
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コピートレーディングの上で、 

投資家とトレーダーは同じところに立っています。 
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イントロダクション 

 

 

世界各地における技術的変化の出現は、

金融環境にも大きな影響を与えました。

投資家やトレーダーは、このようなプラ

ットフォームへのアクセスを容易にし、

世界的企業との相互作用を可能にし、大

規模な財務を確保し、あらかじめ設定さ

れた目的や目標を達成できるようにした

いと考えています。デジタル通貨は、ト

レーダーが安全と安心を感じることを可

能にし、正しい方法で資産の交換を検証

できるような、暗号通貨によるセキュリ

ティ機能を備えた、過去10年間の技術動

向の恩恵の1つです。今や誰もが、分散型

の暗号通貨であり、時間の経過とともに

人気を得ているBitcoinについて、少なく

とも聞いたことがあるでしょう。このよ

うな形態の通貨は、銀行システムによっ

て管理される従来の電子的メカニズムと

は全く反対の独自の特徴を有する。集中

型システムとは対照的に、そのようなシ

ステムには、暗号通貨のトランザクショ

ンおよびその関連データベースのための

分散された形態が含まれます。 

2017年9月現在の報告によると、世界には

数千の暗号通貨が存在し、その多くの機

能は多岐に渡ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
最も顕著なのは、これが企業や政府によっ

て支えられていないということです。柔軟

な情報のセキュリティ、信頼性、および保

守は、マイナーと呼ばれる相互に接続され

た関係者によって保証されます。特定され

たタイムシェアリングスキームの下で相互

に決定された台帳への取引の検証プロセス

は、テクニカルサポートとサービスのため

の財務的利益を得るマイナーの下で、関係

するステークホルダーによって維持されま

す。当面、広く普及するという点では認識

率が限定されていますが、ビジネス界や潜

在的な投資家の間では重要とみられていま

す。 
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エグゼクティブサマリー 
 

世界中のトレーダーは現在、グローバ

ルレベルで加わることができる安全な

プラットフォームが必要であると感じ

ています。Fiancia Ltdの将来の投資家

の経営陣、およびその他の将来の投資

家のニーズや期待のすべてを視野に入

れておくことで、暗号通貨に関連する

さまざまな側面が考慮されています。

Fiancia Ltdはまた、世界中のテレビチ

ャンネルを提供しており、ニュース、

暗号通貨に関する財務情報、強くて確

立された暗号通貨リーダーの見解、お

よびブロックチェーンに関する特定の

高度な技術ニュース、特にブロックチ

ェーンや分散システムといった暗号通

貨に関するものが放送されます。暗号

通貨トレーダーのためのオンライン分

散メカニズムの存在には、安全性に関

連する側面が含まれるという事実にも、

ここで言及せずにはいられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セキュリティ、およびトレーダーに関連

する情報の機密性を保証します。同社は

リアルタイムのPOSトランザクションを可

能にするFINトークンを導入し、そのよう

なトークンはトレーダーのプライベート

な暗号通貨のウォレットと相互にリンク

されます。Fiancia Ltdの経営陣は、オン

ラインコピー取引や関連機関の間で交流

が加速し、世界中のさまざまな有名なフ

ォーラムの結びつきが強まっていること

を強く認識しています。取引のプロセス

と迅速な支払いを迅速に行うためには、

暗号通貨の交換が必要であり、その下の

FINトークンは、普及の分布にかかわらず、

グローバルな解決策といえます。 
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Fianciaは問題に対する解です 

 

 
 

問題定義 
 

暗号通貨が確立された手法となり、顧客がオンラインのイニシアチブ、つまり素晴らしい

実用性に気づいたときが、伝統的な金融の環境にとって、シェアを失うときになるでしょ

う。投資家は、金融環境における複数の要因の存在からすでに疲弊しており、最大リター

ンの利用可能性をチェックしており、日々の生活の中で暗号通貨が浸透していることから、

大きく、さらに大きく、最大といえるぐらい夢が現実のものになるでしょう。 

おおむね、毎日トレーダーと他のセグメント間の消費支出は22兆ドルになる。 

このような巨大な問題は、顧客がデジタル環境下で資金の安全、安心、信頼性を確保し、

管理できるようにする、暗号通貨のメカニズムの存在に気づくきっかけとなります。地元

の通貨や国際通貨が存在し、商業的および国内的な生活に関連する定期的な機能には、何

か異なるものが求められます。ノート、雑貨、食料品などを買うような些細なニーズに対

して暗号通貨を使用しているときには、どのように感じるのでしょうか。そのようなすべ

ての観点を確かに保つことは、暗号通貨の動きの拡大と既存の金融環境一般に入り込むた

めに大切でしょう。Fiancia Ltdは、コピー取引のソーシャルネットワーク投資プラット

フォームを導入しており、世界中の約180カ国で暗号通貨に敏感なトレーダー、投資家、

革新的なマインドのニーズと期待を処理できる認可されたテレビチャンネルを導入してい

ます。 
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ビジョン 
 

Fianciaは財務活動を助け、巨大な企業

や個々のトレーダーの信頼を得て、安

心を感じることができる健全かつ信頼

できるグローバルコピー取引プラット

フォームを導入するというビジョンを

持っています。Fianciaは、フォーラム

の特徴とソーシャルネットワークの成

長戦略を含むコピー取引システムを導

入しています。暗号通貨が成長してい

くときの影響は、近い将来、市場にお

いて暗号通貨が10兆米ドルの規模に達

するという事実があれば、判断するこ

とができるでしょう。そのような突破

口があることを考えると、最新のニュ

ースや国際市場に関するデータを24時

間365日で世界中のトレーダーに普及さ

せ、支援することができるテレビチャ

ンネルの導入は避けられません。 

私たちのビジョンは、安定の中で組織

を成長させ、透明性、誠実性、集団的

利益のための職業倫理への遵守を目標

とした、継続的な成長です。 

そのようなシステムでは、個人の手の中

のスマートフォンからFianciaアプリまで、

FINトークンのために、暗号通貨を含むあ

らゆる形式で、世界中のどこからでも突

然取引することができます。特にトレー

ダーや投資家、そして一般的にはデジタ

ルウォレットの存在により、取引の迅速

な流れを確保することが可能になります。

英国に拠点を置くFianciaは、英国社会で

競争することは悪夢以外の何者でもなく、

厳密には、長期的には完全性、コミット

メント、機密性、相互受入におけるコア

バリューに対する懸念を対象とします。

私たちのビジョンは、現代のトレンドに

対応し、暗号通貨の世界で起こっている

変化をターゲットにして、顧客に他とは

違う何かを届けられるようにします。ビ

ジョンの中でも、業界セグメント間で著

しい独特の地位の卓越性を確保し、顧客

が暗号通貨の取引を考えるときには、私

たちの名前はユニークな方法でトップリ

ストに残ります。 

 

Fiancia は、問題への解です 
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金融環境と暗号通貨の比較分析 
 

既存の金融環境が多くの人口に利益をも

たらすことができないということは、大

変広い範囲で証明されてきました。それ

は、効果のない銀行システム、変化する

状況に応じて調整するシステムの欠如、

構造の複雑で頻繁な変更、敵対的な金融

環境を考慮したときに顧客が負担するコ

スト上昇など、内外の要因による可能性

があります。今日、仮想環境の出現によ

り、財務的マイルストーンを達成し、数

秒で世界中の関係者と交流することが可

能になりました。このような側面は、空

想のように見えますが、暗号通貨とブロ

ックチェーンに基づいた資金移動のため

に、それは実際の現実に大きく変わりま

した。そのような側面に関連し、健全な

地位を有する時間的および費用的要因は、

大幅に縮小されるだけでなく、様々な仲介

者の関与から顧客を解放する。 

今では、顧客はブロックチェーンベースの

資金移動のために名目上であれば数秒以内、

ブロックチェーンベースであれば数分で資

金を移動できます（逆も同様です）。数日

ではありません。このようなブロックチェ

ーンベースの資金移転メカニズムは、金融

環境における企業および私的出資者の両方

に莫大な恩恵をもたらしている。投資家や

トレーダーは、安心して資金を管理し、管

理し、目的地に安全に移転させることがで

きます。一方で、日々のブロックチェーン

の使用に関連して一定の制限があります。

資金がローカル銀行口座に移されると、暗

号通貨のような資産に実質的に交換するこ

とは不可能です。 
 

 

なぜブロックチェーン技術を使うのか 
 

ブロックチェーンは、デジタル台帳データベースに基づくトランザクション管理に高度に

使用されています。これは、確立され管理が容易な分散型コンピュータネットワークのす

べての参加者によって共有可能なネットワークです。すべてのトランザクションを管理し、

そのレコードをネットワークに格納するために使用されます。必然的に「信頼できる第三

者」の必要性を排除するように設計されているため、ブロックチェーンが解決しようとし

ているのは、まず信頼できるエンティティなしで金銭の譲渡を行い、人々が互いに話し合

い、すぐに転送し、そしてそれを第三者が収集する料金よりも安く実現するということで

す。 
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ブロックチェーンは複数の場所に実装された分散データベースを使用し、これらのデータ

ベースに保持されている情報は絶えず確認されています。これらのデータベースのレコー

ドは完全に公開されており、集中管理するような第三者は関与しておらず、すべての個人

が元帳の同期コピーを保持し、すべての参加者は元帳の同じバージョンを見ることができ

ます。意図して取引を広く通知するときは、マイナーが取引を集めて妥当性を確認する場

合にのみ可能である。ブロックチェーンは、デジタルコインや資産をある個人から別の受

取人に移動することを可能にするテクノロジーです。唯一の問題は、受取人がトランザク

ションのコピーを受け取るまで待つ必要があり、反対側では、2人の所有者が同じレコー

ドを同時に破棄することができないため、受取人が利益を得るかもしれないということで

す。ブロックチェーンは、ネットワーク全体で同一の情報ブロックを格納するインターネ

ットのネットワークのようです。ブロックチェーンは個人によってコントロールすること

はできず、障害の発生箇所もありません。これがブロックチェーンがゲームチェンジャー

である可能性が高い理由です。 
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コピー取引プラットフォーム 
 

 

 
コピー取引システムの緊急性 

 

当分の間、世界中の暗号通貨取引の増大す

る影響は甚大であり、そのような面が

Fianciaの関心を非常に効果的かつ深遠な形

でもたらしました。現時点では、トレーダ

ーは10兆米ドルに達する市場から多くの利

益を得ていますが、ビジネスのニーズとレ

ベルを最大限にカバーできる、完全に制御

された信頼性の高い使いやすいコピー取引

システムを導入する必要があります。誰も

が集団レベルと個人レベルの両方で情報の

安全性と機密性を望んでいるので、今日の

オンライン世界では、貿易の形で機会が存

在するだけでは不十分です。これらの点を

すべて考慮し、複数の機能を備えたコピー

取引スライドシステムを導入したいと考え

ています。このようなシステムの様々な特

徴は、以下のように要約することができる。 

 このようなシステムは、低いスプレッ

ドの下でトレーダーと顧客のための使

い勝手のよいアプローチを確保し、彼

らが目的や目的を快適に達成できるよ

うにする。 

 

 このようなシステムでは、トレーダー

はアルゴリズム取引システムの下で取

引活動を管理し、実行することができ、

伝統的な方法で仲介業者に頼るのでは

なく、手持ちのモバイルデバイスによ

る暗号通貨取引を世界中でいつでも管

理することができます。 

 

 Fiancia Ltdは、そのような取引システ

ムに対して、何十億ドルもの取引が実

行されるため、貿易の関心およびその

他の懸念を守るために、そのような取

引システムを完全かつ健全にコントロ

ールする。 
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このような重大な側面を考慮すると、

Fianciaの経営陣は、効果的な暗号通貨取引

を補完する、完全に制御された効果的な集

中型メカニズムが存在することは必然だと

考えています。 

 

 市場の行動パターンの変化に伴い期待、

関心、そしてトレーダーの要求も変化

するため、トレーダーがそのようなシ

ステムの下でいつでも取引活動を実行

し停止することができる完全な自由と

選択肢がある。トレーダーは、自分の

好みの設定に従って取引タイミングを

調整し計画することができます。 

 

 このフォーラムでは、お互いの経験

や知識を享受するためにお互いに助

け合う、群を抜いたグループの存在

を保証します。これらのグループは、

経験の浅いトレーダーやエンティテ

ィが、世界中の暗号通貨取引の包括

的な戦略を理解し開発することを可

能にします。 

 

 貿易ターミナルに沿ったソーシャルネットワ

ーク接続、特に投資家とトレーダーのすべて

の利害関係者と団体は、集団的利益のための

意見、ニュース、提案を共有することができ、

関連する当事者と企業の間の健全なつながり

を構築することができます。 

 

 システムはまた、トレーダーが自国の

商業的ニーズを適切に満たすために、

数分以内にトレーダーのために会社に

よって管理される資金に関して、取引

の引き出し処理を提供する。 

 

 

そのため、アルゴリズムコピー取引システ

ムは、トレーダーに柔軟にアクセスできる

ように会社によって管理されるため、バッ

クアップ計画やファイアウォールによるシ

ステムのセキュリティ、継続性、保守も保

証されます。同社は、システムの混乱や遅

延が、トレーダーの計画や期待にかなりの

レベルで影響を与える可能性があるという

事実を強く信じており、そのような重大な

側面を考慮して最大限のセキュリティと安

全性を確保します。 
 

 

 

Fianciaコピートレーディン

グシステムの重要性 
 

トレーダーと投資家のためのグローバルなプラットフォームとなるため、多様な機会を提

供し、包括的な方法で利用可能な暗号通貨のオプションから最大の利益を得ることができ

ます。Fianciaの事業は、グローバルな投資家がデジタルに精通できる認可されたTVチャ

ンネルとコピー取引システムが導入されているため、信頼性、露出の向上、顧客の信頼、

環境を24時間365日で提供します。このような側面は、関係するステークホルダー間の相

互受け入れ、誠実さ、企業間パートナーシップ、価値普及を明確に高めるでしょう。この

ような取引システムでのネットワークとグループの形成は、トレーダーと投資家のコンプ

ライアンス・レベルを高め、ビジネス・ベンチャーや団体を結成して発展させるために、

Fianciaに代わってステークホルダーの大半を支援し、合理的で専門的な意思決定がより

多くの新しい方法を生むでしょう。 
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プロのトレーダーのための展望 
 

 

Fianciaは、高度なコピー取引システム

の下で質の高いサービスを提供するコミ

ットメントの下で、指定期間中にトレー

ダーと投資家が取引ターミナルに参加し

て達成したランクに従って、コミッショ

ンによって補足された月額を確実に支払

う。これは、関連するトレーダーの動機

付けレベルの向上を確実にします。これ

は、先進的な暗号通貨の概念を考慮して、

世界中のデジタル環境における経済活動

を確かに高めるでしょう。専門トレーダ

ーのためのそのようなコピー取引の他の

利点は、以下のように要約することがで

きます。 

 

 システムは、取引者が暗号通貨投

資家の大規模なコミュニティと交

流する機会を提供し、そのような

側面は進歩と繁栄の新しい道への

アクセスを可能にし、ビジネスイ

ニシアチブに躊躇する投資家のた

めの機会の扉を開く。長期的にも

短期的にも、将来の目標、安全性、

一貫性、そしてすべての人に利用

可能な継続的な機会の点で、巨大

な投資家や小規模企業の傘への優

位性を提供します。トレーダーは、

黄金、ブロンズ、シルバー、ゴー

ルド、プラチナとランク付けされ、

星に格付けされます。 

 

 プラットフォームにより、トレー

ダーはより良い取引戦略が考案さ

れるよう、より効果的かつ包括的

な方法でビジネス戦略を分かち合

い、実際に実施することができま

す。暗号通貨取引に好奇心を持っ

ている人たちには偽の祝福もある

でしょうが、適切な指導や指示の欠

如が原因で彼らの考えを現実に変え

られないままです。 

 

 Fiancia社によるフォーラムは、約180

カ国で同じことが行われることから、

投資家とトレーダーの世界的な認知を

保証するものであり、近い将来の10兆

ドルの水準で潜在的な可能性が期待さ

れる環境や産業に存在する未来そのも

のです。 

 

 同じことは、トレーダーが自分のレ

ベルの期待と時間管理に応じて投資

して取引する機会を得たときに、確

かに彼らがフォーラムに対するコミ

ットメントと忠誠心を感じるので、

暗号通貨の取引に関する個人的なコ

ントロールの点で、それが可能にな

ったからです。 

 

 また、暗号通貨のニュースポータル

とチャネルへのアクセスと、更新さ

れた情報の入手や、集団レベルと個

人レベルの両方での意思決定のため

の正確で信頼性の高い情報へのアク

セスの容易さに役立ちます。 
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投資家のための見通し 
 

 

均等でユニークなトレーダーとは別に、

投資家はそのようなコピー取引システム

からの健全な利益と経験を楽しむことが

できます。同社は、最大限の投資家の利

益と期待を保護し、Fiancia Ltd.の一部

に対する長期的な受け入れと安定感を感

じることを目的として、そのようなシス

テムを設計し、管理します。そのような

システムのための投資家は、以下のよう

に要約することができます。 

 

 このフォーラムでは、投資家は、目的

のドメインがトレーダーのドメインと

はかなり異なる可能性があることを除

けば、暗号通貨のトレーダーのように

取引することができます。 

 

 投資家は、3000以上の暗号通貨にア

クセスできるようなユニークなシス

テムが登場したことにより、多額の

利益を得ることができます。 

 

 システムはまた、投資家が、トレーダ

ーのランクやレベルに従って、暗号通

貨に関連するリスクのレベルを評価す

ることを可能にする。また、投資家が

相互に受け入れられる将来のビジネス

関係のトレーダーのパフォーマンスを

実質的な水準で評価するのに役立ちま

す。 

 

 投資家のために資金を管理するマネー

ジャーやアドバイザーは、情報を虚偽

表示し、実際の事実を隠すための技術

やツールを使用することが、既存の取

引システムでは一般的に認識されてい

ます。Fianciaの一部であるコピー取

引システムは安全性を提供します。投

資家には、このような誤りは、世界の

隅々まで、長期的には暗号市場の最大の

利益のために大幅に減少するだろう。 

 

 

 投資家は、ソーシャルネットワーク

の投資プラットフォームの一部で相

互作用することができ、投資家が信

頼できるフォーラムを代表している

ことを認識している人々にも注意を

払う。この点では、利益と信頼性も

集団レベルで保証される。 

 

 投資家は自分のスケジュールや時間枠

に従って、ターミナルで取引できるよ

うになります。このような状況は、通

常のトレーダーや、大きな夢を持って

人生を進める上で好奇心を持ったりす

るきっかけとなります。 

 

 プラットフォームはトレーダーの業績

を評価する機会を投資家に提供するの

で、投資家が期待通りにアウトプット

を出さないと思っている時には、トレ

ーダーを止めることができます。 

 

 それ以外にも、トレーダーへのアクセ

スの容易さは、投資家が最も熟練した

トレーダーの経験から利益を得る機会

を提供し、このようにして目的や目標

の達成が快適かつ効果的になる。 
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グローバルな推奨 

Fiancia Ltdは、世界中のマーケット・ベー

スを拡大し、それを考慮して市場の基盤を

拡大するという見通しです。経営陣は潜在

的なトレーダーや投資家に対してより信頼

性と洗練された方法で組織を提示したいと

考えています。組織のソーシャル・トレー

ディング・ネットワーク・スキームの下で、

トレーダーは彼らのスキルで投資家に利益

をもたらすことができます。投資家は、継

続的な利益と持続可能なビジネス成長の点

で常に消極的であり、 

 

 
 

トレーダーは利益を狙い、ビジネス界や暗

号通貨取引、その他のオンライン機能の下

でグローバルなプレゼンスを確保したいと

思っている人々の間の信頼性をも得ます。 

Fianciaは約180カ国をターゲットにしてお

り、他の健全な暗号通貨取引プラットフォ

ームの存在下では、投資家やトレーダーに

とってより多くの収益性の高い魅力的なパ

ッケージを導入し、顧客の優先順位を引き

上げ、彼らに最大限のソリューションを提

供する組織です。 
 

 

 

 

収入源の複数の形態 
 

Fianciaの事業は、包括的な方法で成功と

発展の新しい道を拓くために、非常に計

画的かつ動的な方法で管理されます。暗

号通貨の世界におけるビジネスの成功は、

荒廃につながる可能性のある1つの次元に

頼るのではなく、多様なアプローチを採

用することに大きく依存します。トレー

ダーにとって、組織は、ビジネスの運用

面を強化するために、また世界各地の現

代的な業界動向に沿って、10％の手数料

を請求します。エントリー料やその他の

要件のための正式なプロセスの採用は、

トレーダーや、組織が定義されたプラン

ナ方式でビジネスの促進を望んでいる投

資家にも役立つでしょう。 

 

 

 

 

 

そのトレーダーとは別に、自分の目的や目

標、またそのようなすべてを提供する投資

家の期待に沿って、定期的に取引活動から

利益を得ることができます。Fianciaの事業

はまた、そのような取引活動から利益を得

て、将来の投資家とトレーダの中間的な役

割を果たしているデューブリード・ライン

に沿って一定の手数料を請求する。 
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社会的取引ネットワークと取引

メカニズムの時代 
 

Fianciaの事業は、暗号通貨取引に関し

て複数のドメインを提供することになる

ため、経営陣はソーシャルトレーディン

グネットワークと取引フォーラムの接続

性を独自の方法で導入することは避けら

れないと考えています。ビジネス活動は、

更新された情報、ニュース、グループの

圧力、および市場動向に及ぼす噂の影響

に関連する様々な側面との継続的な相互

作用を要求します。この点で、相互リン

クの役割は、注目を集めている活動が

Fianciaによって広く評価されています。

ソーシャルトレーディングネットワーク

は、トレーダーや投資家との継続的な注

目と連携を求めています。これらのフォ

ーラムでは、これらのフォーラムを通じて

安全性を確認しています。 

トレーディング活動を促進し、将来の投資

家に成長、学習、国際的なエクスポージャ

ーの機会を提供する側面もあります。顧客

は自分のアカウントを作成して自分のウォ

レットに接続することができ、それによっ

て彼ら自身の期待通りに複数の暗号通貨を

取引できるようになります。そのような活

動はすべて、ウォレットにも表示され、安

全、柔軟性、信頼性の点で組織を最大限に

引き上げていることを保証します。そのよ

うな方法でFianciaのビジネスは、巨大な暗

号通貨取引のフォーラムの間で健全な場所

を確保することができます。 
 

 

各種機能の時代 

Fiancia Ltdは、トレーダーや投資家向けに

複数の機能を提供し、すべての機能を管理

するためには、国際レベルで生存が困難な

非常に競争が激しい環境にないときは、す

べてのビジネスコンポーネントの強力な結

束を要求します。Fianciaの事業はまた、継

続的な成長と事業利益を追求し、それを考

慮して、変化する内外要因に対応する協調

感覚と能力がなければ、業績と質の高いサ

ービスを一貫して提供することができませ

ん。同社は、投資家がオンラインアカウン

トを開設することに関して、独自の側面を

提供する予定であり、この点に関して、ポ

ータルは、初心者や経験の浅いトレーダー

を助けることができる定期的およびその他

の情報を公開しています。  

 

 

 
クラウドセールの営業管理者は、包括的なレ

ベルで事業運営の継続性を確保するために、

組織の運用面で20％のリソースを配分します。

テレビチャンネルに関するニュースや認可さ

れた情報は、他の事業機能と関連して存在す

るため、事業機能全体が、実質的なレベルで

外部世界に対する統一されたイメージを提示

することがあります。また、ソーシャル・ト

レーディング・フォーラムとの結び付きも、

定義された目標に沿って組織の全体的な強化

を図る上で最善の方法であるため、一貫して

保証される。 
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ユーザーフレンドリーなプラットフォームへの

アプローチ 
 

Fianciaのビジネスは、競争と継続的な技術

革新に満ちた現代世界において不可避であ

るため、ユーザーフレンドリーなコンセプ

トの下で管理され運用されます。これらの

側面はFianciaの経営陣によって考慮されて

おり、そのようなアプローチの様々な認識

された利点は以下のようにまとめられる。 

 

 暗号取引環境における組織の持続可能

なアプローチを強化し、ビジネス界の

あらゆる問題の独立性も大きなビジネ

ス力と考えられるため、他者への依存

を減らす。 

 

 Fiancia Ltdが作成するセキュリティ取

引フォーラムは、常にユーザーフレン

ドリーなアプローチにより多くのメリ

ット、関連するすべてのステークホル

ダーの包括的な成長を享受できます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 トレーダーはまた、Fianciaのユーザ

ーフレンドリーなアプローチのために

安心感と快適さを感じ、組織の経営者

が正当で創造的なフィードバックを考

慮していると考えます 

 

 このような環境下で最も顕著なステー

クホルダーである投資家は、制御され

た組織化された暗号通貨取引のシステ

ムの存在により、より有利で魅力的な

利益を得ることができます。 

 

 投資家やトレーダーのための定期的

な情報とグラデーションもまた、会

社との長期的な連携を保証する。 
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暗号通貨銀行 
 

 
 

 
      

 

 

 

暗号通貨銀行 
 

トレーダーと投資家は、特に暗号通貨に関

連して資金の管理を容易にしたいので、暗

号銀行の概念はFianciaの一部にも存在しま

す。そのようなプラットフォームはビジネ

ス機能の一部となり、世界中の様々な地域

の投資家やトレーダーが、引き出しや銀行

のワイヤーや商人を介してマスター/ビザカ

ードを使用する引き出しプロセスと相互に

関連しています。 

FINトークンの交換は、Fianciaによって

開発されたUSD / EUR（FIAT通貨）への変

換も管理します。このような側面はまた、

FINトークンを促進し、このようにして、

トレーダーと投資家は、入手可能な暗号

通貨を変換することによって、通貨の引

き出しに関して快適さを感じるでしょう。

Fianciaによって所有および管理される分

散型ブロックチェーン技術は、この点で

すべての利害関係者のための暗号通貨銀

行のように機能します。 
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Fiancia TVチャンネル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イントロダクション 

Fiancia Limitedは、英国で最も成長

が著しい金融機関の1つです。同社は、

投資家、ビジネスマン、起業家、中小

企業がチャンスを享受し、最大限に活

用でき るよ う支 援して いま す。

Fiancia Limitedは、暗号通貨専用の

特別なTVチャンネルを立ち上げること

を楽しみにしています。この最先端の

技術水準は、その種類の1つになりま

す。このホワイトペーパーでは、暗号

通貨の可能性と、これらの通貨に特化

したテレビチャンネルの必要性につい

て説明します。このホワイトペーパー

はまた、テレビチャンネルの提案され

たビジネスモデル、ミッション、ビジ

ョン、目標、および将来の可能性を提

示します。 

 

ビジョン定義 

私たちのビジョンは、世界で最も効率的

で信頼性が高く、真正で、正確なテレビ

チャンネルであることです。 

目標とコアバリュー 

私たちの目標は、ステークホルダーの価値

を最大限に引き出すために、最高の管理慣

行を使用してブランドの独特なアイデンテ

ィティを創り出すことです。以下は、テレ

ビチャンネルのコアバリューです。 

 優秀さ：厳格性、創造性、実用性、

革新性の助けを借りて卓越性を促進

し広告します。 

 責任の受諾：ステークホルダー、社

会、そしてすべての人々に対する当

社の義務の充足 

 持続可能性：この企業価値は、高い

サービス品質を維持する努力を指し

ます 

 完全性：すべての交流において正直

な態度を保ち、報道と放送における

最高レベルの倫理基準を確保するこ

と。 

 多様性：変化を受け入れ、積極的で

あること 

 理解：必要に応じていつでも他のす

べての団体の努力を認めること 

 反応性：私たちは、状況に応じて受

容力があり、迅速かつ効率的に対応

しようと努力しています。 

 責任性：すべてのステークホルダー

の改善のための行動や活動の結果を

受け入れます。 

 精度：それを変更せずに正確な情報

を提供する 

 真正性：真の情報を信頼できる情報

源から検証して提供し、人々が弊社

のサービスを信頼できるようにする。 
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デジタル通貨のブーム 
 

インターネットは数え切れないほど多くの

点で世界を変えてきました。インターネッ

トがその頂点に達したように見えるたびに、

新しい技術が世界の先頭に現れており、暗

号通貨もその一つです。お金のデジタル化

は、銀行がインターネットバンキングをサ

ポートするためにデジタル化された資金を

使用するため、新しいコンセプトではあり

ませんでした。電子商取引はデジタル化さ

れたお金に基づいており、この分野の最大

のプレーヤーの一部は Paypal、 Visa、

Master Cardです。デジタル化されたお金の

完全な仮想通貨（暗号通貨）への進化は、

世界の金融システムをまったく新しいレベ

ルにしました。この移行は非常に有望なよ

うですが、この移行は、我々が考えるより

もずっと複雑です。これは、2009年1月、不

思議な人間の Satoshi Nakamoto がビット

コイン0.1をリリースしたときに始まりまし

た。 開発プロセスは2001年から始まってい

ました。Bitcoinの開発は、2010年末までさ

まざまな段階を経ました。 

Bitcoin 0.3.9 を リ リ ー ス し た 後 、

Satoshi Nakamoto はプロジェクトを辞め

ました。新しいBitcoinを作成するための

マイニングというアイデアが提案されまし

た。この方法では、プロセッサの計算能力

を使用してコインをマイニングします。

Satoshiの離散はBitcoinの進歩を止めま

せんでした。その時点でBitcoinを改善す

るコミュニティが開発されたからです。こ

のコミュニティは、Bitcoinとブロックチ

ェーン技術のさまざまな側面を改善しまし

た。 

初期の開発は他の暗号通貨の基盤を築きま

した。このプロセス開発中に開発されたい

くつかの暗号通貨もあります。Bitcoinの

価格は2017年の初めまでやや安定していた

が、この暗号通貨が1400ドルの壁を越えて

からは、戻ることはありませんでした。

Bitcoinraisedの価格は2017年に劇的に後

退し、多くの人々を後悔させました。下の

グラフは、Bitcoinの価値と過去5年間の米

国の他の主流商品との比較を示しています。 
 

 
 

 
 

Bitcoin vs その他の米国商品（米ドル換算） 
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他の暗号通貨もまたBTCに続き、その価格も2018年に急激に上昇すると予想されている。

現在、暗号通貨は銀行、巨大な投資家、金融機関、政府の関心を集めているため、これら

の通貨は世界的な金融システムにおいて重要な役割を果たすことになります。問題は、こ

れらの通貨がどのような役割を果たし、どの暗号通貨が現れ、どの暗号通貨が生き残るか

ということです。 

 

暗号通貨のための専用テレビチャ

ンネルの必要性 
 
 

知識は、特に何かに肯定的に適用できる

ときには力です。金融ニーズの変化と分

散型金融商品の重要性に関する知識は、

Bitcoinや他の暗号通貨から何百もの人々

が財産を得るのを助けました。これらの

通貨は、そのライフサイクルの初期段階

にあります。これは、彼らがより強く成

長することを意味しますが、問題はどの

通貨が繁栄するかということです。この

技術は適切な知識によって決定すること

ができます。暗号通貨の取引に関与して

いるか、それに関与している人が何百万

人もいます。教育的な選択をするために、

これらの人々のための知識の源があるべ

きです。この知識源は、信頼性が高く、

容易にアクセスでき、安価でなければな

りません。 

知識は、インターネット、新聞、雑誌、ラ

ジオ、およびテレビなどで得られます。イ

ンターネットは情報源ではありませんが、

インターネット上で信頼できる情報源を見

つけることは困難です。一方、テレビ局は、

国家当局によって認可されているため、よ

り信頼できる情報源です。ニュースであれ

ば、テレビのチャンネルはインターネット

よりも本物の情報と考えられています。私

たちひとりひとりは、自分がインターネッ

ト上で見つけたニュースを確認するために

テレビを起動します。さらに、テレビチャ

ンネルは偽のニュースの責任を負う可能性

があるため、ニュースチャンネルのニュー

スは噂ではないと予想されます。奇妙なこ

とですが、テレビはこのデジタル時代にも

視聴者と人気を維持していますが、ラジオ、

新聞、雑誌などの古い情報媒体はそれ以上

効果がありません。下記の図は、新しいチ

ャネルを定期的に確認して更新を続ける米

国市民の割合を示しています。  

 

 

 TVから定期的にニュースを受け取っている米国の大人の割合 
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このチャートは、アメリカの成人の合理的な割合がニュースチャネルに同調していること

を示しており、時にはニュースチャネルに合わせる大人の割合が高くなることを示してい

ます。つまり、米国などの先進国ではまだニュースチャンネルが普及しています。この議

論はまた、暗号通貨に専用のTVチャネルが必要であることを示している。この種のテレビ

チャンネルは、暗号通貨の発展に深刻な影響を与える可能性があり、意識を大幅に高める

ことができます。セキュリティ問題やその他の規則性を明らかにする情報源があれば、

MtGoxのような事件はBitcoin保有者に大きな影響はありません。2011年からのBitcoinの

盗難と不正行為の明確な兆候がありましたが、人々を怒らせたり、笛を吹く人がいなかっ

たため、人々はこの会社のサービスを利用し続けました。 

暗号通貨について語っているCNBCやBloombergのような大きなテレビチャンネルがいくつ

かあります。彼らはビジネスマン、プログラマー、テクノロジー活動家を招き、暗号通貨

の動向と将来について話します。しかし、これらのチャネルは通常、Bitcoinについて語

ります。暗号通貨の技術を説明し、異なる通貨の動向と将来について議論するチャネルが

存在してもいいはずです。 

ほとんどの国では、Bitcoinや他の暗号通貨を正当な商品として認識していませんが、こ

れらの通貨の一部は世界中の大衆に受け入れられています。現在では、それらを蓄積し、

採掘するだけでなく、国際的なブローカーを通じてオンラインで取引することもあります。

BTCの取引を可能にする数十のブローカーとオンライン取引プラットフォームがあります。

これらのブローカーには、eToro、Plus500、EasyMarkets、Admiral Markets、BitMex、

AvaTrade、FxOpenなどがあります。高度に流動化した商品の取引を好む投資家やビジネス

マンは、多くは通貨取引に向かいますが、現在はデジタル通貨が新しい機会の門戸を開い

ています。これらの人々は、ブルームバーグのようなチャネルを必要とし、これは暗号通

貨の取引に役立ち、より多くの人々にそれをもたらします。 

 

テレビチャンネルの目的 
 

このテレビチャンネルの主な目的は、視聴者を暗号通貨の世界の最近の出来事で最新の状

態に保つことです。この暗号通貨の世界は、異なる暗号通貨の価格に限られているわけで

はありませんが、暗号通貨の他の多くの側面を含んでいます 

 

 新しい通貨の到来 

 異なる通貨の将来 

 開発の背景にある技術 

 マイニング 

 長所と短所 

 取引プロセス 

 脆弱性とセキュリティ上の懸念 

 インフラ全体の改善に必要なサービス 

 

このチャンネルは、これらすべての側面をカバーし、視聴者に完全なパッケージを提供

するためのものです。 
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ユーザーデータベース 
 

このテレビチャンネルの主なターゲット市場は、英国とロシアです。なぜなら、これらの市場

は他の先進国に比べて容易にアクセスできるからです。さらに、これらの地域のほとんどの

人々はテレビを持っています。下のグラフは、ヨーロッパの世帯の97％がテレビを持っている

ことを示しています。このデータは2009年に収集されましたが、現在はこの割合が改善されて

いるに違いありません。 
 
 

TVチャンネルの目的 
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このグラフは、英国のような先進地域におけるテレビの人気と重要性を示しています。テレビ

のユーザは、テレビを見るために異なる媒体を使用する。下の画像は、アナログチャンネルか

らデジタルチャンネルへのシフトを示しています。Fianciaのテレビチャンネルはデジタルで、

英国では地上チャンネル、ロシアでは衛星チャンネルとして放送される。 

 

 

テレビ利用の動向も非常に有望です。下のグラフは、さまざまな種類のテレビチャンネル

に対するロシアの加入者数を示しています。加入者数は毎年徐々に増加しており、これら

の数字は2018年に増加すると見込まれており、ロシアはFianciaの新しいTVチャンネルの

良い市場であることが示されています。 
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テレビチャンネルのビジネスモデル 
任意の組織のビジネスモデルには、インフラストラクチャ、パートナー、収益、コスト、製品、

サービス、および顧客ベースが含まれます。ここでは、ビジネスモデルのこれらすべての要素

について詳細に説明します。 

 

インフラ 
 

いろいろな業務を効率的に行うためには、

効果的なインフラストラクチャーを構築

することが重要です。技術者、カメラマ

ン、ジャーナリスト、編集者、エンジニ

ア、ホスト、ファイナンス専門家、記者、

その他の専門家の勤勉なスタッフを育成

します。私たちは、ある分野の専門家が

他の部署に干渉することなく職務を遂行

する機能的なビジネス構造を持っていき

ます。組織の機能的な構造は、最終製品

の品質を保証し、部門の追加、削除、変

更だけで組織全体の迅速な改善を支援し

ます。私たちは、編集、放送、報告、研

究開発、人事、ファイナンス＆会計、お

よびメンテナンスの部署を持っています。 

編集の成果は、次のコンテンツの編集を

担当し、責任を持ちます。 

 

パートナー 

放映を行います。この部門は、コンテン

ツが真正で正確であり、倫理的および法

的コードに違反しないことを保証します。

放送局は、視聴者への私たちのチャンネ

ルへのアクセスを常に確保する責任があ

ります。人的資源は、雇用、従業員満足、

その他の責任を扱う。研究開発部門は、

この部門が私たちのチャネルのコンテン

ツを開発するだけでなく、このチャネル

の標準を改善するための継続的な研究も

行うため、最大限の注意が払われます。

財務および会計部門は、コストと収益を

処理します。また、清掃、化粧、セット

デザイン、日常の業務を完了するための

役割を果たす一般的な店のようないくつ

かの他の小さな部門があります。 

 
 

 

適切なパートナーの助けがなければ特

別な目標を達成することはできません。

現在、我々は視聴者に暗号通貨通信の

さまざまな側面を説明するのを手助け

するために、多くのプログラマー、弁

護士、エコノミスト、ビジネスマンを

抱えています。私たちのパートナーに

は、放送代理店、広告代理店、eウォレ

ットサービスプロバイダーが含まれま

す。 

私たちは、暗号通貨を取引することに

興味を持っているブローカーと金融機関

とのパートナーシップを進められるよう、

パートナーを探しています。私たちはま

た、アウトソーシングパートナーのリス

トに経験豊富なプロフェッショナル、イ

ノベーター、革命家を持つことを熱望し

ています。これらの人々はこの技術に本

当の価値を加えることができ、私たちは

彼らの意見を表明するためのプラットフ

ォームを提供します。 
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収入源 
 

このチャンネルの主な収入源は、コマーシャルおよびその他の有料コンテンツです。私た

ちは、暗号通貨に関連する有料のコンテンツだけを放送しようとします。このようにして

視聴者は興味を持ち続け、新しいチャンスを得るために有料コンテンツを楽しみます。私

たちのチャンネルは、新しいデジタルコインについての意識を高めるために、新しい暗号

通貨の開発者と投資家にプラットフォームを提供します。ブローカーと電子ウォレットの

サービスプロバイダーは、このチャネルでキャンペーンを実行することができ、このチャ

ネルが合理的な収益を得るのに役立ちます。 

 

サービス 
 

このテレビチャンネルの主なサービスは、さまざまな暗号通貨コインに関する最新情報で

す。このチャンネルは、1時間ごとのニュース速報、ニュースティッカーを通じてノンス

トップのアップデートとニュースを提供します。私たちはまた、チャネルを通して自社の

製品とサービスを宣伝したい顧客に、放送時間のサービスを提供します。さまざまな話題

に関する議論の場を提供します。フォーラムに関する議論は放映され、視聴者に無料サー

ビスとなり、これらの議論から非常に貴重な情報を得ることができます。 

 

顧客ベース 
 

このテレビチャンネルの顧客は、暗号通貨について学びたい場合や、この分野の最近の出

来事を探している人なら誰でもできます。これは、このチャンネルにターゲットを絞った

顧客が、世界中のあらゆる場所に存在することを示しています。なぜなら、暗号通貨は言

葉にのぼるほぼすべての分野に広まっているからです。これは、視聴者の最大数がコンテ

ンツを理解できるように、このテレビチャンネルが英語であることを意味します。 

 

ファイナンス 
 

ビジネスモデルの最も重要な部分は、資金調達があらゆる組織の成功に不可欠な役割を果たす

ためです。現在、私たちには、このチャネルを手助けしている個人投資家とパートナーがいま

す。私たちは、投資家を誘致するためのキャンペーンを行っています。このホワイトペーパー

は、このテレビチャンネルの可能性と市場の需要について人々を理解するためのキャンペーン

の一環です。 
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予算編成 
 

リソースのより多くが、コンテンツの作成、研究、開発に使用されます。リソースは、以下の目

的のために使用されます。 

 マーケティング＆広告 

 人的資源 

 放送ライセンス 

 保守と修理 

 設備や家具などの固定資産の購入 

 建物、車両などの賃貸 

 相談などのアウトソーシング活動 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

予算割り当て 
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ビジネス開発 

ビジネス開発プラン 
 

Fianciaは、競争の激しい環境下で、規模が

近い将来10兆ドルに達すると見込まれる世

界で事業を展開します 

クラウドセールから得られる資金のうち、

Fianciaは常に変化するグローバルなシナリ

オで競争力と持続可能性を維持するために、

世界中の事業開発のためにそのリソースの

45％を配分する予定です。このような巨大

な見通しは実際にFianciaの経営陣の注意を

必要とし、この点でFianciaの事業に対する

市場の課題と継続的な脅威に取り組むこと

ができる包括的かつ現実的かつ強化された

事業開発計画があります。市場の競合他社

は、目標と期待に沿って、大規模なトレー

ダーや投資家の目的や目標を達成するため

のさまざまな高度な機能を提供しているこ

とが確認されています。 

Fianciaのビジネス戦略担当者は、そのよう

な環境における企業の成長見通しを考慮し、

世界各地の環境と合致する計画と方針を考

案します。トレーダーや投資家の間のソー

シャルネットワークとは別に、テレビチャ

ンネルやコピー取引システムが存在するこ

とは、ビジネス環境において大きなチャン

クとなり、成功を保証し、質の高いサービ

スと長期的なコンセプトのもとで、企業の

パートナーシップを示すでしょう。米国、

欧州、アラブ首長国連邦のような安全なビ

ジネス天国の事業拡大に関しては、既存の

競合他社が健全な足跡を残した事業体の存

在により、すでにこれらの分野をターゲッ

トにしているため考慮に含めます。 

 

 

 

ビジネス開発プラン 



28 WHITE PAPER 

 

 

 

 

マーケティングとビジネス機能の強化 

 

Fiancia Ltdは英国に拠点を置く組織であ

り、競争の激しい環境下で180カ国を越え

てビジネス機能を発揮している。暗号通

貨の登場は熱烈に歓迎されており、ビジ

ネスの促進と発展のための健全なマーケ

ティング戦略は、世界中で開発されるで

しょう。Fianciaの経営陣は、マーケティ

ングと事業推進のために、全資金の25％

をクラウドセールから除外しています。

この点で、事業体の管理は、非常に慎重

に、適切な場所に適切な方法で資源を配

分することができます。顧客への製品や

サービスのレンダリングのようなマーケ

ティングの伝統的な概念は実用的な有用

性を失い、ホリスティック、リレーショ

ンシップマーケティング、マーケティン

グミックスのような先進的な機能の登場

により、顧客との継続的なやりとりを、

企業パートナーとして考えることができ

ます。 

したがって、Fianciaのビジネスは、ト

レーダーや投資家と継続的にやり取り

し、期待と利益に応じた戦略を立てな

ければならないため、マーケティング

のコンセプトはより重視されます。商

品やサービスのマーケティングでもツ

ールとチャネルの使用が求められてお

り、Fianciaの経営陣はUAEに向かう考

え方を持っていて、Fianciaのマーケテ

ィングアプローチに対する、社会的価

値と国際的および地域的規制の影響が

考慮される。アラブ首長国連邦（UAE）

は、マーケティング戦略の面で柔軟な

ビジネスチャンスと限界を提供してい

るため、これらのマーケティング目標

を考慮して、Fianciaを設計する必要が

あります。 

 

 

アフィリエイトプラン 
 

Fianciaはまた、より多くの収益性の高い

恩恵を提供するために、トレーダーと投

資家にアフィリエイトを導入する予定で

す。このようにして、トレーダーはより

多くの収入を生み出す方法を提供され、

投資家に、財政的資源が、日常的な機能

とは別の時間の経過と共に、包括的に蓄

積されるよう促します。投資家とトレー

ダーには、適切なプログラムに参加する

機会が与えられます。 

そのような活動によって生み出される収益

分配の割合は、Fianciaと投資家の両方がト

レーダーと一緒にかなりのレベルで多くの

利益を得るでしょう。Fianciaの経営陣は、

他の競合他社と比較して価値のある顧客の

ためのインスピレーション信頼の象徴とな

るような方法で暗号通貨の世界で革命を起

こそうとしています。 
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コンテスト 
 

巨大な投資家やトレーダーを世界中から

集めるために複数のサービスを提供する

など、ビジネスの導入を目指します。プ

ロフェッショナルやビジネス界に根差す

デジタル環境のグローバルエンティティ

向けのサービスとプラットフォームを提

供している企業の場合、ビジネス促進と

マーケティングの役割は決して無視でき

ません。それを踏まえ、Fianciaの経営

陣は、定期的に内部のトレーダーと投資

家の間でコンテストを企画しています。 

そのような活動はソーシャルネットワー

クで補足され、ビジネスイニシアチブ、

ビジネス展望、ロイヤリティとお互いに

対するコミットメントの感覚の開発にお

いて、Fianciaに関連するエンティティ

のグローバルな結束と同様の支援を促し

ます。これらのコンテストはまた、投資

家に代わって取引するトレーダーの能力

レベルと、Fianciaの下で活動するソー

シャルネットワークの強さを評価する機

会を投資家に提供する。また、Fiancia

の経営陣は、競争環境を内部的に強化す

るために、潜在的な主体へのコンテスト

に関連する恩恵やその他の特典を提供し、

また世界各地で事業の独自の視点を導入

する予定です。 
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ICO (イニシャルコインオファリング) 

ICO詳細 
 

Fiancia社は、2018年3月1日13:00 GMTの指定日にFINトークンを提供することを目指していま

す。この点に関して、会社は600万トークンを発行することで、最初の段階で3000 Etherを受

け入れることを目標にしています。Fianciaは、このプロジェクトのために合計30,000Etherを

目標としています。Ether Hard Capが30,000に達した時点で打ち切りとなります。会社は、

Pre-ICO段階で10％、メインセールに関連して75％、創設者、顧問およびチームメンバーに

11％、バウンティプログラム4％のような割合でFINトークンの分布を目標としており、プロセ

スは包括的な方法で行われます。同社はPre-ICOに関連して600万FINトークンをターゲットと

しています。 
 

値引き 時間軸 最小額 
 

35% 2018年4月25日 0.1 Ether 

20% 2018年5月5日 0.1 Ether 

10% 2018年5月15日 0.1 Ether 

7% 2018年5月30日 0.1 Ether 

4% 2018年6月25日 0.1 Ether 

 

 

リソース割り当て 

 

 
 2,400,000 5,000,000  

 4% 

 
 10% 

 
 11% 

 
 75% 

No tokens to be issued after the ICO 

 
30,000 ETH 

60,000,000 FIN 

2018年3月1日 03:00 GMT 

2018年6月15日 03:00 GMT 
 

FIN 

0.1 ETH 

開始日 
 

終了日 

 

トークン名 

 

FINトークンの最低価格 

 

FINトークンの合計制限 

 

さらなるトークン発行 

 

ハードキャップ 
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FINトークンの価値成長 
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Finトークンの価値は、以下の事実に基づいて増加するでしょう。 

 私たちのプラットフォーム上で、多数の参加者に基づいて、FINトークンの価値は、プ
ラットフォームの手数料を支払うことによって増大する。 

 テレビチャンネルの購読、有料コンテンツ、広告、スポンサーはFINトークンの価値を高
めるのに役立ちます 

 

取引所でのリスティング 
 

当社の見解では、複数の暗号通貨事業体、

そしてこれに関連してBittrex、Hit BTC、

Binanceなどの著名な企業にチャンスを

提供する有名なフォーラムで、サービス

とビジネスの見通しを導入することを目

指す予定です。 

それぞれ4億6300万ドル、5億2400万ドル及

び1億6200万ドルの資金が検討される。

BTC.sx、CEX.IO、BTC China、Coin Checkな

どの他のさまざまな対象も、Fiancia Ltd.

の経営陣の注目を集めています 
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資金配分 
 

トークンセールのために会社が利用できる

資金は、プラットフォームのプロモーショ

ンや開発、会社による新製品の発売、FINト

ークンを享受しているユーザーの利益など

様々な面で活用され、そのためのリソース

配分は次のように分類されます。 

 

 企業は、初期テストフェーズを経て研

究開発資金を配分する。この点で、専

門的で経験豊かなエンジニアを含む開

発チームが、モバイル向けアプリ開発、

HFT運用の日付テスト、これに関連し

て、資金はトークン販売から回収され

た資金の45％の範囲で定義されていま

す。 

 

 企業は、暗号通貨世界の企業や投資家

の監督のもとに開催される見本市やセ

ミナーのような公的および民間の様々

なフォーラムで、マーケティング、ビ

ジネス活動の促進、広報、企業のプレ

ゼンテーションのためにトークン販売

から約25％の資金を配分する。B2Bと

P2P ネットワークをカバーするこれら

の面では、長期的な顧客獲得の面で多

くのメリットがあります。これは、コ

スト効率の高い環境での持続的な成長

にとって避けられないものです。 

 

 法律およびコンプライアンスサービス

のために、資金の1％が使われます。こ

れは、有価証券および為替手数料テス

トの規則に関するものです 

 

 

 

 
 

 投資が現金と関連しているか、事業活

動や組織に関連する投資、投資から利

益を得る見通し、IPOのシンジケート

のような第三者に恩恵を受けるか、ラ

イターまたは他の第三者が彼らの専門

的サービスの手数料を請求する。 

 

 B2B統合やその他の専門的事項に関して、

必要と認められるライセンス、運用面、

管理面の経費等についてすべてのレベ

ルで保護する。会社はまた、1％、2％、

3％、4％のような柔軟で、正常、最適、

そして最終的には、様々な割合でこれ

らの側面をカバーしています。 

 

 

 

Funds Distribution 
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45% 
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Scaling Legal & Compliance 

Operations 

Marketing 

Research & Development 
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FINトークン所有者の利益 

 
FINトークン所有者のためのパッケージ 

 

Fianciaの経営陣は、トレーダーや投資

家が所有する投資とFINトークンの水準

に応じて、様々なカテゴリーのパッケー

ジを発表し、実施する予定です。 

プロフェッショナルサークルの露出を高め、

長期的な目標を容易に達成することができ

ます。 

 

 

 

Finトークンホルダーの利点 
 

Fianciaはまた、暗号通貨の世界の競争

が激しい環境で持続可能なパフォーマ

ンスと能力に応じて、FINトークンホル

ダーのためのプロフィットレバレッジ

の導入を目標としています。 

ビジネスや他の側面の促進と、特に顧客に

Fianciaのユニークな側面を実現するために

チャネライズされます。 
 

 

 

FINトークン所有者のための複数の収益性 
 

Fianciaの奨励的なインセンティブマネジメ

ントとは別に、FINトークン保有者には、メ

ンバーシップ、ディスカウント、ソーシャ

ルネットワークにおけるプレゼンスの点で

様々なパッケージが提供されます 

関連するすべてのステークホルダーの間で、ビ

ジネス機能と長期的な受け入れを強化します。 
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ロードマップ 
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チーム 
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CEO 
Babar Mahmood 

 

 

ターンアラウンドおよびハイペーシングの

組織での強力な実績を持つ、ダイナミック

でエネルギッシュな結果指向のリーダーで

す。彼は組織の改善と、最善の判断、知識

の導入を促進するために、鋭い分析と洞察

を活用する優れたアプローチを持っていま

す。対人関係のスキルを超えて、複雑な問

題を解決し、スタッフにベストなパフォー

マンスを促すことができます。投資銀行家

であることから、彼はTC ZiraatBankasi AS、

Deutsche Bank、Barclaysと名付けられた世

界中の銀行でCFOとして膨大な経験を積んで

います。彼はFXオプション、株式、債券、

CFDを扱った経験が10年以上あります。 

彼の専門知識は、プロジェクトをリードし、

そのパフォーマンスを向上させるでしょう。

2013年以来、ブロックチェーン技術とICOの

分野の専門家として、さまざまな企業の顧

問を務めました。その他の専門分野には、

戦略、ビジョン＆ミッションプランニング、

セールス＆マーケティングリーダーシップ、

妥当性とコスト分析、プログラム、サービ

ス＆製品、ブロックチェーンテクノロジー

の戦略的措置などがあります。契約交渉と

戦略的提携、財務、予算＆政策、手続きの

開発、政府規制と関係、人事管理、チーム

ビルディング＆業績向上も含まれます。 
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Board Member 

Tom O'Reilly  

トムは1977年にスポーク・アンド・フォワー ド・ボイス・ブローカーとし

てスタートし、FX業界で40年以上の経験を持ち、インターバンク市場と小売業

界の両方で成功を収めました。 Marshalls、Noonan、Fultonと競争の激しい

銀 行間ボイスブローカー事業で20年間シニアVPに 勤務し、EBSディーリング

でシニアリレーショ ンシップおよび流動性マネージャーとして電子 分野で6

年間従事しました。2003年、彼はFXDD 創設の創設メンバーの一人であり、

そこではグ ローバルな機関および小売セールスチームを率 いてビジネス開

発の取り組みを指揮しました。 

TomはHofstra大学を卒業し、シリーズ3と34の 米国ライセンスを取得しまし

た。 
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CTO 

Dr. Vijesh 

リテールバンキング業務（ICICI Bank、HDFC 

Bank＆IDBI Bank）で8年以上、世界最高レベル

のコアバンキングシステムであるTemenos T24を

導入した経験10年以上を含む18年以上の豊富な

経験を持つダイナミックプロフェッショナル。

現在、シニアマネジメントチームの一員であり、

これまで世界中で、ドイツ銀行、スウィズ、ド

イツ銀行＆クレディスイス、シンガポール、TC

ジラートバンバンク、トルコ、マイクロプラネ

ットテクノロジー、米国（デンバー）、マイク

ロプラネットテクノロジー、イギリス（ブリク

ストン）の顧客に対応してきました。 

彼はFianciaが革新と先進技術の輪でプロジェク

トを推進するための資産です。 

2010年から2015年の間に、「銀行における技術

管理」のテーマで代替チャネルのセキュリティ

面を研究し、ブロックチェーン技術に関する広

範な研究を行い、脅威と比較してブロックチェ

ーン技術のセキュリティ面についてさまざまな

論文を発表しました。 
 

 

 

 

 
 

 

Compliance & Risk 

Management Head 

Bani Saud 

 

 

 

 
銀行業界で働いた実績があります。金融リスク、

内部監査、分析スキル、リスク管理、KYCに熟練し

ています。 Abdulaziz大学の国際経営学部を専攻

した学士号を持つプロフェッショナルです。 
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KYC Manager 

Vladimir Nikitin 

 

 
ロシアの管轄に特化した10年以上の法律経験。

専門分野：法的監査法学修士、経済法。ウラ

ジミールの旅を経て、彼は2万5000人を超え

る強い交流のネットワークを構築しました。

これらのプロフェッショナルは、ブロックチ

ェーンコミュニティまたは法律業界内で業務

を行っています。icoプロジェクトのトップ

レベルのコンサルティング。 

 

 

 

 

 

 

 

Community Manager 

Laura Zaharia 

 

 

 

 
Laura Zahariaは国際関係とヨーロッパ研究

を卒業しました。彼女は行政区域で働いてお

り、あまりにも多くの問題が解決されずに残

っていることが分かった。だから、フリーラ

ンス・ライティングの1年後、彼女は2016年

に暗号通貨の世界に入りました。それ以来、

彼女は様々なICOの積極的なメンバーであり、

すべての暗号通貨を勉強し分析し、顧問とし

ての洞察力を提供しています。 

彼女は、新しい人たちと出会うこと、新しい

ことを学ぶこと、旅行すること、笑いをえる

こと、そして社会がそれぞれの行動でより良

い未来を持つのを助けることを愛しています。 
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Project Director 

Abdul Rafey 

彼は技術製品の革新者であり、マーケティング、ファイ

ナンス、テクノロジー、ブロックチェーンなど、複数の

業界でデジタルWebソフトウェアとモバイル開発を専門

に扱う、経験豊富な決定的で効果的なプログラマーとプ

ロジェクトマネージャーです。彼はプロジェクトマネジ

メントのアプローチで多用途であり、豊富な知識、資格、

経験を持っています。彼の強みは、ビジネス・アナリシ

ス、意思決定力、プロダクト・イノベーション＆マネジ

メント、トレーディング・プラットフォーム、TVチャン

ネル、ブロックチェーン・テクノロジ、ファイナンス＆

インベストメント・マネージメントなど、複数の高度な

ペースでの組織でのSDLCとITILの完全な経験によるもの

です。 

 

 
 

 

Marketing Head 

Ali Akbar 

彼は効果的なB2BおよびB2Cマーケティングキャンペーン

の設計と実装に成功した背景を持つ、創造的で革新的で

巧みなマーケティングヘッドです。具体的には、デジタ

ルマーケティング、ソーシャルメディア、キャンペーン

を管理して目に見える成果をもたらし、新しい顧客を獲

得する。先進的な財務体質と予算管理経験を持つ多彩な

管理スタイルヨーロッパや中東、アフリカでデジタルメ

ディアや伝統メディアで10年以上のマーケティング経験

を持ち、統合広告キャンペーンや革新的なデジタルエク

スペリエンスの戦略、コンセプト、デザインを生み出し

ています。彼は創造的な方向性と戦略を駆使して優れた

成果をあげてプロジェクトを実現することができます。 

 

 

Director Data Science    

John Akwei 

 

 

John Akwei氏は、データサイエンス、データ分析、

データマネージメントに関する豊富な資格を持って

います。JohnはContext Baseを創設しました。今や

Johnはデータに対する情熱をSponsyにもたらします。

Sponsyでは、スキルを使って情報の配列から有用な

洞察を抽出します。 

Johnは、データサイエンス、Rプログラミング、デー

タ製品開発、エンタープライズコンテンツ管理、電

子記録管理で認定されています。 
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顧問 
 

 

 
 
 

 

Legal Advisor 

Simon Choi 

Simon Choiはイングランド＆ウェールズおよび

香港の法律を執行する資格を有する国際弁護士

です。サイモンは北京大学、ロンドン大学、香

港大学の法科大学院を卒業しました。サイモン

は、国際法に関する深い知識を提供するととも

に、様々な管轄区域で新しいブロックチェーン

規則を助言し、レビューすることで貢献してい

ます。国際貿易、投資、資金調達、M＆Aで25年

以上の経験を持つ彼は、Fancciaの資産であり、

ブロックチェーン技術に関するすべての関連す

る政府政策への最高レベルの遵守を保証します。 
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結論 
 

 

 

 
 

Fianciaは英国の登録組織であり、暗号

通貨の世界で独自の方法で発展しよう

としており、認可されたテレビチャン

ネル、分散型ブロックチェーンテクノ

ロジー、取引システム、安全な内部の

存在のために潜在的な投資家とトレー

ダーをカバーします。ここ数年の間に

その人気が多様化していることを除け

ば、ランドマークを達成し、成長する

段階にあるそのような環境において健

全な地位を確保することができます。 

長い旅を達成するにあたり、成功と認

識の事業計画やその他の戦略は、潜在的

なステークホルダーや産業の設定に有害

であることが判明します。これは、起業

家、ビジネスマン、技術者、革命的な投

資家がこれらの通貨を最大限に活用する

のに最適な時期です。Fiancia Limitedは、

テレビチャンネルを介して教育し、情報

を提供することによって、そのような

人々に機会を提供することに努めていま

す。このテレビチャンネルは、暗号通貨

を全く新しいレベルに引き上げる可能性

があります 
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リスク、免責事項、法的考察 
 

Fiancia Limited UK FINトークンのイニシャ

ルコインオファリングは、純粋に情報提供を
目的としています。潜在的なユーザーと参加
者に、暗号通貨の可用性を通知しています。

ここに記載されている情報は、あらゆる種類
の投資のアドバイスや勧誘として解釈される

べきではありません。当社は、FINの正当性
や価値、またはこのホワイトペーパーでなさ

れたクレーム、またはそれに由来する、また

はそれに起因するコミュニケーションを保証
するものではありません。ユーザーは、私た
ちをサポートすることを決定する前に、すべ

ての情報を自分で調査し、調査する責任があ
ります。すべての潜在的なユーザーは、FIN
トークンを受け取ることが承認される前に、

次の条件を満たすように奨励されます。この
オファリングを遵守しているかどうかについ

ては、以下をよくお読みください。 

 

 私は、Fiancia Limited英国のホワイ

トペーパーに含まれる免責事項を読み、

理解しており、これらの条件に記載さ

れている条件、義務、表明、および保

証を受け入れ、それらに拘束されるこ

とに同意することを証明します。 

 

 私は専門能力を発揮していると宣言し、

認定された投資家またはこれらの国の

バリエーションであり自国でそのよう

にみなされるべき要件を知っています。 

 

 私は、自分の状況や居住地に適用さ

れる法律や規制がないこと、または

管轄の国家当局からの地位や勧告が

私または限度を禁止していないこと

を保証するために、調査を実施した

こと、または専門弁護士からの適切

なアドバイスを宣言し、私の購入と

FINトークンの所持、そして暗号通

貨を所有できます。 

 

 プレゼンテーションは、私が知って

いることを確信しています。Fiancia 

Limited UKとICOプロジェクトを発表

していることにのみ、興味があるので、

私はトークンサブスクリプションの結

果と、部分的または完全な損失の可能

性を十分に理解することに同意します。

私はこれに同意し、それに従います。 

 

 私は、このプレゼンテーションが厳密

に、守秘義務をともなうことを知って

います。Fiancia Limited UKからの事

前および書面による合意なしに、第三

者に通知することはできません。私は

これに同意し、それに従います。 

 

 プレゼンテーションに含まれる情報が

網羅的ではないことを証明し確認する。 

 

 私はこのプレゼンテーションが契約書

ではないことを証明し、確認する。純

粋に情報提供のために提供されていま

す。そこに含まれるデータは、純粋に

指標となり、暫定的なものです。そこ

に含まれる情報は、将来のICOの運用

方法に関する契約上の規定とはみなさ

れない場合があります。私はこれに同

意し、それに従います。 

 

 プレゼンテーションが行政機関また

は規制当局によって承認されておら

ず、その内容またはその形式を規制

する特別な法律の対象ではないこと

を認識し、同意し、それに従います。 

 

 この文書に間違いを発見した場合、私

はFiancia Limited UKに通知します。

この免責条項に従うことができない場

合、私はFiancia Limited UKに、私が

上記の免責条項に違反しており、これ

以上関わることができないということ

を直ちに通知します。 
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将来の見通しに関する記述 
 

このホワイトペーパーの記述には、製品開

発、実行ロードマップ、財務実績、事業戦

略および将来の計画に関する経営者の現在

の見解を反映させた将来見通しに関する記

述が含まれています。これは当社が事業を

行っている部門および業種に適用されます。 

「期待する」、「予期する」、「目標を立

てる」、「するだろう」、「期待する」、

「意図する」、「計画する」、「信じる」、

「プロジェクト」などの文を含むステート

メントや表現は、将来的な性質のものであ

る。すべての将来予想に関する記述は、リ

スクと不確実性を伴う事項に対応していま

す。したがって、実際の結果がこれらの記

述に示されているものと大きく異なる可能

性のある重要な要素が存在する可能性があ

ります。これらの要因には、ホワイトペー

パーに記載されている「リスク要因」とい

う部分に記載されている要因が含まれます

が、これはホワイトペーパーに含まれるそ

の他の注意書きと併せて読むべきです。 

ホワイトペーパーの将来見通しに関する記

述は、将来の出来事に関する現在の見解を

反映しており、これらおよびその他のリスク

の影響を受け、事業、経営成績および成長戦

略に関する不確実性を示します。これらの将

来見通しに関する記述は、ホワイトペーパー

の日付時点でのみ記載されています。産業界

が受け入れ可能な開示および透明性のルール

および共同体制を条件として、当社は、新し

い情報、将来の開発その他の結果として、将

来の見通しに関する記述を更新またはレビュ

ーする義務を負いません。当社または当社を

代理する個人に帰属するすべての後続の書面

および口頭の見通しに関する記述は、この段

落によって明示的に完全に修飾されています。

FIN®トークンの購入希望者は、購入決定前に

実際の結果が異なる可能性があるホワイトペ

ーパーで特定された要因を具体的に考慮する

必要があります。ホワイトペーパーに記載さ

れている声明は、将来の業績見通しを示すも

のではありません。また、本書に記載されて

いる声明は、現在または将来の年度における

当社の利益がこのホワイトペーパーに暗示さ

れていると解釈されるものではありません。

FIN®トークンを購入することにより、私は上

記の通知および免責事項を読んで理解したこ

とを認めます 
 


