
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリプト通貨交換の混乱 
 
 

個人払いの手数料とスマートアルゴリズムウォレットを可能にす

る、引き落としの加速。 

 
小売業者が暗号通貨での支払いの受け入れをサポートし、購買力

を最適化するために個人のスマートアルゴリズムウォレットを接

続するためのペイメントゲートウェイ。 
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Abstract 

 

 

 

現時点では、市場とそれに関連する法規制やプロセスがまだ始まったばかりである

にもかかわらず、暗号通貨の日々の取引量、ユーザー数、およびビジネスへの採用

は増え続けています。 

 
私たちの使命は、これまでのところそれを手助けしてきたイノベーターと早期導入

者を手助けすることです。支払いと取引のエコシステム。暗号通貨とブロックチェ

ーンの概念を深く理解している人たちは、初期の抵抗にもかかわらず私たちの世界

を変えていった、不確実な幼児期の歴史の中の例に関連することができます。私た

ちは、歴史の最も大きな変化者と関わるだけでなく、この変化のための積極的な触

媒になるというビジョンと確信を持っています。 

 
現在利用可能なサービスと技術は面倒で費用がかかるため、私たちのビジネスモデ

ルは、高い信頼性のある暗号化、暗号化から暗号化、そしてより重要なことには暗

号化から取引までの分野に簡単に移行できます。交換は豊富ですが、明らかな見落

としは大衆市場のためにこれに対処し、それ故に資本化の機会をつかむことの失敗

です。暗号通貨の世界に貢献するのを待っている何兆もの資金があるということは

、楽な動きのためには、この分野は後でではなく早急に対応する必要があることを

意味します。 



Introductions 

 

 

 

XCOYNZの紹介 

 

日常の人が暗号通貨環境の中心にある信頼できない安全な技術を利用するのに苦労

するところでは、XCOYNZは究極的に障壁である複雑さ、高コストと過度の時間遅

れを取り除くために設計された革新的な違いを持つプラットフォームを提供します

待っている大衆のために入るために。 

 
そのフラッグシップ機能として、XCOYNZは個人が自分自身の料金を設定し、暗号

を交換してより迅速な方法で銀行口座に直接収めることを可能にします。 XCOYNZ

では、個人のエンパワーメントを信条としており、その結果、取引で発生するすべ

ての取引の振替手数料は、個人が選択できるようになりました。 ）現在のやりとり

は、かなりの振込手数料を課したり、暗号化された財布からあなたの銀行口座にあ

なたのお金を送ったりするのに長い時間がかかることで悪名高いです。 XCOYNZは

、これが将来行われる方法に根本的な変更を加えることを目指しています。 
 
 
 
 

XCOYNZプラットフォームの概要 
 

さらにエキサイティングな技術革新は、「スマートアルゴリズムウォレット（

SAW）」の概念です。ほとんどの人はさまざまな財布に複数の暗号通貨を持っ

ています、そしてあなたの財布保有に基づいて、XCOYNZは最低のネットワー

クと交換料金が適用されることを保証するために取引のための暗号通貨の最善

の組み合わせを提案するような機械学習アルゴリズムを組み入れます。 

XCOYNZプラットフォームは、消費者にとって最適な通貨を使用した支払いを

可能にする小売業者の購読のための支払いゲートウェイと一緒になって、大規

模な市場シフトを促進するために不可欠なこれらの独自の要素の導入を先導し

ます。 

 
一言で言えば、XCOYNZが提供するのは、非参加者が迅速かつ容易に暗号通貨

の世界に入り、暗号資産間の定期的な動きに慣れ、個人の暗号資産を支払いと

振替の実行が困難ではなくなる世界に結び付けることですまたは長期にわたる

プロセス。本質的には、暗号化資産の処理を日常の銀行業務と同じくらいシー

ムレスにすることができます。 
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チーム紹介 
 

Aasam Alim 

創始者 

27年以上の実績を持つ経験豊富なマ

ネージャー。経験、忍耐力、粘り強さ

と分析的な心の組み合わせが、現代の

すべての企業や機関が必要とする持続

可能で費用対効果の高いソリューショ

ンを提供するために直面 するすべて

の課題に立ち向かいました。 

https://www.linkedin.com/in/aasam/ 

 

Tushar Gaikwad 

エンジニアリング 

グローバル金融機関に勤務する大規模

な多国籍コンサルタントを擁するビッ

グデータコンサルタントおよび建築家

。さまざまなツールやテクノロジを使

用した、テレコミュニケーション＆フ

ァイナンスの分野での12年間の総合的

な経験は、実社会のビジネス問題に対

する解決策を見つける上で非常に貴重

な能力をもたらします。 

https://www.linkedin.com/in/ 

tushar-gaikwad/ 

 

John Gurudas 

事業運営 

創業から戦略的実現までのビジネスビ

ジョンの開発を管理することに重点を

置き、今日の革新的なテクノロジの絶

え間なく変化するランドスケープとの

整合性を維持することに重点を置いた

、企業および中小企業運営における

29年の経験。 

https://www.linkedin.com/in/ 
johngurudas 

Savio Henriques 

テクニカルオペレーション 

主にテレコム業界におけるビジネスイ

ンテリジェンスの13年以上の経験。英

国とアイルランドのレポートおよび分

析チームに、運用面および技術面での

リーダーシップの多様性を提供します

。 

https://www.linkedin.com/in/ 

saviohenriques/

Ritesh Ranjan 

製品開発 

主要なコンサルタント会社およびエン

ドユーザー組織で15年の経験を持つ

、ビジネスインテリジェンスアナリス

トおよび開発者をリードしてください

。多国籍技術ベースの環境にさらされ

ることで、英国と海外で同時に開発チ

ームを管理するという現在の役割が可

能になります。 

https://www.linkedin.com/in/ 

riteshranjan13/ 

Azeem Sultan 

インフラストラクチ

ャとアーキテクチャ 

英国のバークレイズ、バークレイズ・

インターナショナル、バークレイズ・

グループ、ロイズ・バンキング・グル

ープと協力し、金融業界で8年以上の

経験を持つ経験豊富なインフラストラ

クチャおよびセキュリティ管理者。 

https://www.linkedin.com/in/ 

azeemsultan/ 

https://www.linkedin.com/in/aasam/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/tushar-gaikwad/
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/johngurudas
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/saviohenriques/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/riteshranjan13/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
https://www.linkedin.com/in/azeemsultan/
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アドバイザの紹介 
 
 
 

Richard 

Stebbings 

ブロックチェ

ーン開発 

Andrijano 

Vujasin 

ブロックチェー

ンエキスパート

と経験豊富な暗

号トレーダー 

Wyatt 

Meldrum 

シニアマーケティ

ングアドバイザー

Joshua 

Clow 

マーケテ

ィング 

Maya 

Johnny 

ソーシャル

メディアス

トラテジス

ト 

Maria 

St. Berova 

コミュニケーション 

 
 

 

Edem 

Vormamah 

ウェブ開発 

 

Stephen 

Ihme 

ユーザーインタ

ーフェース、創

設者 -  Paciillum 

Limited 

 

Harendra 

Patel 

主要投資家への影

響 

 

David 

Bigglestone 

コミュニティ大

使 

Mohammud 

Jaufarally 

経理 
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Market Gap 

 

 

 

暗号通貨交換 
 

ほとんどの暗号通貨交換は、暗号を暗号に交換することを優先してバイアスをかけ

て開発されてきました。 

 
 
 
 

これらは、暗号通貨に投資し、自分の暗号資産を自分の銀行口座に持ち帰ろう

とするときに直面する問題です。 

 
限られた数の交換機が３つのシナリオ、すなわち１つの交換機内で暗号化する

ための暗号化、暗号化するための暗号化および暗号化するための暗号化を提供

する。しかし、これらは2つの主要な問題を抱えています：高い料金と限られ

た暗号/フラットペア。 

 
取引ごとに0.5％〜4％の手数料を交換します。 

 
平らなので暗号資産を個人の銀行口座に送金するのは面倒で、交換手数料がか

かり、最長6日かかります。 

 
個人にとって関心のある暗号資産がその交換にあるという事実を除いて、個人

はある交換を他の交換に使用するインセンティブを持ちません。取引所が個人

の事業を維持するために提供するロイヤルティスキームはありません。 

 
いかなる交換も、個人が彼らの暗号通貨財布から他の個人の銀行口座に平常通

りに移転するための簡単な方法を許さない。 

 
 

 
XCOYNZプラットフォームのユーザーは、3方向の取引すべてを許可することで、資

産の流動性が大幅に向上します。今日利用可能なサービスから欠けている上記の要

因は、暗号通貨の世界への移行を望む多くの人々にとって、参入に対する重大な障

害となっています。 XCOYNZは大胆で革新的なプラットフォームでこのギャップを

埋めることを目指しています。 
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Market Gap 

 

 

 

暗号通貨ウォレット 
 

暗号通貨の世界では、財布が存在し、通常は個人財布ごとに1つの暗号資産を許可

します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商業の世界 - 制限 
 

事業主は、小切手、デビットカード、クレジットカードなどの従来の紙幣や硬貨と

は別の支払い方法の採用が比較的遅かったため、移行には数十年かかりました。こ

れらは現在確立された支払い方法ですが、どのくらいの期間？ 

 
インターネットを中心とした今日の商業の世界では、集中型の決済プロバイダやゲ

ートウェイからのビジネスが直面する異常に高い料金は通常消費者に直接渡され、

それができない場合、ビジネスは自らのサービスを提供できません。さらに、物理

的な支払いは間もなく消滅し、新しい支払い方法は当然のことながら伝統的なもの

に取って代わるでしょう。暗号通貨が先駆者です。この分野における市場のギャッ

プとそれを可能にすることで得られる潜在的な利益はあまりにも明らかです - そし

て私たちはXCOYNZペイメントゲートウェイとこのギャップを埋めることを目指し

ています 

 

The following problems are associated with the above scenario: 

 
Making a payment that requires combining some of your crypto assets, can be 

tedious as you may be required to use several wallets incurring several charges 
before your payment can be completed. 

 
Currently, there is no way for those with a diverse crypto portfolio to work out the 

best use of combined assets in making a payment for a product or service. It is 
almost a non-option, except for those with the time, patience and tools to go 

through this process manually. 

bhandaris
Stamp
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Our Solution - The XCOYNZ 

Platform 

 

 

 

XCOYNZエクスチェンジ 
 

私たちの解決策は、暗号化と暗号化、暗号化と暗号化、および暗号化と

統合の問題を、すべて1つの屋根の下で、すなわちXCOYNZ取引所で交換

するという問題に取り組みます。 XCOYNZ取引所はまた、個人が彼らの

取引のために支払いたい料金を定義することを可能にすることによって

高い料金に対処します。また、プライベートXCOYNZブロックチェーン

をベースにしたX-Swiftとして知られている当社独自の技術を使用して

、の資産を既存の方法よりも迅速に個人の銀行口座に戻すこともできま

す。 

 
XCOYNZ取引所は、個人が自分の暗号資産を交換するときに自分自身の

料金を設定することを可能にします。これは初回登録時からの年間引当

金に基づき、定期的な交換活動量に基づいて追加のロイヤルティボーナ

スが付与されます。これはの世界では画期的なインセンティブであり、

将来の交換でビジネスが行われる方法を混乱させるでしょう。 XCOYNZ

エクスチェンジのユーザーは、個人の財布から、あるいはXCOYNZ SAW

からでさえも、他の個人の銀行口座に平常通りに振替えることができま

す。 

 

 

XCOYNZスマートアルゴリズムウォレット（SAW） 
 

XCOYNZ SAWはのすべての資産を1つの財布に統合するので、これを使

用して支払いをより迅速に処理できます。また、1つの手数料のみが発

生します。また、スマートアルゴリズムを使用して、支払いの処理、コ

ストの最小化、または利益の最大化に使用する資産の最適な組み合わせ

を決定します。 SAWによって提案された資産を選択することも、どの資

産を使用したいかについて独自の選択をすることもできます。また、ど

のをHODLまたは売却するかを予測します。 
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Our Solution - The XCOYNZ 

Platform 

 

 

 

XCOYNZペイメントゲートウェイ 
 

XCOYNZ 支払いゲートウェイは、インターネットという巨大な市場で売

り手と買い手を結び付けるために暗号資産を使用する重要なコネクタで

す。購読により、小売業者は暗号通貨を介して商品やサービスの支払い

を受け付けることができるようになります。商品やサービスをより幅広

い視聴者に公開することにおける小売業者にとってのこの計り知れない

利点は、今では小売業界と直接結びつけることができなかった彼らの富

の一部を利用するようになる消費者のそれと密接に関係します。 

 
XCOYNZ 支払いゲートウェイを使用すると、レンガおよびモルタルの企

業とEコマースの小売業者の両方が、商品やサービスの支払いとして暗

号通貨を受け入れることができます。 

 

 

XCOYNZスマートカード 
 

XCOYNZスマートカードを使用すると、個人はスマートカードを使用し

て小売業者から製品やサービスを購入することができます。個人はまた

、スマートカードから資金を引き出す能力、および彼らの暗号資金への

即時アクセスを有する能力を有する。 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

XCOYNZエクスチェンジ 
 

暗号通貨交換の通常の機能に加えて、XCOYNZ交換は個人が独自の料金を設定することを可能にしま

す。個人はまた、彼らの取引金額に基づいて、ロイヤルティボーナスを獲得することができます。 

 

XCOYNZエクスチェンジは以下を可能にします： 

 

暗号化へのフィアット 

個人は、自分の通貨を使用してXCOYNZ取引所から暗号を購入することができます。これは、有効性確認された

借方口座および国際的な銀行振込（すなわちSEPA）に利用可能になります。 

 

暗号から暗号 

個人は、XCOYNZ取引所の個人財布にある暗号資産を使用して、XCOYNZ取引所からリストされた暗号を取引す

ることができます。 

 

クリプトからフィアットまで 

XCOYNZ取引所では、次の種類の引き出しが可能です。 

個人は、個人財布から自分の銀行口座に暗号を引き出すことができます。 

ＳＡＷアルゴリズムを使用して、個人は、暗号を選択するオプション、および彼らが撤回したい割合で、彼ら

のＳＡＷから彼らの銀行口座に暗号を撤回することができる。 

 

個人は、支払い頻度をスケジュールするとともに、自分の個人財布から他の第三者アカウントへの払い戻しを

行うことができます。 

 

個人は、支払い頻度（たとえば、家主への毎月の家賃）をスケジュールするとともに、自分のSAWから他のサ

ードパーティアカウントへの払い戻しを行うことができます。 

 

銀行預金が関係する取引であれば、個人はより速い支払いのためにX-Swiftから利益を得ることができます。 

 

今後の注文 

将来の注文はXCOYNZ取引所に入れることができ、そこで価格の制限を設定することができ、将来の注文の期間

も一緒になります。 
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Product Description - The XCOYNZ 
Platform 

 

 

 

追加通貨 

XCOYNZ取引所で導入される予定の初期通貨は、英ポンド（GBP）です。米ドル（USD）とユーロ（EUR）は

、開発の後半のフェーズで続きます。 

XCOYNZ取引所にさらに通貨が追加されます。これは、暗号の購入と個人の銀行口座への暗号の引き

出しの両方で利用できます。 

 
 



XCOYNZ Smart Algorithm 

 

 

財布（SAW） 
 

 

個人には無料のXCOYNZ SAWが提供されます。これは、個人のすべての暗号資産ア

ドレスを単一のXCOYNZアドレスに統合する独自の財布です。SAWに含むように選

択できるのは、XCOYNZ交換であるされているサポートされている暗号のみです。 

 
 
 
 

以下のオプションはSAW保有者に利用可能です: 

 
ユーザ定義の暗号 

 

すべての個人が自分のデフォルトの暗号と最大暗号数を設定できます。これは

、支払いに使用される取引に対して使用されます。 

 

 
スマートセレクション 

 

SAWには、個人に次のオプションを提供する一連の機械学習アルゴリズムが含

まれます: 

 

ネットワーク料金の削減 

SAWの暗号資産に基づいて、スマートアルゴリズムは最も低いネットワーク料

金を確実に達成するために使用する暗号の最も費用効果の高い組み合わせに関

する提案を提供します。 

 

暗号のほとんどのプロファイル使用 

あなたのSAWの暗号資産に基づいて、スマートアルゴリズムはあなたがそれら

に対して損失を持っているあなたの暗号資産を使わないことを確実にするため

に使用するために最も適切な暗号資産を計算します。 

 

HODLの予測 

現在および過去の暗号トレンドと、パフォーマンスを示すアルゴリズムとを組

み合わせて、スマートアルゴリズムは、長期、中期、およびすぐに販売するた

めに考慮すべき暗号について、どの暗号を保持するべきかについて提案します

。 
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XCOYNZ Payment Gateway 

 

 

 
XCOYNZペイメントゲートウェイは、すべてのオンライン小売業者に提供されます

。 XCOYNZ APIリンクは小売業者のWebサイト（PayPalなど）内にあり、消費者がそ

れを選択するとXCOYNZペイメントゲートウェイにリンクします。これにより、個

人のSAWログイン詳細が要求され、設定されている個人のカスタマイズされたデフ

ォルトが使用され（ただし、デフォルトの変更はその場で行うことができます）ア

カウントまたはウォレットアドレス 

 
新興企業やあらゆる分野の専門家が、暗号通貨の支払いオプションが提供する視聴

者数の増加から利益を得るために、ShopifyやWooCommerceなどの業界標準のeコ

マースプラットフォーム用のプラグインを作成することを選択しました。すぐに利

用可能で自由に使用できるため、これによって参入障壁がさらに低くなり、世界中

で企業間での暗号支払いの拡大と広範な採用をサポートするのに役立ちます。 

 
小売業者または個人は、XCOYNZペイメントゲートウェイで定期支払いをスケジュ

ールできます。個人は、SAWからの通常の支払いに使用するデフォルトの暗号を設

定できます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
個人が暗号通貨で

支払う 

 
小売業者はお金を受け取

った 

 

 

小売業者 
 

 

個人は暗号通貨で返金

されます 

支払いゲ

ートウェ

イ 

SAW から返金 

小売業者 

 
 
 
 

 
XCOYNZ 

Platform 
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XCOYNZ Smart Cards 

 

 

 
 
 

 

スマートカード 
 

スマートカードの特徴は、商品やサービスの支払い、および現金の引き出しに

使用できるという点で、デビットカードと同じです。同等の暗号通貨は、リア

ルタイムで個人のSAWから差し引かれます。 

 
 
 

スマートプリペイドカード 
 

個人はスマートプリペイドカードを購入することができます。スマートプリペ

イドカードをロードした時点で、暗号と同等のものが個人のSAWから差し引か

れます。このカードは通常のマスターカード/デビットカードとして使用でき

ますが、ノミネートされた人に贈ることもできます。 
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How Our Platform Works 

 

 

全般 

XCOYNZプラットフォームを使用したい個人は一度だけ登録すればよく、すべての

プラットフォームコンポーネントにアクセスできます。アカウント登録には、2要

素認証（2FA）とともに標準の身元と個人情報の提供が含まれます。銀行の支払い

確認は、現金を含む取引に必要です。段階的な検証が、プラットフォームのメリッ

トのさまざまな段階のロックを解除するために有効になります。 

XCOYNZエクスチェンジとXCOYNZペイメントゲートウェイはSAWによって支えられ

ています。 SAWは、個人が機械学習や人工知能などのXCOYNZスマートアルゴリズ

ムを使用して、たとえばネットワーク料金の削減、ほとんどのプロファイル暗号の

選択、HODL予測などに関する情報に基づいた決定を下せるように設計されたイン

テリジェント統合ウォレットです。 SAWにより、個人は上記の機能を有効にするた

めに複数の固有の暗号化ウォレットを1つに統合することができます。 
 

 
取引の説明 

 

標準トランザクション 

ブレンド市場為替レート 

あなた自身の料金を設定する（SYOF）またはSAWへのアクセスがない 

 

XCOYNZトランザクション 

最低XCNZトークン保持要件*                              

XCNZトークンを使用してSYOFする機能 

SYOF期限切れの交換手数料 

 
a. SAW機能へのXCNZトークンアクセスを使用した市場レート

より低い為替レート 

 

a. ネットワーク料金の削減に役立ちます（アルゴリズム） 

b. 暗号資産の予測に役立ちますHODL（アルゴリズム） 

c. プロファイル暗号を予測するのに役立ちます（アルゴリズム） 

X-Swift転送はXCNZトークンを使用してロック解除されます 

 

 
*最低保有要件の基準 

個人がSAWおよびSYOF機能にアクセスできるようにするには、市場価値$MINに相当する

最小数のXCNZトークンをXCOYNZアカウントに保持する必要があります。 

$MINは定期的に見直され、変更される可能性があります。 

XCNZトークンの数は、USDとXCNZの両方の1日の価格で変動します。 
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How Our Platform Works 
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交換 
 
以下のシナリオでは、XCOYNZトランザクションで前述したように、さまざまな方

法でXCNZトークンを使用します。 

暗号化へのフィアット 

個人は2FAでXCOYNZプラットフォームにログインし、暗号ペアに必要なアカウントを選択します。

その後、個人はデビットカードまたはSEPAを選択して取引を進めます。その後、暗号は個人の

XCOYNZ暗号資産ウォレットに入金され、XCOYNZ SAWに統合するためにあなた自身の交換手数料を

設定することができます。 

 

暗号から暗号 

個人は2FAでXCOYNZプラットフォームにログインし、必要な暗号対暗号ペアを選択します。個人は

、自分のXCOYNZ暗号資産ウォレットを選択してXCOYNZ SAWを使用して取引または購入する暗号資

産を選択し、SAW機能の利点と独自の交換手数料を設定することができます。 

 

クリプトからフィアットまで 

個人は2FAでXCOYNZプラットフォームにログインし、ペアを見つけるために必要な暗号を選択しま

す。個人は、自分のXCOYNZ暗号資産財布または自分のXCOYNZ SAWのいずれかを選択できます。 

 
XCOYNZ暗号資産ウォレットを選択した場合は、XCOYNZウォレットへの転送を選択します。これに

より、より速く、独自の交換手数料を設定することができるデビット/ SEPAに転送できます。 

SAWが選択された場合、さまざまなアルゴリズムの利点により、個人はさらに利益を最大化するこ

とができます。これにより、借方/ SEPAに、より高速に、独自の交換手数料を設定することができ

ます。 X-Swiftが選択されている場合、オプションのより速い銀行預金のロックを解除することがで

きます。 
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支払いゲートウェイ 
 

参加小売業者はXCOYNZプラットフォームに登録して、サイトで支払いオプションとして支

払いゲートウェイを有効にすることができます。これにより、小売業者と個人の両方が暗

号資産を世界のオンライン小売スペースに持ち込むことができます。 

 

小売業者 

XCOYNZペイメントゲートウェイへの加入を希望する小売業者は、最初にXCOYNZプラット

フォームにアカウントを登録します。このアカウントは、小売業者がKYC / AMLのビジネス

上の検証を受けて承認された後、各自のビジネスの詳細と支払い設定を使用してアカウン

トを構成します。これが完了したら、XCOYNZ支払いゲートウェイをサイトに埋め込むこと

で、暗号を使用して支払いを希望する顧客への顧客基盤が広がります。 

 

小売業者の既存の支払いオプションに加えて、XCOYNZペイメントゲートウェイは小売業者

に以下を提供します: 

   選択した通貨でのビジネス銀行口座への支払いの受領  

   自分のXCOYNZビジネスウォレットに暗号の選択で支払いを受け取る 

   
SAW機能の利点を活用して、選択した暗号でXCOYNZビジネスSAWに支払いを受け取

る 

小売業者は、取引手数料と継続的な購読費用の両方に対してXCNZトークンを使用して費用

を相殺します。 

 

個々 

参加している小売店に暗号で支払いをしたい消費者は、XCOYNZアカウントを使って支払いができる

ようになりました。登録は通常のKYC / AMLプロセスに従って行われ、このセクションで前述したも

のと同じです。 

 

参加している小売店のウェブサイトのチェックアウトの時点で、個人はXCOYNZを使って支払うこと

ができます。これを選択すると、個人は支払いの選択が利用可能なXCOYNZアカウントにログインす

るようにリダイレクトされます。 

   交換手数料なしで、自分のXCOYNZ財布から暗号を選択して支払いを行う 

   XCOYNZ SAWから暗号を選択して支払いを行う。SAW機能の利点を活用し、交換手数料なしで 

XCOYNZにリダイレクトされた時点で、小売業者はXCOYNZプラットフォーム上の個人の支払いに関

連付けられた固有のトランザクションIDを生成します。このIDは、個人のアカウントと小売店の

XCOYNZアカウントの両方の取引履歴に表示されます。 



トークンノミクス

XCOYNZトークン
トークンの目的と魅力
XCNZトークンの目的は、日常のXCOYNZビジネスの機能性を向上させる機能を促進して、
ビジネスを推進し、それによってトークンが基本的な用途を持つようにすることによって
トークンの価値を高めることです。 XCOYNZは、暗号の世界に入ることを待っている大衆
にアピールするエコシステムを開発し、提供しています。 XCOYNZプラットフォームコン
ポーネントを理解しやすく使いやすくすることでこれを促進します。個人は、XCNZトーク
ンを交換手数料の割引およびより迅速で合理化された引き出しメカニズムのために使用す
る準備ができていることの恩恵を受けるでしょう。今後18カ月の間に、XCOYNZが獲得する
市場シェアを将来に渡って保証し、トークンリサイクルの最適レベルを確保することで事
業の拡大を防ぎ、最終的にはトークンの大量訴求力を高めるでしょう。この目的のため
に、XCOYNZは収集したトークンの一定の割合を燃焼させるプログラムを実装し、プラット
フォームのすべてのコンポーネントが起動して完全に機能するようになった時点で決定し
ます。

トークン使用 

XCNZトークンはXCOYNZ取引所で使用され、以下の利益を得るために個人によって

使用されます: 

あなたの取引手数料を設定する - 交換中にXCNZトークンを使用する個人のみが利用

可能になります。 

X-Swiftの撤退 - 暗号からの撤退の間にXCNZトークンを使用する個人のみが利用可

能になります。それ以外の場合は、標準の撤回が適用されます。 

小売店での支払いゲートウェイは手数料を引き下げました - 顧客による支払いの際

にXCNZトークンを使用する小売業者にのみ利用可能になります。それ以外の場合は

標準の手数料が適用されます。 

Token Properties 

Token Name: XCOYNZ Token 

Token  Symbol:   XCNZ 

Total Tokens: 1,250,000,000 

Decimal Places: 18 

Smart Contract Address: (TBC) 

Token Type: Utility Token using a Smart 
Contract with embedded ERC-20 on the 
Ethereum platform. 
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トークン配布 
 
 

 

15% チーム 

8% 顧問 

12% 
 
財団準備金 

 

5% 賞金とコミュニティ 

60% クラウドセール 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

販売の概要 

セールトークンの総数：750Mトークン

。基本トークン価格：$0.05 

2週間のプレICOシード期間。メイントークンセ

ール -  6週間で3段階。種子販売：$500K ソフト

キャップ：$6M。ハードキャップ：$26.5M 

ICO前のシード投資 

プレシード投資のために予約された18Mト

ークン80％のトークンボーナスで売却され

、$500K調達する。最小投資7 ETH 

ICO以前のシード投資においてのみ認定された認

定投資家。 
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Token Sale Phases 

 

メイントークンセール 

フェイズ1：50％のトークンボーナスで売られる580Mトークン                                  

フェイズ2：25％のトークンボーナスで売られる76Mトークン                                

フェイズ3：5％のトークンボーナスで売られる76Mトークン                                  

すべての投資家は、トークンを購入する前にKYC / AMLプロセスを通過する必要があ

ります。最小投資0.3 ETH。投資家一人あたりの最大投資額200 ETH。 
 
 
 

 
 
 

 

段階 日付 トークン ボーナス 

プレICO（シード投資） 現在進行中 18,000,000 80% 

クラウドセール 段階 1 5th Feb to 25th Feb 2019 580,000,000 50% 

クラウドセール 段階 2 26th Feb to 11th Mar 2019 76,000,000 25% 

クラウドセール 段階 3 12th Mar to 18th Mar 2019 76,000,000 5% 

  
合計: 

750,000,000 

 

 
 
 

 

販売後の割り当て 

トークン売却後の未販売トークンの10％（変更される場合があります）は、元の投資と一致して、

シードおよびフェーズ1投資家の間で分配されます。残りのトークンは、ICOの終了後に焼かれます

。トークン販売フェーズ3がクラウドセールの終了から4週目までに完了すると予想された翌週から

、トークンは投資家に配布され始めます。
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資金の分配 
 

5% 法的 

3% 管理者およ
び運用 

 

12% マーケティング 

 

5% 予約する 

75% 開発 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

事業運営 
 
 
 

権利確定期間 
 

 

チームトークンの権利確定期間 

チームトークンは、以下の権利確定期間に従って資本

化することができます: 

1年目以降：総トークンの20％ 2年

目以降：総トークンの45％ 3年目

以降：総トークンの35％ 

アドバイザトークンの権利確定期

間 

アドバイザトークンは、以下の権利確定期間に従って

資本化することができます: 

6 月 - 40% 

12 月 - 60% 

Crowdsale 

Proceeds 
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Roadmaps 

 

 

 

XCOYNZトークンセールロードマップ 
 
 
 
 

XCOYNZプロジェクトアイデア発想 

 

 

市場調査 

ICOとホワイトペーパーの研究                        

ホワイトペーパー開発完了                             

ICOウェブサイト開発完了 

 

プレICO（シード投資） 

トークン基本価格の80％割引 

 

クラウドセール 段階 1 

3週間ランニング。トークンの基本価格を50％引

きにします。 

クラウドセール 段階 2 
2週間ランニング。トークンの基本価格を25％引

きにします。 

クラウドセール 段階 3 
1週間ランニング。トークンの基本価格を5％

引きにします。 

トークン配布 
この日から投資家はそれぞれの指名された財布で彼

らのトークンを受け取り始めるでしょう. 

取引所のXCNZトークン 
この日以降、XCNZトークンは少なくとも1つの取引所

にリストされます。リストのためにさらなる交換もま

た求められるでしょう。 

 

2017 

December 

2017 

 

2018 

 

2018 

 

2019 

 

5th Feb to 25th 

Feb 2019 

26th Feb to 11th 

 

12th Mar to 18th 

 

April 

2019 

October 

2019 
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Roadmaps 

 

 

 

XCOYNZプラットフォームロードマップ 

XCOYNZ交換ロードマップ 
 

 
フェーズ1開発 
多方向交換機能ユ

ーザーが料金を定

義しました。今後

の注文 

フェーズ1

開発 

XCOYNZ 

交換メイン開

発完了 

フェーズ2開発 

追加の通貨. 

フェーズ2

開発 

XCOYNZエクスチェンジ

完了 

 

 

XCOYNZスマートアルゴリズムウォレットロードマップ 
 

 
フェーズ1開発 

オフセットネット

ワーク料金。資産

のほとんどのプロ

ファイル使用。 

フェーズ1

開発 

フェーズ2開発 

HODLによる予測 

フェーズ2

開発 

XCOYNZスマートアル

ゴリズムウォレット

完了 

 

 

XCOYNZペイメントゲートウェイロードマップ 
 

 
フェーズ1開

発 

フェーズ1

開発 

XCOYNZペイメントゲ

ートウェイ完了 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 2020 

Jan 2020 

to Apr 2020 

May 

 

July 

 

Apr 2019 

to Sep 2019 

November 

2019 

 

 

July 

  

 

 

July 

 

September 

2020 
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The Future 

 

 

 

私たちの要約では、XCOYNZでは、すべての新興技術と同様に、ここにとどまっているもの

が早期採用に関しては特定の行動様式に従うと理解していると説明しました。この「ここ

に滞在する」行動は、過去4〜5年間の暗号通貨の採用で明らかに明らかになっています。 

 

XCOYNZでは、暗号経済はあるインフレポイントを通過している最中であると強く信じてい

ます。それを超えると、多くの専門家が時価総額（現在約3,000億ドル）から最高10兆ドル

までを予測することになるでしょう。今後10年間。これが、私たちが2つの重要な役割を果

たす重要なマスシフトです。1つは、より多くの人々とそのお金を暗号の世界に移動させる

のを助ける主要な触媒として、2つ目は、急成長を遂げるテクノロジービジネスとしての権

利です。有機的な成長を享受するのに適した時期に場所を決めます。 

 

XCOYNZの財務上の将来に関する当社の予測*は、XCOYNZプラットフォームの重要なコンポ

ーネントを市場に投入することを目的とした制御され計画された開発段階よりも、上で概

説した事実にほとんど依存しません。 

 

当社の主要コンポーネントの収益創出は以下に統合されている**。 
 

 

 1年  2年  3年  4年  5年 

 
 

どういうわけか、今日の世界では約20億人が金融の排除に直面しています。日々の金融、

特に銀行業務にアクセスすると、日常的な金融活動に参加できなくなっています。残念な

がら、ブロックチェーンの世界の革新者や先見の明のある人々がこの排除に取り組んでい

ます。インターネット自体がより新しいものになるにつれて、これらの人々の大多数が暗

号通貨の利用可能性を通じて参加するようになるのは時間の問題です技術の層。 

 
*世界の暗号化時価総額の前年比で5％の使用 

**広告収入やパートナーシップ収入は含まれていません 

$32 m $14 m $5.7 m $1.8 m $0.8 m 

Financial Outlook 



The Future 

 

 

 

支払い、貯蓄、投資、そしてもちろんお金が実際にあるのか（そして誰がそれを持

つことを許されるのか）に対する社会の変化する態度のためのより多くの「選択肢

」の利用可能性ますます適切に。世界の既存の市場空間から暗号化空間への避けら

れないシフトは、明らかに起こることを記念すべき重大なシフトを示しています。 

 
XCOYNZでは、参加者数の差し迫った変動、したがって当社の市場エクスポージャ

ーは確実であり、決して疑わしいとは限りません。ただし、市場での取引所の数も

増え続けているため、ここでの実際の価値要因は、取引所の数だけでなく、大衆に

とっての真のアクセシビリティです。 XCOYNZプラットフォームの多くはまだ別の

取引所のように思えるかもしれませんが、それらは私たちが自信を持って、そして

大衆市場参加を奨励する「できること」の態度 - そうしないほうが簡単だからです

。ブロックチェーン技術への信頼と今日の気候の中で市場に関わっていることは私

たちにこの分野を際立たせそして導くための優位性を与えてくれます。 
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全般 

BlockchainとEthereumとは何ですか？ 

Blockchainは、レコードや取引の元帳を管理できる

分散システムです。暗号化を使用して、情報が改ざ

んされないよう保護します。 

Ethereumは、スマートコントラクトを特徴とする、

オープンソースの、公共の、ブロックチェーンベー

スの分散コンピューティングプラットフォームであ

り、より高いレベルのセキュリティを備えています

。 

 

スマート契約とは 

スマート契約は、契約の交渉または履行をデジタル

的に促進、検証、または強制することを目的とした

コンピュータプロトコルです。 

 
トークンを購入するときにGAS属性を設

定する必要がありますか？ 

トークンを購入するとき、Ethereumネットワークの

推奨モードはGas = 50 GW、Gas Limit = 100000です

。 

 

 
なぜ暗号通貨の交換を使用する必要があるのです

か？ 

あなたは取引所を通してfiを使って暗号を購入する

ことができます。自分の暗号を他の暗号と「交換」

したい場合は、交換を使用する必要があります。銀

行口座に返金したい場合は、交換が必要です。 

 

プリセールとは何ですか？ 

プレセールスは、私たちが素晴らしいスタートを切

っていることを確認し、予備マーケティングやすべ

ての法的事項の完全な遵守などに関する最高水準の

基準を満たすためのものです。要するに、成功した

ICOのために。 

ビジネス 

あなたはどこを拠点としていますか？ 

XCOYNZ Limitedはロンドンに本拠を置く英国の登録

会社です。 

 
XCOYNZとは何ですか、そしてプロジェ

クトは何についてですか？ 

XCOYNZは、4つの主要コンポーネントで構成

されるプラットフォームです。 

1. XCOYNZ 交換 

2. XCOYNZ スマートアルゴリズムウォレット 

3. XCOYNZ 支払いゲートウェイ 

4. XCOYNZ スマートカード 

 

 
XCOYNZには、プラットフォームのアイデ

アを実現するためのスキルと能力がありま

すか 

私たちはチームの多様性とビジネス経験を持ち、構

想から着手まで私たちのビジョンを発展させようと

しています。 

 

あなたのプラットフォームは 

当社のプラットフォームは、内部攻撃とサイバー攻

撃の両方のリスクを防止するために特別に調整され

た複数のセキュリティ機能とシステムを通じて保護

されます。セキュリティ上の理由から、この段階で

はこれ以上詳しく説明しません。 
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ビジネス 

なぜXCNZはコインではなくトークンなので

すか？ 

コインは、それ自身のブロックチェーンに基づく独

立型の暗号通貨であり、支払いの手段としてのみ使

用されます。トークンは既存のブロックチェーン上

で開発およびホストされており、追加機能もありま

す。 XCNZは私たちのプラットフォーム上で複数の用

途があり、Ethereumプラットフォーム上で開発され

ているので、それはトークンです。 

 
「あなたの顧客を知る」および「マネーロ

ンダリング防止」の要件が適用されますか

、それとも匿名ですか？ 

あなたの顧客を知ることおよびマネーロンダリング

防止（KYC / AML）の要件は、すべての投資家に完全

に適用されます。 

 
 
 
 

 
XCOYNZの長期目標は何ですか？ 

誰にとっても最適なプラットフォームになるために

。この分野に参入し、自信を持って、簡単に、そし

て時間と費用の効率をもって繰り返し取引の恩恵を

受けるために、暗号通貨の世界でも新人でも経験す

ることができる。 

 

どの国がXCOYNZへの投資を制限されて

いますか？ 

私たちは世界市場にサービスを提供しており、制限

を設けていません。ただし、地域の規制や規制を管

理することはできません。 

ICO 

どのように私はあなたと私の投資を信頼で

きますか？ 

XCOYNZには、ビジネスプランと、トークンとプラッ

トフォームの持続可能性を保証するとともに、ビジ

ネスとプラットフォームの寿命を保証するロードマ

ップ（ホワイトペーパーを参照）があります。 

 

ICOの後にXCNZトークンを使用する方法と

時期 

プラットフォームでコンポーネントを開発した後は

、XCNZトークンをプラットフォーム上の多数のサー

ビスに使用して、コストと時間遅延を相殺すること

ができます。私達のトークンは私達のロードマップ

に従って私達の交換で利用できるようになります。 

 

すべての寄付を受け取るためにつの

中央財布を使用しますか？ 

はい、私達の住所は私達のウェブサイトで見つける

ことができます。 

 

 
最小投資額と最大投資額はありますか？ 

メインクラウドセールの場合、最小値は0.1 ETH、最

大値は2,500 ETHです。 

 

私はETH（スマートコントラクト）を使っ

てXCNZトークンを購入しましたが、財布

で見ることができません。彼らはどこにい

る？ 

それらはクラウドセールの終わりまで私たちの個人

財布に保持され、4週間以内にあなたの財布に預けら

れます。 

 

トークンを分割して購入できますか？ 

（つまり150.25 XCNZ） 

はい！各XCNZトークンは、小数点以下18桁まで分割

できます. 
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ICO 

XCNZを他の人の住所または取引所に送信で

きますか？ 

財布アドレスを持っていれば誰でもXCNZトークン

を受け取ることができます。 

 
 
 
 

 
払い戻しはできますか？ 

いいえ、交換が可能になった時点で交換することができ

ます。 

 
 
 
 

製品 

なぜXCOYNZはブロックチェーン技術を使っ

て開発されているのですか？ 

XCOYNZプラットフォームでXCNZトークンを使用す

るときに割引やボーナスを利用およびロック解除す

るために、XCOYNZプラットフォームはブロックチェ

ーンを使用して開発されています。 

 

XCOYNZ取引所が他の取引所よりも優れてい

るのはなぜですか？ 

これは単なる交換ではなく、XCOYNZ SAW、ペイメ

ントゲートウェイ、スマートカードなどの革新的で

ユニークな機能の利点を備えたプラットフォームで

す。 XCOYNZエクスチェンジは、個人が平易にそし

てほとんど無料で暗号化を平に、平暗号にそして暗

号から暗号に交換することを可能にする。 

 

 
XCOYNZスマートアルゴリズムウォレッ

トはどれくらい安全ですか？ 

私たちのプラットフォームは複数のセキュリティ層

を持つことになり、そのうちの1つは個々のスマート

アルゴリズムウォレットの2要素認証です。 

 

XCOYNZスマートアルゴリズムウォレッ

トが他のウォレットより優れているのは

なぜですか？ 

SAWの概念は他にはありません。そのユニークな点

は、すべての暗号資産を1つの財布に統合して、1つ

の住所と1つの手数料で複数の資産を使用して単一の

取引を完了できることです。高度なアルゴリズムを

使用すると、より効率的な方法で資産を動的に切り

替えて、コストを最小化し、利益を最大化すること

ができます。 
 

どの国の誰かがあなたの交換を通じて他の

国にお金を送ることができますか？ 

最初の段階では、通貨取引は英国と他のEU諸国で可

能になるでしょう。 XCOYNZの使命は、現地の規制

の対象となるすべての国を越えた移動を可能にする

世界的な交流となることです。暗号通貨の交換に地

理的な制限はありません。 

PayPalや他の銀行をXCOYNZ取引所に接続

できますか？ 

はい、すべての主要なデビットカードも同様です。 
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銀行口座 

これは、個人の確認および指名された銀行口座です。 

XCOYNZと個人の銀行口座の間に、口座からの引き出し

と入金が可能な正しい口座であることを確認するため

の最初の少額の預金があります。 

 

暗号 

暗号通貨の略語です。暗号通貨を参照してください。 

 

暗号通貨 

コイン、アルトコイン、トークンに使用されます。 

 

フィアット 

これは、政府が法定通貨として宣言した紙または硬貨

を指します。英ポンドは平らです。 

 

GDPR 

一般的なデータ保護規則これは、EU内のすべての個人

のデータ保護およびプライバシーに関するEU法の規制

です。 

 

HODL 

暗号通貨の世界で使用されている用語は、HOLDのスペ

ルミスに基づいており、現在では「延命を待つ」と正

式に関連付けられています。これは、保留にしてこの

暗号を売却しないために、暗号通貨で何をするかを説

明するために使用される用語です。 

 

個々 

これはXCOYNZ取引所に登録された人です。この人物は

、有効な身分証明書と居住証明書を一緒に提出するこ

とで、身元を証明したことになります。この人物は、

あなたの顧客を知っている（KYC）会社を使って検証さ

れます。この会社は、アンチマネーロンダリング（AML

）チェックも行います。 

 
KYC/AML 

あなたの顧客とマネーロンダリング防止について知ってくださ

い。 

 

小売業者 

個人として分類されていない小売店。 

 

SAW 

XCOYNZパーソナル暗号化ウォレットを統合し、XCNZト

ークンが使用されるとスマート機能のロックを解除する

XCOYNZスマートアルゴリズム財布。 

 

SYOF 

これはXCOYNZの交換機能で、交換手数料に関して、個

人があなた自身の料金を設定することを可能にします。 

 

第三者アカウント 

第三者口座には2要素認証（2FA）が必要で、事前に登

録され、検証された銀行口座になります。 

 

トークンノミクス 

トークンの機能、経済活動、商品化によるトークンの図解

と理解。 

 

ユーティリティトークン 

会社の製品またはサービスを使用しているトークン。 

 

権利確定期間 

これは、トークンを受け取ることができるまでの期間を表しま

す。 
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Legal Info and Disclaimer 

 

 

 

この文書およびこのホワイトペーパーに関連して発行されたその他の文書は、XCOYNZプラットフォーム、

製品およびサービスの意図された開発および使用に関して個人に提供されるトークンに関するものです。 

 

この文書は、有価証券の提供、あるいは投資目的の宣伝、勧誘、勧誘を構成するものではありません。 

 

XCOYNZトークンは、プラットフォームまたはソフトウェア、あるいはトークンを発行する主体またはプラ

ットフォームまたは他の公的もしくは民間企業に関連する知的財産における、資本、利益、資本に対する

権利、株式、単位、使用料または権利を表しません。 、法人、財団、またはその他の法人であれしたがっ

て、トークンは、証券または同様の法的利益を表すことを目的としていません。 

 

XCOYNZトークンは返金不可です。トークン購入者は、XCOYNZトークンの購入に対する唯一かつ排他的な

リスクを負うものとします。 

 

このホワイトペーパーは情報提供のみを目的としています。本ホワイトペーパーに記載されている事実の

記述が正確であるようにするための試みがなされていますが、このホワイトペーパーに含まれるすべての

見積もり、予測、予測、見通しこのホワイトペーパーに含まれるものであり、このホワイトペーパーで言

及されている事項が発生することを意味するものと解釈してはなりません。 XCOYNZは、ホワイトペーパー

に変更を加える権利を留保します。 

 

このホワイトペーパーのプロモーターおよびその出版物に関連するすべての人は、このホワイトペーパー

に記載されている技術や革新の開発、実装、または展開の成功、またはその他の活動の達成に関していか

なる保証も表明もしません。 

 

XCOYNZトークンの売買には個人データの提供が必要になる場合があります。個人データは、個人を識別す

るために使用される情報です。収集された個人データの例には、名前、住所、Eメールアドレス、電話番号

、およびファックス番号が含まれます。個人データは、プロジェクトのWebサイトからの申請、連絡文書

、電話、ファックス、電子メールなど、さまざまな方法で入手できます。ブロックチェーンでは、締結し

た取引に関するデータを削除することはできません。そのため、XCOYNZトークンの購入および/または廃

棄に関連してブロックチェーンを介して取引を行う個人は、上記の事実を認識していることを表明および

保証するものとします。私たちは、ユーザーを保護するために起こりうる法的および規制上のリスクを管

理することに重点を置いています。 

 

投資家は、KYCとAMLを使用して自分の身元が確認および検証され、検証が成功すると、投資家ホワイトリ

ストに追加されます。 
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