くの代理店が複数の送金会社を代表しているので、ブランドのロイヤリティは挑戦です。  多く

の代理店は、その時点で最大の手数料を提供する送金会社の指示に顧客を指しています。これにより、商

品化されたサービスが競合するプロモーション用のローラーコースターが作成されます。

RemittanceTokenは、これらの経済と実践のために作られています。エージェントにとっては、取引を

完了させる努力が90％減少しました。RemittanceTokenでは、小売店で代理店によって行われた金銭の

送金はありません。 単にプリロードされたカードを販売しているだけです。書類作成や身分証明書の

確認は必要ありません。単に現金を取り、カードキャッシャーを有効にするだけです。

第二に、これらの手数料は動的であり、成長することができます。  売却された各カードの代金払

いは契約で承認された手数料です。エージェントが販売したスクラッチカードを有効にすると、トーク

ンの所有権が移転され、この手数料がエージェントの口座に置かれます。 それはほぼすぐに利用可能と

流動です。VTNGLOBAL INCのシステムでは、確認されたKYCed、スクリーニングされた 口座などでこれ

らの資金が分割され、複数の受信者に送信されます。誰かがこれを行うことを選択した 場合、手数料

（追加の受取人につき現在99セント）があり、VTNGLOBAL INCはこの手数料を開始エージェントに返還し

ます。
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したがって、明日の受領する手数料は今日より大きくなるかもしれません。予期しないボーナスは、時間

の節約と同時に代理店のロイヤリティを奨励しなければなりません。

最後に、RemittanceTokenによって保証された資金は支払い時間を最小限に抑えます。これは、 大

部分のエージェントが自分のコミュニティにサービスを提供し、同じ礼拝や共同イベントに出席し、送 信者

が以前に開始した取引のステータスについて送信者に電話することを望まないため重要です。

ジョージア州とイリノイ州のパイロットでは、商人は受容的です。  潜在的な追加の流通アウト

レットには、ディアスポラ地区に人的才能が豊富に含まれているモバイルエージェントや、限られた時間 の

エージェントが有益なサイドビジネスに花開く可能性があります。  他の流通可能性には、ギフトカー ドの

ラックを運んでいる小売業者が含まれる。

このプロセスリエンジニアリングは、オンラインの新しい代理店モデルと古いキャッシュエージェ ン

トモデルのハイブリッドであり、ゲームを変える技術であるRemittanceTokenを伴います。 先に説明し た

ように、スクラッチカードを有効にすると、デジタルグッドファンドの特定の価値を持つトークンの 1 つが

裏目で転送されます。REMCOソフトウェアの意図は、承認された送金送信者が独自のプログラム可能 な

RemittanceTokens、「Powered by REMCO Software」を作成できるプラットフォームを作成することで す。 

RemittanceTokenはユーザーには見えず、受諾は簡単です。許可された送金団体は、大幅なシステ ム変更

なしでRemittanceTokensを使用できるため、透明性の向上、記録セキュリティの強化、精度の向 上が実現

します。 

RemittanceToken:技術詳細 

RemittanceTokenはプログラム可能なトークンを使用して私的に許可されたネットワーク上で

動作し、様々な管轄地域の行き先銀行とモバイル財布との直接API接続を活用してお金を転送します。

このシステムにより、事前に認可されたパートナーは、ネットワーク上のトークンを生成して、エンド

ユーザまたはそのエージェントに配布することができます。  これらのトークンは様々な金種と通貨でプ

ログラムすることができ、バイヤー/送付者はモバイルまたはオンラインアプリを使用して送金を開始す

るので、送付者は実際の送金を行います。

システム図は図1に示され、図2にシーケンス図が示されている。システムは、注文を透過

的かつリアルタイムでフルフィルメントのために送金組織に送る。  システムはさらに、トー

クン価値の実時間知識およびトークンの寿命全体にわたる使用状況を両当事者に提供する。
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図1.トークン/送金トランザクションフロー  

図2.シーケンス図
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• RemittanceTokenの目的  

トークンアドレスは値を保存し、従来のカードのピンまたは数字を置き換えます。

トークンの長いアドレスは、携帯電話やコンピュータガジェットの制限のために実用的で

ない可能性があるため、トークンアドレスはランダム 整数、その他の識別可能な属性を

購入者に渡すか（カード上のUVインクスクラッチ面の下）、またはリアルタイムで電話機

に送信することができます。

• RemittanceTokenの生成  

  RemittanceToken整数アドレスの生成はランダムシーケンスに従いますが、ルートアドレスは分

散元帳プロセスに従います。  トークンはエージェントに配布する送金組織にロックされています。

サーバーが侵害された場合、すべてのトークン情報が暗号化され、さらに、アクティベーション

のロジックはエージェントによってトリガーされ、 1つまたは複数のRemittanceTokensに関連付け

られた「デジタル優良ファンド」の支払いを受け取った後にのみトリガーされます。  すべてのト

ランザクションはhttpsプロトコルを通過します。  サーバーのインフラストラクチャは、バイオメ

トリクスのアクセシビリティを必要とする安全な場所でホストされます。

下の図3は、プロセスの一部を図式的に示しています。

図3.分散トークン/トークン生成ツリー
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• RemittanceTokenの有効化と使用手数料の設定

VTNGlobalモデルには小売用スクラッチカードが含まれていますが、仮想カード

（カードに関連付けられたコードを電子的に送信できる）やその他の配布方法を使用し

て、RemittanceTokensを転送できます。これは、パートナーが取ったアプローチに応じて、

送信者には完全に見えない可能性があります。

• RemittanceTokenセキュリティ  

トークン計器は、認可されたパートナーまたはエージェントによってアクティブ化され

るまでは値を持ちません。 非アクティブなトークンを使用できないため、リスクの影響はごくわ

ずかです。 トークンを有効にするには、エージェントはオンラインインタフェースにアクセスし

なければなりません。システムは、トークンが属するエージェントと送金組織を知っています。

• RemittanceTokenクライアント（送信者）の準拠

RemittanceTokenは、最新のAML / CFT手続きを採用することによって潜在的な犯罪行為を断念す
るように設計されています: 

1. RemittanceTokenのシステムでは、送金団体は、日/週/月ごとの送付者からの合計金額に

関する内部AML手続に基づいて使用限度額を設定することができ、代理人は上書きを許

可できません。

2. カードを使用するための前提条件として、送信される金額に基づいて階層化されたスケ

ジュールに結び付けられることが多い、さまざまな管轄区域で定義されているように、

送信側と受信側の両方に適切なKYCが必要です。 これには、初回ユーザーが身分証明書

をアップロードして、システムがそれを確認する必要があります。  この情報は、識別情

報が期限切れになったことをシステムが検出してから、送信者に更新された文書を要求

するまでは一度だけ必要です。 RemittanceTokenシステムは、承認された送金団体に

よって設定されたAMLの制限に加えて、さらなる審査のために疑わしい活動を記録する

ために一歩進んでいます。

3. RemittanceToken プラットフォームは、取引を行う人物を適切に識別し、ペーパートレ

イルを維持し、米国当局に通貨取引報告書を提出する（10,000ドルを超える現金取引の

場合）など、レコードキーピング規則によって必要とされる特定のデータポイントを保

持します。
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4. また、RemittanceTokensは、報告要件を引き起こさないように計算されたパターンで金

融取引を実行するプラクティスである構造化を防止するための分割検出機能を内蔵して

います。

• 受信者の確認

システムは、送信および受信管轄区域でのローカルKYC要件を満たす取引のみを処理しま

す。 伝統的に、多くの発展途上国の管轄区域における受取人の身元を確認する唯一の方法は、

現地代理店（たいていの銀行）が資金を手に入れることです。 しかし、近年では、これは改善

され、銀行やモバイルの口座を持つ人には自動化され、RemittanceTokenシステムは、口座を持

つ規制された金融機関と直接受取人を確認します。 KYCの検証は、システム間のプロセスで「通

過」し、判定エラーを事実上排除します。 この自動化されたアプローチは各国のすべての人に

とっては機能しないため、RemittanceTokenは受信者に対してKYCのより古風な方法に対応するこ

ともできます。これらの方法は国によって異なります。

• ユユユーーーザザザーーーののの自自自由由由  

最も見過ごされている送金取引の参加者は、送付者です。  送信者は、よく雇用され時間

が限られているため、時間を浪費しています。クレジットカードによる不正な詐欺チェックの対

象とならないという保証をつけて、24時間365日に送金することができるため、魅力的です。  彼

らの自尊心を奪う。 自尊心の役割を過小評価することはできません。  ほとんどの送付者は法律

を遵守している市民であり、多くは専門家であり、詐欺やチャージバックを防止するための精査

の層を追加する送金団体による幅広く厳格な手続を犯した少数の悪い俳優との強制的な協会を通

じて迫害されます。

送付者は自分の言葉で家族にお金を手に入れたい。 RemittanceTokenのプロセスと方法は、

送金者が送金団体からトークンを購入したり、参加店舗にトークン、金種を要求したり、送金手

数料を払ったりして放置することを許可します。 送信者は、仕事場、自宅、またはどこかで、受

け入れの完全な保証をしながら、適切な時期にトークンを使用することができます。

• 複複複数数数ののの受受受取取取人人人  

Diaディアスポラは潜在的に送金するものよりも多くの人々に送金したい
組織が実現し、これは受益者を知るCFT / AMLの努力を弱体化させる。 送信者は、高い取引手数
料とプロセスの煩雑さのために、複数の家族に少額を送る機会を一度も与えられていません。  代
わりに、現在、送信者は最も一般的に、家族の最も信頼できるメンバーに一括して送信して配信
します。 
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現実には、送付者は、兄弟Bの姉妹から姉妹Aに送った金額を保つことをしばしば好み ます。送

付者は、ほとんどのディアスポラ文化で、互いに独立した複数の家族にお金を送ること ができ

るシステムを好むでしょう。 コスト。

送金トークンの方法とプロセスにより、送金者は伝統的な送金方法と比較してかなり低い

手数料で複数の受取人に価値の一部を移転することができ、規制当局にとってより正確で詳細な

データが提供されます。 価値を分割することはすべて「デジタルグッドファンド」なので実用的

です。 送金トークンが購入され、有効化されると、クレジットカード、ACH料金は必要ありませ

ん。 免許を受けた銀行またはモバイルマネー機関に口座を持たない受取人の場合、代理店に現金

を出す際に追加料金がかかることに注意してください。

• 監監監視視視

送金トークンには、販売されたトークンの数と価値、および各トークンのアクティビティを追跡

するなどの監視メカニズムが組み込まれています。 また、各エージェントに起因するカードの使

用状況や手数料が追跡されます。
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結論 
送金のための貯蓄価値としての送金トークンは、代理店プロセスを「デジタルグッドファンド」

に限定することによって現金化エージェントモデルを近代化し、大幅に改善します。 これにより、代理

店や送金先の効率が高まり、チャージバックや拒否がゼロになるため、処理が迅速化されます。 このア

プローチの魅力は、親しいフォームファクタ（スクラッチカード）を使用して、送金組織、代理店、およ

び送信者が今日直面している根本的な問題に対処し解決することです。 この方法およびプロセスの適用

は、送金のみに限定されない。 ギフトカードのビジネスモデルは、REMCOブロックチェーンインフラスト

ラクチャを使用してギフトカードの乱数を生成し、それをトークンとして配布し、各取引承認を検証し、

ギフトカードトークンの各使用をブロックチェーンに記録することによって、莫大な利益を得ることがで

きます。

プロセスとメソッドが解決する主な苦境は、エージェントがトランザクションを完了するために

必要な時間を大幅に短縮することです。さらに、RemittanceTokenメソッドを使用すると、送信者は費用

効果の高いやり方で、 相互運用性、スケーラビリティ、およびマルチチェーンブロックチェーンプロト

コルを使用したセキュアなトークンアドレスの生成を保証するのに使用されていました。

同様に、この新しいプロセスは、一方で100％の受け入れを保証し、エージェントを監視する上

での規制上の課題のいくつかを解決します。エージェントが遵守することを確実にする必要性は、規制当

局や送金団体にとって重要な関心事であり、代理人の代わりに送金の責任を送金者に移すことによって、

送金の負担が送付者になっていると主張する。送信される金額にかかわらず、移転料金は取引ごとに無視

できます。これにより、トークンプロセスはディアスポラ市場にとって魅力的です。トークンプロセス

は、エージェントの役割を根本的に再定義する可能性があります。これは、現在の店舗価値カードプロセ

スを上回る改善です。トークンプロセスは、エンドユーザーに送金する負担をシフトさせることによっ

て、デリゲートエージェントに対する規制上の負担の緩和に最終的に貢献する可能性があります。送金の

パートナーにとっての経済的インセンティブは、送金サービスプロバイダーが代理人の募集とトレーニン

グに費やすことを少なくし、市場で非常に競争力があることです。価値を蓄え、国境を越えた送金を促進

するこの新しい方法はまた、既存の伝統的な代理店モデルとの激しい競争を引き起こす可能性を秘めてい

ます。このプロセスおよび方法は、AMLおよびKYC要件への遵守も容易に保証する。
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RemittanceToken販売
紹介

REMCO Software Inc.は、この分散型トークン生成プロジェクトの開発に資金を提供する ICOを計画し
ています.
資金は、VTNGlobalの既存および新規の送金パートナーにライセンス供与されるマルチ チェーンブ
ロックチェーン分散型ネットワークへの既存のストアドバリューカードモデルのアップグレードを支
援します。

このセクションの目的は、ユーティリティートークンの販売計画に関する重要な情報を強調し、トー

クンの割り当てと販売を管理する用語と構造を説明することです。

RemittanceTokenの供給と割り当て 

開発段階では、会社は総額2,000,000,000のトークンを持ち、これらのトークンは下の図のように

割り当てられます: 

図4.トークンの供給と割り当て
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o 供給の合計トークンの65％は、プライベートセール、公開セールおよびパブリック

セールに割り当てられます。 ローキャップは6百万ドルであり、ハードキャップは6千

万ドルと予想されており、以下のようにトランシェで売却される : 

o パブリックとステージ：プライベートセール、パブリックセール、パブリックセール 

すべてのステージのハードキャップは60,000,000 USDです。 ただし、提供された割引

はトークン価格に影響を与えることが予想されます。

o 当社は、機関投資家がトークンの80％を取得し、プレセールとICOの間に残りの

20％を取得する予定です。

o チーム、ファウンダー、アーリーバッカーおよびアドバイザーのトークン配分は、総供

給の15％です。 この配分の目的は、積極的に関与している当事者を補償し、このプロ

ジェクトを引き続き支援することです。 チーム。 創設者、早期退役者および顧問は、

権利確定基準に従い、12-24ヶ月の権利確定スケジュールの対象となります。 権利確定

期間およびそれぞれの割引については、件名の権利確定割引を参照してください。

トークンの割り当ての概要: 

• プライベート プレ アンド パブリック セールス：（全供給の65％）

• 創業者、経営陣および顧問（総供給の15％）

• マーケティング（総供給の5％）

• ビジネスパートナー（総供給の5％）

• 準備金（総供給の10％）

送金トークンの5％（100,000,000）は、主流メディア、ソーシャルメディア、機関裏書およびサ
ポーターを含む経営陣が決定したマーケティングキャンペーン用に予約されています。

資金の使用 
送金証拠金の売却代金は、REMITTANCETOKENネットワークの開発と拡張に資金を提供するために使用
されます。 トークン割り当ては、トークンセール期間中にすべての送金トークンが販売されることを
前提としています。
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図5.資金の使用 

• 運営費（15％）：割当は、REMCOソフトウェアが負担する様々な運営費の資金調達に使用されます。

• マーケティング/セールス（25％）：このファンドは、送金方法のパートナーと消費者のマーケティ

ングに使用され、トークン方式の採用が加速されます。

• 研究開発（40％）：この基金は、ネットワークと送金パートナーの統合のために配分されています。  

• 法律およびコンプライアンス（10％）：この配分の目的は、世界中の希望する伝送経路にアクセスす

るために、さまざまな管轄区域で追加のライセンス費用とコンプライアンスを支払うことです。

• 準備金(10%) 

同社の戦略目標を完全に実現するため、REMCOは、MSBサービスプロバイダーのニーズに対応するため、

米国でSPNB（Special-purpose National Bank）ライセンスを取得する予定です。 
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このSPNBライセンス は新しく、2018年7月31日にOCCによって発表されました（https://

www.occ.treas.gov/news-issues/ news-releases/2018/nr-occ-2018-74.html）  

• 準備金（10％）：収益の一部は、REMCOの技術を基盤とする他のベンチャーに投資し、支援するため

に確保されます。

トトトーーークククンンンエエエコココノノノミミミーーー  

ソフトおよびハードキャップ - バックグラウンドロジック

このICOからの資金は、6百万米ドルのソフトキャップから始まります。 提起された金額は、ベン 

チャーが市場全体で規模を追求できるスピードに影響します。  同社は、ICOが米国内およびグローバ

ルの両方の展開を加速できると考えています。以下の表は、様々な資金調達レベルで達成できる規

模を概ね示しています。  

Milestone Amount needed 

Operations in 10 US states /U.K/ 5 African countries $6m 

Operations in 20 USA states / 5 Countries in Europe/ 5 countries in 
Asia/ 15  African countries 

$12m 

Operations in USA (national bank license) / 5 Countries in Europe/ 5 
countries in Asia/205  African countries 

$30m 

Full global operations, national bank license in USA $60m 

トークン販売価格とメカニック
• 最大トークン価格は、RemittanceTokenあたり0.08ドルです。

• RemittanceTokenセールは、下記の3つの主要なフェーズから構成されます。

• REMCO Softwareは、トークンの販売にさまざまな関心を寄せています。  プライベートセール

で利用可能なトークンの総数には、トークンの価値を保持するための上限が設定されます。

• 同社は、権利確定期間に比例して、トークン販売寄付者に追加の割引を付与する予定である（権利

確定割引を参照）。

• 会社は、ウェブサイトでサポートされているAML / KYCの手続き、実施方法、支払い方法に関

するすべての情報を提供するものとします。

• REMCOソフトウェアは、コミュニティからのすべての将来の購入者が、プレセールまたは公開販

売中に希望する割り当てを取得できることを保証することはできません。

イイイベベベンンントトト 説説説明明明

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



© Remco Software, Inc. Distributed Token Generating Platform     20 

ETH当たりのトークン数: …… 

USD当たりのトークン数: 21.66666667 

為替レート: ……….. 

プリベート販売 REMCOが機関や個人にプライベートトークセールを開始したことを意味する

状況 開始予定：未定

価格 USD 0.04 per REMCO   

最低寄与額 USD 10,000 or equivalent 

公開プレセール 
この期間中、REMCOはREMCOのコミュニティの登録メンバーに
RemittanceTokenへの早期アクセスを提供します。 詳細はREMCOの
ソーシャルチャネルを介して公開されます。

ステータス 開始予定：未定

価格 USD 0.06 per REMCO 

公開セール REMCOトークンの公開中には割引はありません。

ステータス このイベントは、公売前売却の完了直後に開始される

価格 USD 0.08 

最低寄与額 未定

権利確定の割引
• 権利確定割引を導入する目的は、権利確定期間にコミットするRemittanceToken保有者のための付加

的なインセンティブを作成することですが、これはオプションです。 権利確定期間は12-24ヶ月と

なり、ユーザーはトークン購入の5％の追加割引を得ることができます。 ユーザーはICOウェブサイ

トでの購入中に権利確定に同意しなければならず、契約書をデータベースに記録する。 かかる権利

確定は契約下にあり、変更することはできません。

• インセンティブとは別に、公売前売却および公衆売却の貢献者は、権利確定期間を履行する義務を負

いません。

• ただし、すべてのプライベートセールの寄付者は、チーム、早期退役者およびアドバイザーの配

分に割り当てられたすべてのトークンを含め、12 - 24ヶ月の権利確定期間を守る必要があります。

• 当社は、様々なマーケティングイニシアチブの参加者に12-24ヶ月の権利確定期間を選択する機会が

与えられるが、権利確定要件からマーケティング努力配分を免除するつもりである。
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• 全ての権利確定期間は、公売の終了時に開始される。

• 追加の準備金は、REMCO SOFTWARE、INC 取締役の決定に従う

• RemittanceTokenネットワークが後の段階で補給トークンを補給できるようにするために、追加の

1,000,000,000のREMCOが作成され、予備にロックされるので、トークンの最大供給は

3,000,000,000 REMCOになります。

• 予備トークンは、ネットワークに付加価値をもたらし、その柔軟性を維持する状況下でのみロッ

ク解除されます。 他のネットワークと共同作業するために予約トークンがリリースされる可能

性があります。

• RemittanceTokenのプラットフォームが開始される前に、予約からトークンが解放されることは

        ありません。

• 予備トークンは、そのようにすることがネットワークの成長の最大の利益のために役立つとみ

なされるならば、焼かれます。

タイムライン 
• プライベートセールは、2018年9月以前に開始される予定です（個々の寄稿者の選択グループ）。

• 公開前売却は、2018年11月のプライベートセールの完了後に開始される予定です。

• パブリックセールは、パブリックセールセールの終了直後に開始される予定です。 各トランシェは1週

間後に、またはトランシェのすべての割り当てられたトークンが購入された時点（どちらか早い方）
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チームと顧問 

当社のチーム 

当社は、ベテラン、技術者、銀行家、ビジネスマンからなるチームであり、実践的 な思考
リーダーと革新者であり、毎回お互いを信頼して信頼しています。

Peter Ojo, CEO/CTO 

イノベーター、ビジネスプロセス自動化、上位1％ VTNのための全国的なモバ
イル支払い/送金免許を取得しました。 過去24ヶ月間に7億ドル以上処理され
ています。 Lockheed-Martin、RES、Hitachi、AT＆T、British 
Telecom、IRS、TSAのソフトウェアを開発

Joel Patenaude, COO 

Joel Patenaudeは、昨年、マイクロファイナンス銀行の資金調達と立ち上げを支
援し、フロンティア市場の両方で新しい銀行のライセンスを取得しました。  デ
ジタル通貨、P2P外国為替、送金の経験

Catherine Berruer, Vice President 

ワシントンDCとフランスの様々な国内外の機関と私立機関に勤務。  数百万ドルの奨
学金の審査と管理を担当する
貧困に苦しんでいる地域の人々にプログラムを提供しています。  英語、フランス語、
スペイン語。

George Oluwaboro, CAP, VP Finance 

CPAとブロックチェーン/ ICOコンサルタント。 Brickstone＆Associates、LLCの
管理パートナー。 KYC、AMLおよびBSAコンプライアンスに重点を置いて25年のビ
ジネスコンサルティングおよび金融サービス業界へのアドバイザリーサービス。 
ワシントンDCの連邦準備銀行とテキサス州とコンサルタントの元銀行審査官。

Olufunmilayo Ojo, Director of Operations 

年間100万ドルを処理するコーディネートされたeコマース活動。 航空宇宙/データ
販売、電気およびケーブルネットワーク請求書支払い、さらにはP2P送金のPOSベ
ンダーとの提携を促進。 VTNetworkのエグゼクティブディレクター。

Dr. Moses Asom, CEO of SyChip, Inc 

ルーセントニューベンチャーズグループのベルラブズディレクター勤務。  ハン
トへの顧問。 多くの特許とPh.D.を保有しています。 電気工学、ウォートンビジ
ネススクールでMBAを取得しています。
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当社の顧問 

長年にわたり、我々は多くの人々の知恵と直接的な支持から恩恵を受けてきました。  
現在の顧問はREMCO Coin ICOに注力し、製品の発売には：

 

Seth Wiener, Managing Partner 
モルガンスタンレーのインベストメントバンカーとして20年のキャリア。 シリコ
ンバレーのいくつかのスタートアップのチームメンバーを創設
UPS、Brocade、Loud Cloud、Ford、URS、Accentureのセカンダリーオファリング
にIPOに参加。 株式取引の総価値は$ 4.2Bです。 3成功した出口。 

David Hershfield, Advisor 

PayPal、Adobe、Redcatsなど、CレベルおよびSr. Executiveのリーダーシップ、
ボード、およびアドバイザリーロールで働いていました。 デジタル製品、技術、
転換期およびM＆A取引における積極的な成果に貢献しました。

Robbert Walstra, Founder Legal Capital 
LL.Mビジネスアクトアムステルダムアムステルダム、トロント初期の創業者およ
び技術起業家のための独立した弁護士。 ラテンアメリカの新興企業が米国市場や
投資家に跳躍するのを手伝ってください。 いくつかのブロックチェーンと暗号プ
ロジェクト、スピーカーの世界会議、シアトル、そしてハイテク弁護士に参加し
ました。

Tidal W. McCoy, President, McMark, LLC, (Investor) 
最高レベルの政府、民間セクター、新興企業で43年間のサービスを提供しています。 
自動車エアバッグ（年間1500-200億ドルの産業）の導入を含む、政府の技術を商業市
場に翻訳しました。 レーガン大統領のもと、空軍補佐官

Roshan Polepalli, Adviser 
18年以上の製品とマーケティング管理。 最近では、大規模な国際送金会社のWeb＆
モバイルアプリプラットフォームを構築＆スケールしました。 eNews.com（BN.com
買収）、John Wiley＆Sons、およびSourceMediaなどの企業向けのオンラインマーケ
ティング戦略を策定しました。

Anil Joseph,  IT Specialist 

18年にわたるベテランのWeb / Eコマース/モバイルアプリケーションおよびAPI開発者 VTN
チームとの10年以上の関係。 このソリューションは毎月数億のナイラを処理しています。

Brent Segal, Ph.D (Advisor) 

先進技術開発でハーバード育成博士号取得20年を経験。 エレクトロニクス企業である
Nantero Large companyの200件以上の特許と特許の廃止
テクノロジーのスカウトは重要なゲームチェンジャー技術に重点を置いていました。
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添付 1 

基盤技術（マルチチェーン）

図6.基盤技術：マルチチェーン

貨幣送信者とその顧客の間での標準的な取引の迅速な確認、および取引手数料の安いため、Bitcoinな
どの仕事の証明が必要な解決策は、預金や徴収のために電話で待っている受取人のニーズを満たすこ
とができません。 また、それを使用するBitcoin料金と急な学習曲線は現在、平均送金サービスよりも
高いです。

この理由から、迅速な取引確認のために設計されたMultichainブロックチェーンテクノロジ
を選択しました。
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エエエンンンドドドユユユーーーザザザーーーののの選選選択択択

Multichainはまた、エンドユーザーの選択が重要であると考えています。 これは、顧客がチェーンをプ
ライベートまたはパブリックにするという決定を完全に制御できるようにすることによるものです。 顧
客はブロックの目標時間とネットワークへの接続を許可されている人を決定することもできます。 これ
らのエンティティの相互作用 トランザクションに含めることができる最大ブロックサイズとメタデータ
（Rizzo、2015）が含まれます。

柔柔柔軟軟軟性性性 
Multichainのもう1つの重要な機能は、権限をカスタマイズして、権限のある参加者への元帳の可視性を
制限する機能です。
プライバシーに関して、ユーザは、ネットワーク上のノードとして機能することができる許可された
ユーザと、トランザクションを検証するために予め選択された鉱夫と、ノードが他のノードが承認され
たかどうかを確認するための予め定義され承認された方法を事前に認可することができる。

Multichainでは、メタデータのトランザクションを使用して権限を付与することができますが、Genesisブ
ロックのマイナーは管理者としての役割を果たすことができます。  管理者は、コンセンサスの変更を有
効にできる他の管理者を任命することができます。

仕事の証明の必要性なし
マルチチェインネットワークでは、鉱夫に必要な作業の証拠はありませんが、ネットワークはマ
イニングの多様性と呼ばれるプロセスを使用して意思決定を信頼できるようにしました。

Token generation using True random Vs. Pseudo-random number 

A擬似乱数とは、その種が分かっていると容易に推測できる乱数であり、簡単に種を見つけるこ
とができます。

図7.サンプルコードを使用して生成された実際のランダム9トークン整数
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図8.サンプルコードを使用して生成された実際のランダム1000トーク
ン整数
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図9.サンプルコードを使用して生成された実際のランダム1000トークン整数 - 拡大

ランダムトークン番号生成コードアプローチの例

真の乱数に近い挙動を得るために、私たちは、外部要因と内部要因に基づいてシード値を決定

しました。内部要因には現在の時間が含まれます。外部要素については、1GBファイルのI / O実行に要し

た時間を計算しました。システム内にあるディスクだけに書き込んでいるので、これが外部要因だと言

うことができます。同じ事例を何度も繰り返して実行すると、同じ条件であってもカオス理論のために

異なる時間がかかることになります。 I / Oパフォーマンスは多くの要因に依存し、これらの要因のいく

つかは外部環境に依存し、わずかな変更によってもミリ秒の変化が生じるため、外部要因に依存してい

ると言える理由です。たとえば、CPUによって現在処理されているプロセスの数によって異なります。

また、ハードディスクのRPMにも依存します。それにもかかわらず、加熱された場合、ハードディスク

はより遅く移動することができ、また、大気圧にも依存し、1マイクロ秒の損失でも同じデータ量を書き

込む時間の変化をもたらす。

時間を変更するには、システムの組み込み疑似ランダムジェネレータを使用して、毎回可変サ

イズのファイルを作成します。
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シード値= I / O時間* current_time

グラフの生成

まず、必要な番号のリストが生成されます

それは、有向グラフのシーケンスを生成するためにソートされます

各ノードについて、より大きなシーケンスを有する宛先ノードがランダムにフェッチさ
れ、ノードが接続される

依存：

• Python 3 

• PythonのGraphvizライブラリ - Graphvizがシステムにインストールされています。

アウトプット: 

• ドット言語によるグラフ

• グラフを含むPDFファイル
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図10.トークン生成コードの例 
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添付2 

送金エージェントと送金トークンの予測分析と処方分析

米国の都市に100の代理店/店舗を、その都市に住んでいる100の顧客を検討し、次の31日間に代理
店にアクセスできるようにする場合 これらの各店舗内の4つの送金会社A、B、C、Dを考えてみましょ
う。すなわち、代理店/店舗は、顧客のために送金するために4つの送金業者のいずれかのシステムを使
用することを決定できます。

各送金会社がすべての目的地（顧客が必要とする）に送金することができ、すべてが同じ料金
（$ 5）を支払っていると仮定します。 さらに、顧客送金のための送金会社の完了時間（D = 2分、その
他15分）と販売代理店の同じ手数料（$ 2.5）を仮定すると、エージェントは時間によって選択すること
は明らかです 手数料によって）: 

• シシシンンンプププルルル確確確率率率関関関数数数 :  

P(A) = P(B) = P(C) = 0, P(D) =1 

彼らが時間によって選ぶならば、確率は時間に反比例するだろう : 

P(A) = P(B) = P(C) = 1/15 / (3/15+1/2) = 2/21= 0.095 

図11.販売されたトークンの数

P(D) = 1-3*0.095 = 0.714 
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これは、転送時間（手数料と手数料が等しい場合）に基づいて、最も推奨された（選択さ

れた）転送会社がDであることを意味します。

すべての移送会社（A、B、C、D）が同じ手数料（$ 5）を有し、移送を処理する時間が異なる（A = B = 

C = 15分、D = 2分）場合、 エージェントの手数料も異なります（A = B = C = $ 1.50、D = $ 3）。 

問題は、どの移転会社が代理人によって推薦され、どちらが移転先によって選択されるかです。

クライアントが時間によってのみ選択する場合、確率は上記と同じになります :  

P(A) = P(B) = P(C)= 0.095, P(D)=0.714. 

顧客が代理店からの推薦に従うならば、彼らは手数料で選ぶように勧められ、D社はこの基準の中で最

高のランク（手数料= $ 3）であるので、確率は同じままであるf: P(A) = P(B) = P(C)= 0.095, P(D)=0.714. 

特別なケースとして、企業Aが{A、B、C}の中でより低い料金を有する場合、確率:  

P(B) = P(C) = 0, and P(A) =1- P(D)= 1- 0.714 = 0.286. 

彼らが時間によって選ぶならば、確率は時間に反比例する : 

P(A) = P(B) = P(C) = 1.5*1/15 / (3*1.5* 1/15 + 3*1/2) = 1/18=0.055 

P(D) = 1-3* 1/18 = 5/6 = 0.833 

この問題には、いくつかの層と分析方法があります。  しかし、私たちは、取引を完了するため

の時間とエージェントへの委託に焦点を当てています。  そのため、Q1とQ2で最も速い時間を取る確率が

最も高くなります。つまり、エージェントと顧客は最速の時間を望んでいます。  Q3では、代理店へのす

べての手数料は同じであるため、もう一度時間が他の要因よりも優先されたので、代理店はオプション

Dに行った。Q4代理店はDをより強く好む。 代理人や顧客は他の送金業者よりもDを好むので、代理店は

Dを推薦する可能性が高い。結果は推測できたことを単に確認するだけであるが、統計によって結果が

定量化される。

エージェントは、このトークン方式を提供する送金団体に偏っていると結論づけることができ

ます。 実際、このトークンを提供する送金組織が他の送金と比較してより多くの回廊をカバーするなら

ば、代理人は他の送金団体との関係を中止することは価値あるビジネス経済決定であると主張すること

ができる。 これは意味があります。なぜなら、価値提案は、送金の手段としてトークンを提供する送金

組織よりも大幅に低いためです。 それにもかかわらず、お客様にサービスを提供するために必要な時間

の短縮は、他の製品よりも製品の需要を押し上げると確信しています。  また、トークンごとに代理店や

店舗に支払う手数料が高いほど、トークンを運ぶことに関心を持つ代理店や店舗の数が多くなります。

図7は、手数料（C1 ... C3）と販売されたトークンの数量との関係を示す。
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図12.送信者に費やされた時間の関数として販売されたトークンの数

当社は代理店/店舗に支払った手数料が高いほど、経済的なインセンティブがあるので販売する

トークンが多く、他の代案と比較してカードを提供する傾向があると主張します。

図8. REMTOKENの数は、送信者と過ごした時間の関数として販売されています  

図11のグラフは、顧客サービスのために費やされた時間（T1 ... T3）対販売されたカードの数

または送金量を示している。 エージェントが顧客と過ごす時間が短ければ短いほど、サービスできる顧

客数が多く、エージェントからのボリュームも大きくなると主張しています。 本質的に、Timeは、販売

されるカードの数に反比例します。 これは、代理店/店舗が、送金サービスではなくコアビジネスをひ

いきにするために来る顧客にサービスを提供することに戻ることができるようにするためです。

線形回帰モデル

現象（変数）間の関係を機能的と確率的の2つのグループに分けることができます。 独立変数Xの

各値に対して、従属変数Yの1つの値にのみ対応する場合、機能的（確定的または厳密とも呼ばれる）接続

が発生する。確率的プロセスでは、独立変数の1つの値が集合全体に対応する 従属変数の可能な値の 確

率的モデルでは、Yに影響を与える追加のコンポーネント（X以外にも）が必要です。したがって、確率

的モデルの一般的な形式は、次のようになります: 

Y = b1*X + b0                                                (1) 

ここで、b0は確率的要素（例えば、エラー）である。

貨幣送金システムでは、予測変数（X）としての売上ポイント（エージェント）の数と期間Yの総

収益との関係を変数Yとして評価します。まず、これらの変数間の線形結合を定義できます 増加した数は

総収入の増加につながるからです。
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次のステップでは、散乱線図を描いて、直線が経験値に対して良好な近似値であるかどうかを確認しま

す。 はいの場合、予測のための線形回帰モデルを受け入れます。

我々のシステムのサンプルデータを表1に示し、散在図を図13に示す。回帰分析の目的は、観察さ

れる変数間の関係のタイプまたは依存性を決定することである。 これは、説明変数Xの選択された値（販

売点数）に対する従属変数Y（収益）の値を予測する現象間の関係を記述することを可能にする適切な回

帰モデルによって達成される。

図13. Xの正規化値（エージェント数）、Y（収益指数）の散布図u

表1

線形回帰誤差計算のサンプルデータ

パートナー （エージェント数） 収益規模（Y） X*Y X2 Y2 

A 8 10 80 64 100 

B 10 14 140 100 196 

C 3 3 9 9 9 

D 3 5 15 9 25 

E 2 4 8 4 16 

F 7 12 84 49 144 

G 5 8 40 25 64 

H 6 9 54 36 81 

I 5 7 35 25 49 

J 4 6 24 16 36 

式（1）によれば、2つの変数（Y = f（X））の線形依存性を仮定しているので、未知のパラメー

タの次の段階の評価に進む：迎撃値ß0と勾配係数ß1。 
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目標は、サンプルに基づいて、b0とb1の可能な最 良推定値を決定し、サンプルの回帰直線を定義するこ

とです: 

yi = b0 + b1 xi        (2) 

ここで、yiはYの値を表し、Yの調整値と呼ばれ、Yの調整値と呼ばれます。推定値b0とb1は、サ

ンプルに関連することを除き、主変数と同じ意味を持ちます。  b0とb1の推定値がパラメータß0とß1の実

際の値と異なるため、原則として、実際の値とサンプルの回帰直線は異なります。  理由は簡単です。サ

ンプルはほとんど完全に代表的なものではありません。

図7 - 依存関係の誤差計算に関する標本データの正規化プロット：収益指数対エージェン

ト数が表示されます。

図14.表1のサンプルデータの正規化プロット

図7の値β0、β1は定数（線の切片および勾配）であるが、サンプルb0、b1は任意の値を取ること

ができるため、推定することしかできず、それらをランダム変数として扱う。 散布図上の点の間で無限

に多くの直線を描くことができます。 もちろん、係数b0と係数b1はすべて異なります。 問題は、それ

らを最もよく表す経験的ポイントの間に正しい線を描く方法です。 これらの線は、すべてが遵守するた

めに可能な限り接近しなければならないため、b0とb1の最適な推定値を与えてください。 したがって、

最小2乗法を用いて誤差推定を進めるべきである。  
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最小2乗法は、回帰直線からすべての経験的点の自乗偏差を最小化することに基づいています。 

接続の確率的な性質のために、経験的な点は正しい線からのマイナーなまたはより大きな偏差を有するこ

とがわかっている。 実際の値yiと調整された値との間の垂直偏差（差）は、残差iと呼ばれ  ei: 

（X）) 
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図15.全体年間推計

増加するエージェント数に関する本物のデータ（このペーパーのExcelの補遺として利用可能）
については、結果の収益予測図が図8に示されています。

エージェントの行動に関しては、それは必要な手数料 /時間だけによって決定され、その時間/手

数料は独立変数であると仮定することができる。  トランザクションを完了するのにわずかに多くの手数

料/時間を要する場合にエージェントがどのように反応するかの条件付き統計分析は、以下の式で示され

ます。
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投資家への通知

一般的な投資家へ: 

適用されるすべての法律および関連する司法管轄区域を遵守するために、この奨励覚書
に記載されたトークンに加入することを希望する人物の責任は、その責任となります。
将来の投資家は、これらの住居、居住地、所在地、事業所の範囲内で法的要件および納
税所要額について、これらのリムメントトークンの取得、保有または処分、および非米
国内外の制限に関する情報を開示しなければなりません  それと関連しているかもしれま
せん。

この提供するメモリアムは、その司法管轄区域内でのみトークンを提供するものであ
り、これらの人物が合法的に売り出しを提供する場合があります。  この提供機関は、各
裁判管轄の法律が認めている範囲を除いて、トークンの申込みを構成するものではあり
ません。

特に、潜在的な投資家は、（1）潜在的な投資家の代理人と、その潜在的な投資家の1つ
または複数の代表者によって開始された会社の利益獲得に関する会社およびその関連会
社との間のいかなる合意も、（2） 会社、ファンド、ファンドマネージャー、またはそ
れらの関連会社のいずれも、この潜在的な覚書またはその他の救済措置の提供は、その
ような潜在的な投資家による購入が認められている会社では認められません 潜在的な投
資家または潜在的な投資家に招待されて、投資を申し込むことを提案する。

会社は、いかなる問題に関しても、法的、ビジネス上または財務上のアドバイスを提供す
るものではありません。 このプライベートな、申し立てられていない提供に合法的に参
加することはできません。 あなたは、あなた自身の勤務者、会計士、その他の問題に関
するアドバイザー（本募集に法的に参加するかどうかを決めることを含む）にご相談くだ
さい。 あなたは、この提供についての質問があれば私達に連絡してください。

Remarks tokenは、コードを実行する能力（スマートな契約）を持つETHEREUM BLOCKCHAIN
のデジタルトークンです。 再興トークンはデジタルウォレットに収められています。 
オーナーシップの事実は、所有しているキーの所有者が、トークンを保持しているデジ
タルウォールへのアクセスを可能にすることを一般的に定めています。 
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プライベート キーとパブリックキーは256ビット番号で、公開鍵はアドレスとプライ
ベートキーがデジ タルウォールトの内容を管理します。

どの償還奨励金を購入、提供、販売しているか、またはこの奨励覚書を配布または配布
している場所では、お客様に適用されるすべての法律および規則（KYC / AML法を含む）
に従わなければなりません。 あなたは、あなたがそのような購入、提供、または提供す
ることができる司法管轄内の法律および規制に基づいて、救済措置を購入、提供、また
は販売する必要があるかどうかに関するすべての同意、許可、または承認を取得しなけ
ればなりません。 または売上。 会社は、これらの法的要件に準拠しているかどうかに
ついて責任を負うものではありません。 法律上の投資または類似の法律または規則のも
とで、救済措置の投資の合法性に関する表明は、会社が行っていません。

この提供するメモリ内の何も、会社の投資のための契約を作成することは意図されて
おらず、それぞれの潜在的な投資家は、潜在的な投資家の裁判管轄の法令遵守に関す
る潜在的な投資家の声明のこの裁定に頼ることを認めます。

オーストラリアの居住者への通知

証拠開示書類、開示書類、募集資料、または広告は、オーストラリア証券取引委員会、
オーストラリア証券取引委員会、またはオーストラリア証券取引所に限定されていた。
この提供メモリは、リミテッドトークンに投資する意思を表明するかどうかを決定する
ために、オーストラリアの公的機関の2001年法に基づいて定義された限定的な数の「見
込みのある投資家」に提供されている本契約の条件に従い、ここに記載されている制限
に従い、他の目的に使用することはできません。慎重な投資家の基準を満たすために
は、投資家は会計上の問題を有する必要があります。個人は、少なくとも2百万ドルおよ
び5億ドルの純資産（2,500,000ドル）または（2）総額少なくとも2つの財務年ごとに、
少なくとも2つのドルと5つのドル（$ 250,000）。

アルゼンチンの居住者への通知

救済措置との関連における開示資料、提供資料,または広告は、アルゼンチン（NSC）ま
たは法律26,831（資本市場法）またはその他の規則に基づく国家証券取引委員会に拘束
されていた。 
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この提供している資料は、NSCからの承認を受けていないた め、提出されていませ
んでした。

この文書は、目立つものではありません。 REMITTANCE TOKENSは一般公衆への販
売またはサブスクリプションのために提供されていませんが、アルゼンチンのロー
カル証券法に基づく要件を満たしていなければなりませんし、法的助言を求めるか
どうかについてSEEK法的助言を必要とする数多くの有望な投資家 救済措置を取る
ためには、この救済措置に関連したすべての法律を遵守しなければなりません。

バミューダの居住者への通知

この奨励覚書に記載されている基準を満足させる投資家のために、ここに提供される
Remittanceトークンは、個人の基盤として提供されています。 この提供メモリは、 バ
ミューダの了解を受けたものではなく、バミューダの会社の登録者または登録者か ら
の承認を受けていないものであり、明示的または黙示的に禁じられているものでは あ
りません。 買戻しのトークンは、バミューダの投資事業法2003（改正後）の規定に
従った場合にのみ、バミューダで提供または売却することができます。 さらに、非バ
ミューダン人は、そのような人物が適用されるバミューダ法の下で行うことが許可さ
れていない限り、バミューダ内のあらゆる貿易業務またはビジネスにおいて運営また
は管理することはできません。 バミューダで提供されている留学先の募集またはマー
ケティングの活動に励ますことは、バミューダでのビジネスに携わっているとみなさ
れることがあります。

ブラジルの居住者への通知

REMITTANCEトークンは、COMISSO DE VALORES MOBILIRIRIOS（ブラジルの証券取引委
員会）に登 録されておらず、今後も登録されません。 ブラジルの法律および規則に
基づき、またブラ ジルの証券法に従って公的な募集または配布を構成していない場合
を除き、残存する 権利はブラジルの連邦共和国に譲渡または売却することはできませ
ん。

カナダの投資家への通知

この奨励賛成票は、救済措置の唯一の救済措置を提供するものであり、救済措置が正
式に販売のために提供される場合があり、救済隊を譲渡することが許可された者のみ
がその救済措置をとる。 この提供する資料は、カナダでは予期せず、宣伝、 広告、
または民主化措置を取っているものではありません。  
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カナダの証券取引委員会または類似の機関は、この覚書または救済措置のメリット
にどのような方法でもレビューされていませんでした。また、当該取引に反する表
現もあります。
購入者の表現、約束および再販制限

購入確認書を受け取ったカナダの救済庁の各購入者は、そのような購入者は、適用さ
れる法人証券法のもとで熟読されたプロスペクトスの恩恵なしに、払い戻される可能
性のある会社であることを表明します。 特に、購入者が「認定投資家」であることを
会社に一元的に知らせる購入者は、そのような期間が国家機器の第1.1条に定義されて
いる45-106カナダ証券監督官の見通しと登録免除（以下「NI」という）。 購入者は、
原本として償還金を購入しなければならない。 オンタリオ、クエベック、ブリティッ
シュコロンビア、アルベリタ（「カナダの管轄区域」とも呼ばれます）の居住者に個
人的に配置されており、会社が準備しているカナダの司法管轄区域の要件を逸脱して
います。 関連する証券規制当局との見通し。

オファーされている資料は、カナダのREMITTANCEトークンの提供に関連して会社が提供する 個
人の秘密保持のためのものです。 会社は、何らかの理由でREMITTANCEトークンを購入するか、
または購入したREMITTANCEトークンのすべてを購入していない可能性のある購入者に割り当て
ようと、オファーのすべてまたは一部を却下する権利を留保します。

責任
適用法により明示的に要求される場合を除き、明示または黙示の如何を問わず、会社に
よって認められた種類または性質の責任または義務は一切負いません。  この奨励賞金
に含まれる情報の完全性、またはカナダの救済措置の提供に関連して会社が提供する
その他の情報の完全性。 救済措置の投資はリスクを伴う。 将来の購買担当者は、この
徴収している資料に含まれている「リスク要因」の開示を参照して、これらの追加情報
を把握する 必要があります。
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カナダの法人所得税に関する注意事項

本提供資料に含まれる税金および関連する事項の議論は、救済措置を購入する決定に
関連する可能性のあるすべての税金に関する包括的な説明ではありません。 再雇用
主の前払い購入者は、借入金の取得、保有または処分に関連する税金に関して、自ら
の税務アドバイザーに相談しなければならない（SHOULD TOST ADVISORS OF 
REMITTANCE TOKENS）。 カナダで適用される税金およびその他の法律の下での投資の
ためのREMITTANCEトークンの適格性に関するものを含む、カナダの投資家のための多
数の準用的なカナダの税金遵守要件があるので、税務アドバイザーがカナダで雇用さ
れることが推奨される 該当する場合には、払い戻しまたは処分の手続きが受けられて
いなくても、税務上の収益を認識するための要件が生じる可能性のある所得税法（カ
ナダ）の「外国投資事業体」条項に適用します。

カナダにおける再販制限

カナダにおけるREMITTANCEトークンの配布は、唯一の立場に立って行われており、会
社 が関連するカナダの規制当局との間で原型を作成し、提出するという要件を除いて
い ます。 したがって、登録商標の払い戻しは、適用される証券法に従って行われなけ
れ ばなりません。これは、登録および見込み顧客の要件に基づいて払い戻しを要求す
る ことがあります。 カナダの購読者は、REMITTANCEトークンの再販の前に法的助言を
受けるようにアドバイスされます。

その会社は、そのような期間に適用可能なカナダの証券の下で定義されているため、
「レポーティングの発行者」ではありません。REMITTANCEトークンが提供されるカナ
ダの州または地方にあります。 いかなる状況においても、会社は、カナダの州または
州の公的機関への救済措置の再販を認める、カナダにおける任意の証券監督機関 との
間で、原文または類似の文書を提出する必要があります。  カナダの投資家は、現 時点
では、当社がこの募集に関連してカナダの州または地方の公的機関に救済措置を 再譲
渡することを保証する、カナダの証券監督当局との間で原文または類似の文書を 提出
する意思はないと告知しています。 そのため、カナダではREMITTANCEトークンのため
の公的市場は存在しません。また、REMITTANCEトークンの再販または移転は制限の対
象となります。
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カナダ人購買者の表明

繰り越し覚書の各カナダ人購買者は、会社とその関連会社に代表されるとみな
されます: 

• この奨励賞を受領した当事者は、他のいかなる文書または救済馬券の購入に関
する投資決定をしたことにもかかわらず、受領していないまたは遡及した救済賞金の
募集および売却; 

• そのような購読者はレビューされており、この提供している資料の利用
規約に同意します; 

• NIのセクション2.3に含まれている免除に依拠するために必要なのは、そのよう
な購入者または代理人としてではなく、独自のアカウントで購入することです。
 
• そのような購読者は、該当する証券法の下で、かつ上記の一般的な意味を制限
することなく、プロスペクターの恩恵を享受することなく、そのような救済馬を購入
するための適用されるカナダの証券の下で、 

o 購入者は、カナダの司法管轄区に居住しており、NIの第1.1条に定義されている
「認可された投資家」は作成されておらず、認定投資家としての認定を受けるために
完全には使用されておらず、 売却または流通を目的としたものではなく、投資のため
にのみ、プリンシパル（NIを意味する）。 

o そのような購入者は、同社にファイルが義務付けられておらず、かつ、再譲
渡トークンの再販売に関するカナダの司法管轄区内の法律上の権限を持つ証券の存
在を示唆していないことを理解し、再譲渡トークンは再販制限

o （I）は個人ではなく、NIの第1.1条に定義されている「認定された投資家」で
あり、適用される証券法に従ってREMITTANCEトークンを購入しており、（II）は投資
判断を 下すことはない、この提供するメモリに含まれているオンタリオ州の適用され
る証券 法に定義されている「将来見通し情報」およびこの提供資料に含まれているこ
のよ うな「将来的に見通される情報」は、I TO MATERIAL 救済措置に関する投資判
断; 
そして
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o そのような購入者がQUÉBECにいる場合、それは報奨金の売却に関連していると
みなされるすべての書類が英語でのみ放棄されることを明示的に願います。C’EST LA 
VOLONTÉ EXPRESSE DECHAQUE ACHETEUR QUE TOUS LES DOCUMENTS FAISANT FOI OU 
SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE À LA VENTE DES INTERÊTS SOIENT RÉDIGÉS 
UNIQUEMENT EN ANGLAIS. 

さらに、カナダの居住者の住民は、次のような会社からそのような購入者に知らさ
れた会社およびその関連会社を代表するものとみなされます。

会社およびその関連会社は、NI（その氏名、住所、電話番号、および購入された
REMITTANCEトークンの価値を含む） の下で、45-106F1のスケジュールIに開示する必
要がある購入者に関連する情報 （「個人情報」）を提供する必要があります。 購入
された救済措置の価 値）、45-106F1はNIの下にある会社によって提出される必要が
あります。
 
• このような個人情報は、NIに準拠したオンタリオ証券取引委員会（「OSC」）
に提供されます。

• 個人情報は、ONTARIOの証券法上認められた権限のもとで、OSCによって
間違いなく収集されています。

• オンタリオの証券化法の施行と施行の目的で、このような個人情報が収集され
ている。
▪ このような個人情報のOSCの間接的な収集についての質問に答えることができる
オンタリオの公式は、OSC、BOX 55 CORPORATE FIRSTの管理者を管理することを援 助す
る。 ：（416）593-8086; OSCによる個人情報の間接的な収集を許可した。     そして

▪ 購入した償還金額と購入者が支払った総購入金額を含む、その名前、住所、電
話番号およびその他の指定情報が、他のカナダの証券監督当局に公開され、公衆に利
用可能になることを了承した 適用される法律の要件に従います。

REMITTANCE TOKENSを購入することにより、投資家はそのような情報の開示に同意し
ます。
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カイマン諸島の居住者への通知  

招待状は、CAYMAN諸島の公衆に提出することはできません。これは救済措置をとるため
のものであり、この提供する資料はCAYMAN諸島の政府または他の規制当局に登録され
ていません。

中国共和国の居住者への通知

救済措置はマカウを含む中国の人民共和国で直接または間接的に行われることはあり
ません。 この資料に含まれる情報は、中国内に居住地を購入するためのオファーの売
却または売却の申し出を構成するものではありません。  この奉仕資料および本奉仕覚
書に記載されている情報は、中国の関係政府機関によって承認または確認されたり、
登録されたりすることはなく、また、中国の公衆に、または、 中国のREMITTANCEトー
クンの購読または売り出しを申し出る。

EU加盟国の居住者への通知

欧州連合加盟国のいずれかのメンバーとの間で、予期せぬ事態、開示文書、提供資
料、または対抗措置に関する広告は禁止されています。 欧州連合の加盟国 によって
導入された欧州連合の前向き方向性（203/71 / EC）（「プロスペクト指向 性」）
は、欧州連合加盟国の証券法のもとで将来の方向性のもとで生じる見通しの要 件から
の様々な免除を含んでいる 欧州連合加盟国。 そのような免除がこの募集に適 用され
る場合を除き、会社は提供する権利を留保します

欧州連合加盟国の証券法の他の条項への言及にもかかわらず、このような免除規定
に従うREMITTANCEトークン。

この提供資料に記載されているオファーは、以下のことを表明、保証し、合意した も
のとみなされます。（I）投資家は適格である （2）投資家が財務的中断機関として
取得した償還金額のいずれの場合においても、期限が到来していることを条件に、 投
資家は、本投資法人の投資信託 見通しの方向性の第3条（2）で使用される、
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(A) オファーの投資家が取得したREMITTANCEトークンは、期間が定義されているた
め、適格な投資家以外の関係するメンバー国に居住していることを条件として、取得
されたものでもなく、 見通しの方向性、または
(B) 適格者は、適格な投資家以外の関連する会員国の投資家が投資家によって取得
された場合、その投資家に与えられた対抗措置の提供は、そのような人になったとし
ての見通しの下では処理されません。

ジブラルタルの居住者への通知

このオファー資料は、ギブラルタール金融サービス委員会による公的な奉仕のために
登録 されたり、承認されたりしていません。 REMITTANCEトークンは、募集のために
授権を受けた 投資家の数に限定されています。 この提供している資料は、適用法に
基づいて公募 を構成しない唯一の方法で、ギブラルタの住民に配布することができま
す。 このメモ は、他の目的のために複製または使用することはできません。 救済措
置を取っている 潜在的な投資家は、自分の利益と勘定の利益のために、その目的のた
めに、あるいは 他の関係者への利益の分配や提供を意図していません。

ガーニーの居住者への通知

REMITTANCEトークンは提供されておらず、ゲイレイの一般市民には公衆には提供され
ません。 ゲーマーズの住民は、プレースメントの配置に従うためにREMITTANCEトーク
ンのみを申請することができます。 この奨励覚書は、関連する法律に準拠したゲー
ニーファイナンシャルサービス委員会、および投資家（ガーネット証券仲裁者）の保
護に関するいかなる承認も、ゲイニーフィナンシャルサービシズコミッティによって
発行されたものではありませんでした。

香港の居住者への通知 

この奨励覚書は、香港、香港の通貨当局または香港の会社の登録会社の証券および先
物取引によって承認または登録されていません。この資料は、香港の公立学校 への申
し込みや招待状を構成するものではありません。いかなる個人も、直接または 間接的
にアクセスされたコンテンツ、またはアクセスされる可能性のあるコンテンツ を含
む、訴訟の目的のためにその訴訟の目的のために訴訟を起こすことはできませ ん。香
港（香港の証券法の下で行うことを許可されている場合を除いて）を公的機関 （香港
以外の人にのみ、またはそのような人のみに移転することを意図している）香 港の証
券および先物取引条項およびその規定に基づいて定められた規則に従って許可 されて
います。
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この資料のコピーが発行された場合、香港でこの資料を発行、または配布し たり、こ
の資料のコピーを他の人に配布したりすることはできませ ん。投資家はオ ファーに関
連して注意を促すようにアドバイスされます。投資家がこの資料の 内容について何も
疑わない場合は、独立した専門家のアドバイスを受 ける必要があり ます。

インドの居住者への通知

この文書は、インドにおけるPROSPECTUSまたは公的な募集ではなく、また、インドの
証券取引所またはインド銀行またはインドのその他の規制当局にも登録された り、承
認されたりすることはありません。 将来の投資家は、救済措置を取るために法的助言
を受けなければなりませんし、この尊厳のあるすべてのインドの法律を遵守し なけれ
ばなりません。

イスラエルの居住者への通知

この提供する資料は、イスラエル証券取引委員会による公的な募集について承認さ れ
ていません。REMITTANCEトークンは、募集のために授権を受けた投資家の数に限定さ
れて います。 この提供する資料は、1968年の証券法第15条および第15条に従い、「公
衆 への贈り物」を構成しない唯一の方法で、イスラエルの住民に配布することができ
ま す。 この資料は、他の目的のために複製または使用することはできません。 救済
措 置を取るイスラエル証券法の下で定義されている適格投資家は、自己の利益および
勘 定の利益を目的とするものであり、他の関係者への分配または募集を意図したもの
で はありません。

日本の居住者への通知

この奨励覚書に記載されている救済措置、またはその募集は、日本の証券取引法に従
うものとしました（1948年法律第25号改正）。REMITTANCEトークンの購入者は、その
ような利害関係を、外国為替法その他の法的要件を満たすことを条件として、日本の
非居住者以外の者に再譲渡または再譲渡することに同意するものとします。日本の関
連 する法律および規則（そのような購入者が購入したすべての利害関係の1つの取引に
よ り、再譲渡または再譲渡を除いて）。
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残存する行使券は、適格者（当社の証券取引所に定義されているもの）および/または 小
規模な投資家に対して、個別のプレースメントの免除の対象となるすべての状況にお い
て、限定的な数の投資家に引き渡されます。証券取引所の法律およびその他の関連する
法律および日本の規制の登録要件から。このように、REMITTANCEトークンは日本の証券
取引法に基づき登録されておらず、登録されません。この提供する資料は機密情報で あ
り、受領者の使用のために完全に意図されています。この提供する資料の複製または再配
布は禁止されています。本提供資料の受領者は、これを受領する ことにより、受領者が
ここで提出されたリREMITTANCEトークンを購入しない場合、または会 社が先に申請した
場合には、すべての関連書類を会社に返却することに同意します。会 社が保有する証券
やその他の金融商品の価格、外国人の変更による変動金額の変動の結 果として顧客が負
担する元本額を失う可能性があります。もしあれば、換算レートおよび その他の要因で
す。

ジャージの居住者への通知

ジャージーファイナンシャルサービス委員会の合意は、1958年の借り入れ（改正）さ れ
た借り入れの統制の第10条に従い、かつREMITTANCEトークンに基づく救済措置の 適用を
受けていない ジャージーでは提供されません。
 

クワイトの居住者への通知

本募集資料およびその他の募集資料および救済措置は、クウェート国の商業および産 業
省またはその他の関連クウェート政府機関によって承認またはライセンス供与され てい
ません。 ここに記載されていることは、クウェートのREMITTANCEトークンを売却するこ
とを意味するものではなく、またクウェートの自然界のいかなる結論につなが るもので
もありません。

プライベートプレースメントまたは公的な募集に基づいてクワイットのREMITTANCEトー
クンを提供することは、ノルウェーの法律に基づいて制限される可能性がありま す。
1990年代の31日に改正され、「証券引当金および売掛金の規制」および司会令な し。
KUWAITの他の適用される法律および規則および実施されている規則および実施 された
1992年の113。
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メキシコの居住者への通知 

銀行の新メキシコ部門の証券部門は、REMITTANCEトークンを承認または却下してお
らず、証券 部門はこの募集覚書の正確性または適格性に合格しており、メキシコお
よびナショ ナル証券の国別登録には登録されていない AUTHORIZAITONは、国家銀行
および証券 委員会から受領しました。 そのコントラストに対する表現は犯罪であ
る。 この募 集は、メキシコ証券市場法のもとで定義された適格投資家にのみ提供さ
れます。

ニュージーランドの居住者への通知

会社は、投資家であることを表明することに同意する人物との対比のため
に、REMITTANCEトークンを置くことを目指すだけである。（I）原則として金銭の投資で
あり、 ま た、1978年のニュージーランドの証券取引法のもとで、登記簿の提供のために
登記され たものであることを必要とせず、残りの500万豪ドルを償還する必要がありま
す。

ノルウェーの居住者への通知

REMITTANCEトークンは、ノルウェー証券取引法（1997年6月19日改正、すべての適用さ
れる規則） に従っている場合を除き、ノルウェー国で売買されることはありません。 
ノル ウェー証券法および規則を意味するノルウェーでは、反訴法典の公的提供を構成
して いない場合を除いて、救済措置は、ノルウェーでは提供されず、売買されたり配
布さ れたりしない場合があります。 旧商業取引所またはNORMEGIAN REGISTER OF 
INDUSTRIES ENTERPRISESのノルウェー株式交換会社によって提供されたものではあり ま
せん。

オマンの居住者への通知

この提供メモリは、OMANの商業会社法（ROYAL DECREE NO。4/74）またはOMANの資本市
場法（ROYAL DECREE NO.80 / 1）によって示されているように、OMANの国王の繰 り 替
えトークンの公的な提供を構成していない。 98）および司法判断第1/2009または OMAN
の国王の非OMANI証券を購入するオファーの売却または売却の提案です。

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


© Remco Software, Inc. Distributed Token Generating Platform     53 

限定された数の熟練した投資家のために、これを実行して、条件を入力して本書に記
載された制限に従うことに同意し、再製作することができないかどうかを決定する 
本来の受取人以外の者に提供されたものではありません。

さらに、この提供する資料は、OMANの国王の栄養素の中でのいかなる契の作 成
にもつながるものではありません。

資本市場の権限とOMANの中央銀行は、この覚書に記載されているステートメン
トや情報の正確性、または会社の業績に対する責任を負うものではなく、信頼
できる人物に損害や損失が生じた場合には責任を負うものではありません。こ
こ に記載されている記述または情報。

カタールの居住者への通知

この書類（またはその一部）は、公的に提供されたものではなく、ビジネス目的、
銀行としての投資目的、投資資金として使用されるもの、またはカタール状態での
ものではありません。

本書に含まれる資料および救済措置を含むこの文書は、カタール中央銀行またはその
他の関連するライツライツオーランドがカタール状態では承認していないか、または
ライセンスを受けていません。また、以下のカタール州では、 カタールの法律。 本
契約条項の関係において、本受領者が意図した受領者による本カタログ州における第
三者への配布は、そのような受領者の唯一の責任と責任で行われるものとします。

ロシアの居住者への通知

この提供する資料はいかなる状況であっても、ロシアの公的な 救済措置として解釈さ
れるものではありません。 会社は、このオマージュの商業会社 法（ロイヤルディグ
リーオブ2004年4月4日）に記載されているように、オマーンの国王のリビジョン トー
クンの公的な提供を構成するものではありません。このオ マーンの適格性に関す る表
明は、 OMANの資本市場法（ROYAL DECREE NO。80/98）およ びMINISTERIAL DECISION 
NO.1 / 2009またはOMANの硫酸塩中の非OMANI証券を購入する オファーの売 却または売
却の提案。 

サウジアラビアの居住者への通知 
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この募集義務は、資本市場権限によって発行された証券規制の提供の下で許可されて
いる者を除き、サウジアラビアの国においては分配されないことがあります。

サウジアラビアの大規模な市場権限は、この提供している資料の正確性または完全性
を示すものではなく、この奨励覚書のいかなる部分から生じた損失に対しても責任を負
いません。 奨励された留学先の購入者は、会社に関連する情報の正確性について、そ
の義務の履行義務を負うものとします。 あなたがこの提供している資料の内容を理 解
していない場合は、認可された財務および法律顧問に相談しなければなりません。

シンガポールの居住者への通知

この提供している資料は、SFAに定義されている見通しではなく、し たがって、この
提供する資料のコンテンツに関連するSFAに基づく法 的責任は適用されません。

シンガポールのREMITTANCEトークンの提供は、SFA第302B（1）条に基づく控除の対象
となります。 シンガポールの金銭的権威に登録されている預託金ではなく、会社ま
たは再譲渡権所有者は、シンガポールの徴収権限により、集団投資計画として承認さ
れるか、または認定されます。 SFAの規定が遵守されていない限り、シンガポールで
提供されている他の人には、ここに記載されている留置証書は、まだ売却されること
はありません。

この奨励資料を受理することにより、お客様は、上記に定められた制限に従い、お
客様が本契約に記載された制限に従うことに同意し、同意することを表明し、保証
します。 この贈り物（全体または一部）をシンガポールの他の人に再生産、開示、
配布、発送、または配布することはできません。 これらの制限または制限を遵守し
なかった場合は、法律違反となる可能性があります。

南アフリカの居住者への通知

ここに記載されている留意点は、あなたの同意のためだけであり、あなた自身以外の
者にも提供することはできません。また、南アフリカで公開、販売、宣伝することも
できません。この奨励覚書は選択された個人にのみ送信されます。
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韓国の居住者への通知

留学生斡旋は、直接または間接的に韓国で行われることはありません。この奨励覚書は
いかなる状況であっても、韓国の公的または恒久的な救済措置とし て構成されること
はありません。会社は、本投資法人の受益者が、直接投資資産管理ビ ジネス法、証券
および交換法および外国法を含むがこれに限定されず、南朝鮮の法律に 基づく救済措
置を受ける受領者の適格性に関して、いかなる表明もしていないその取引 の法律とそ
の下の規則。外国為替証拠金は、証券取引所、証券投資信託ビジネス法、ま たは韓国
の証券投資基金と救済措置の対象外であるため、直接または間接的に売却また は売却
することはできません。韓国または韓国の居住者に直接または間接的に再販売また は
再販売する者。ただし、韓国の適用される法律および規則に従うものを除く。

スイスの居住者への通知

この提供資料は、この奨励資料に基づいて提供された提供物の対象となっている
REMITTANCEトークンに関する他の資料と同様、スイスの義務コードの652Aに記載されて
いるものではありません。本文書、または本サービス、会社、または救済措置に関連
するその他の募集またはマーケティング資料は、スイスの規制当局に提出または承認
されたものではありません。この奨励覚書は執行されません。また、救済措置の申し
込みは、スイス財務市場監督当局によって監督されることはありません。証拠金取引
はスイス取引所には記載されません。したがって、この奨励覚書を含むが、これに限
定されない救済措置に関する文書は、スイスの発行規則の開示基準を遵守することを
誓ってはならないスイス証券取引所の義務およびリスティング規約。移転先のTOKENS
は、公的に提供されていない少数の投資家にのみ、また公共機関に配布する意向でTOKO
を購入しない投資家にのみ、個別のポジション（I.E.）で提供されます。

台湾の居住者への通知 

救済措置の申し出は行われておらず、また、台湾の関連する財務上の法律および規則
の財務上の監督委員会にも登録されず、公的な募集またはその場での公募を通じて、
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台湾内で提供または売却されることはありません。台湾の財務上の監督委員会の登録又
は 承認を必要とする台湾の証券及び交換法の意味。 台湾の人物または団体は、台湾の
救 済隊を募集または売却することはできません。

救済措置の申し出は行われておらず、また、台湾の関連する財務上の法律および規則
の財務上の監督委員会にも登録されず、公的な募集またはその場での公募を通じて、
台湾内で提供または売却されることはありません 台湾の財務上の監督委員会の登録
又は承認を求めることができる台湾の証券及び交換法の意味。 台湾の人物または団
体は、台湾の救済隊を募集または売却することはできません。

アラブ首長国連邦の居住者への通知

この提供する記念碑は、アラブ首長国連邦（アラブ首長国連邦の国際的な金融センター
を含む）の反訴トークンを公式に招集することを目的としたものではなく、したがっ
てそのように構成されるべきではありません。

この提供している覚書および救済措置は、連邦法に基づいて承認またはライセンス供
与されていないか、または登録されていません。 2000年4月、エラート証券およびコ
モディティ部門の権限とエラートの保証および商品交換、またはアラブ首長国連邦中
央銀行、ドバイ金融サービス機関またはその他の関連するライセンシング機関または
ユナイテッドアラブ首長国連邦の政府機関と衝突する。

イギリスの居住者への通知

このプロモーションのコンテンツは、金融サービスおよび市場法2000を意味するもの
として、承認された人物によって承認されていません。投資活動におけるエンゲージ
メントの目的のためのこのプロモーションの信頼性は、すべての損失の重大な危険に
個人をさらす可能性があります。 投資した財産その他の資産。

本提供資料は、いかなる司法管轄区域のいかなる者によっても、そのようなオ
ファーまたは調停が許可されていないか、または不当であるいかなる状況において
も使用されていない可能性があります。特に、この奉仕記念館は、英国の公衆に資
料を提供するものではありません。オファーされた資料は、英国の政府または規 制
当局によって承認されるか、または承認されることはありません。
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この奨励覚書は、（I）金融サービスおよび市場の第19条（5）（2000年財務執行）の 2005
年（以下「注文」という。）の第19条5項に該当する投資に関連する専門的な経験を 有す
る者。 （II）第49条（2）（A）から（D）までの間に落ちる者。他の人が合法的に コミュ
ニケーションを取ることができるように（そのような人すべてを「関連する人 物」と呼
ぶ）、（III）この書類は、関係のない人物によって英国で（I）、（II）英国 以外の欧州
経済圏のメンバー国で、そうでない者によって行動したり、信頼されたりし てはならない
資格のある投資家。この文書が関連する投資または投資活動は、（I）英国 でのみ関係す
る人物、適格な投資家にのみ提供され、そのような人物にのみ当てられま す。この文書お
よびその内容は、（全部または一部において）他者に配布、公開、また は複製することは
できず、また、他者に開示することはできません。

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



© Remco Software, Inc. Distributed Token Generating Platform     58 

2018年年年888月月月111333日日日

Peter Ojo 
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