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全体概要

Ubcoin マーケットプレイスは、暗号化のための現実世界の商品を売買する世界的な

モバイルマーケットです。

暗号通貨所有者の数は、2020年年までに現在の2200万⼈人から2億⼈人におよそ10倍に増

加すると予測されています。暗号化の所有者になる も簡単な⽅方法は、暗号のため

の商品を販売することです。このアプローチは、今後数年年間で⼤大量量採⽤用を推進しま

す。

暗号通貨市場の資本⾦金金は約3,000億ドルです。暗号のために現実世界の財を買うこと

によって富を費やすという⼤大きな需要があります。

2020年年までに世界のスマートフォンの普及率が世界の⼈人⼝口の37％に達すると、モバ

イルコマースはすぐにウェブ商取引を上回るだろうが、オンラインでの売買活動の

ほぼ半分はマーケットプレイスで⾏行行われている。

Ubcoin マーケットプレイスはグリーンフィールドプロジェクトではなく、Ubankモ

バイルアプリの拡張版です。

• 成熟した会社、2009年年以来存在する

• 当社の現在の製品であるUbankは、世界中で1,600万以上の設備を有しています

• 私たちは、50⼈人以上の開発者、トップマネジメントとアドバイザーの才能

• Ubcoinは既存の製品価値命題を強化し、再構築する

• SAMSUNGは10カ国で販売されているすべてのスマートフォンに現在の製品を

プリインストールして出荷していますの東ヨーロッパと中央アジア,サムスンの

旗艦を含むGalaxy 9 

トークンの販売は、Ethereumブロックチェーンベースのスマート契約の開

発、AIベースのスクリーニングおよびKYC技術の開発を促進し、グローバル

な拡⼤大に資⾦金金を提供するための資⾦金金調達を⽬目指しています。

Ubankアプリのユニークな流通モデルは、製造業者によるプレインストール

により、新しい地理理に拡⼤大されます。
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問題提起

現在、何千万もの⼈人々が正当に暗号通貨を所有しています。世界中の何百万もの

⼈人々が暗号通貨を知っており、それらを⼊入⼿手したいと考えています。多くの企業で

は、暗号を驚異異的な収益を⽣生み出す投資⼿手段と⾒見見なしており、他の企業は、シーム

レスなデジタル取引やブロックチェーン技術による新しいビジネス機会の恩恵を求

めています。

暗号通貨の⼤大量量採⽤用は避けられず、差し迫っています。原因と信⽤用は、私たちのイ

ンスピレーションの源と深い尊敬の対象であるテレグラムを含む、多くのトレイル

を燃やしている起業家やビジョンに負うものです。⼤大量量採⽤用の瞬間は間違いなく後

になるよりも早く来るでしょう。消費者は、デジタル通貨を得るためのシンプルで

迅速かつ安全な⼿手段が必要です。

CRPTOCURRENCYの資本化は約3,000億ドル変動する。世界各国の政府、銀⾏行行、国際決

済システムは、CRYPTO取引を規制する明確なルールを確⽴立し、法律律を守って市⺠民がデ

ジタル資産を使⽤用して物品を売買することを可能にしています。3,000billionドルの⼤大

部分は⽀支出に熟している-物的資産への転換。

当社の⽬目標は、世界中の消費者が暗号化に投資し、暗号化のための商品を⾃自由に安

全に購⼊入し販売できるUbcoinデジタルマーケットプレイスを作成することにより、

暗号投資の購買⼒力力を享受することです。
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ビジョン

1. 多くの⼈人は、暗号化のシークレットを得るためのシンプルで安全な⽅方法を望んで

いますが、⽅方法はわかりません。彼らは投機家ではなく鉱夫ではなく、暗号通貨に

投資することで付加価値を⾒見見いだす⼈人です。暗号通貨所有者の数は、2020年年までに

現在の2200万から2億以上に増加すると予測されています。

2. しかし、これらの⼈人々は、Ebay、Amazon、WeChat、Etsy、Taobaoなどで購⼊入し

て販売することは⾮非常に快適です。 2016年年に、市場は、2016年年にオンラインで費

やされた世界の2兆4400億ドルの44％を占めた。

3. 暗号通貨ウォレットは主にモバイルデバイスに集中しており、ウォレットの65％

以上がモバイルになっています。世界のスマートフォン普及率は2020年年までに37％

に達すると予測されています。

4. デジタルバイヤーの世界⼈人⼝口は2020年年までに20億⼈人を超えるだろう。
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これら4つの主要な要素は、世界中のモバイル市場で結びついています。
• 商品を販売することによって容易易に暗号通貨の所有者になる

• 現実世界の商品を購⼊入することで、暗号暗号化の富を簡単に過ごすことがで.      

きます。

Ethereumブロックチェーンと交換型UBC暗号化によるグローバルなUbcoin 

Marketplaceは、商品の売買のためのピアツーピアのスマートな契約でこれら

の取り組みを可能にします。

• 売り⼿手は⾃自分の商品のために暗号通貨を受け取ることに興味があります。

決済の有⽤用性+投資媒体=デジタル通貨の⼤大量量採⽤用
• バイヤーは暗号投資の利利益と購買⼒力力を実現していますが、暗号と⾦金金銭の通貨

を切り替える苦労と苦痛を免れています。

• スマートな契約は、トランザクションがシームレスで、安全で、実⾏行行可能.       

で、透明かつ分散されていることを保証します。

スマート契約技術により、Ubcoin Marketplaceは、トランザクションの安全

性、実⾏行行可能性、困難性および検証可能性を保証し、ピアツーピア取引を容

易易にすることができます。

B2Cアリーナにおけるデジタル通貨の受け⼊入れに関する規制が進展するにつれ、市

場は事業売り⼿手と買い⼿手をその名簿に追加することになる。スマートな契約は、多

くの既存の仲介業者、バリューチェーンの⼤大企業の存在を忘れるでしょう。配達経

済は、メーカーと消費者との間の直接取引の形で爆発的な成⻑⾧長を促進し、買い⼿手と

売り⼿手の両⽅方にとってより魅⼒力力的な価格設定を可能にします。受注⽣生産は、より関

連性の⾼高いビジネスモデルになります。

⼀一部の取引では、将来、サードパーティのプロバイダ（配送会社、宅配会社、公証

⼈人）を含む特定のタイプの取引に対してスマートな契約を実⾏行行するために、追加の

KYC / AML⼿手続きが必要になることがあります。 Ubcoinプラットフォームは、これ

らの関係者のシームレスな関与を想定しています。

Ubcoin市場で販売される商品やサービスの正当性を保証することに特に注意を払っ

ています。当社は、理理由、道徳、安全性、および適切な注意を侵害する可能性があ

るために、売り⼿手の事前通知を助ける⾼高度なAI技術を開発しています。
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市場機会の分析

デジタルショッピングは、世界で普及しています。

世界中のデジタルバイヤーの数は、2020年年までに20億⼈人を超えると予測されていま

す。

Source: eMarketer 2017
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バイヤーの数が増えるだけでなく、世界の⼩小売売上⾼高のオンラインショッピング

シェアも15％を上回ります。

Source: eMarketer 2018
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多くの⼩小売業種では、オンラインショッピングは、従来のオフラインストアと⽐比べ

て、すでに好まれています。

Source: PwC 2017
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スマートフォンの普及率は世界の⼈人⼝口の37％にまで増加するため、買い物客はス

マートフォンとデスクトップショッピングに向かってますます動き出しています。

Source: eMarketer, United Nations 2017
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偶然にも、携帯電話は秘密払いの⽀支配的なフォーマットでもあります。

Source: Global Cryptocurrency Benchmarking Study, University of Cambridge, Visa (p.56)

UPSとcomScoreの調査によると、⽶米国の消費者の約50％は、海海外から商品をオン

ラインで購⼊入したと⾔言います。

ピアツーピア取引はますますグローバルになっています。国境を越えた電⼦子商取引

は、すでにすべてのパッケージ納品の15％を占めています。 2020年年までに、この

シェアは20％に増加すると予想されています（エコノミスト、Eコマースの特別報

告書、13⾴頁、2017年年10⽉月28⽇日）。
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Ubcoin 背景とチーム

私たちは、ICOが⾰革命を起こしたいと考えている業界に具体的な経験や背景がない

個⼈人によって先導された業界全体の変⾰革について⼤大胆な主張をし続けています。私

たちは主に開発者、エンジニア、技術起業家が主導する努⼒力力を⾒見見せている傾向があ

ります。「起業家」と呼ばれる業界をナビゲートするための「アドバイザー」のパ

ネルを持ち込んでいます。

Ubcoinのチームは2009年年から協⼒力力しています。新しい技術を幅広く採⽤用されている

顧客体験に転換することに熱⼼心に取り組んでいます。

• GoogleとYandexが3Dナビゲーションを発表する前でさえ、J2MeなどのOS電話⽤用

のロシアの3D /⾳音声ガイダンスナビゲーションアプリで、Navifonを開発しまた。
https://en.wikipedia.org/wiki/Navifon;

• uTalkを開始しました。ソーシャルネットワークサイトの 初のアグリゲーター

Google Talk、Facebook Chat、ICQ、Skypeなどのネットワークのシームレスな単

⼀一インターフェイス管理理を可能にしました。 2010年年までに500万⼈人を超えるユー

ザーがuTalkを定期的に使⽤用しています。 Samsung、LG、Fly Mobileは2200万台以

上のスマートフォンにuTalkアプリをプリインストールしています。
         https://en.wikipedia.org/wiki/Utalk; 
• 私たちはUbankを建てました。現在までに、1600万⼈人以上のユーザーが、さまざ

まな銀⾏行行、カード、サービス、さらには国々に分散している毎⽇日の財務管理理を容

易易にするためにアプリをインストールしました。 Ubankはそれをすべて1つの便便利利

で直感的なインターフェースにまとめました。このアプリは、独⾃自の⽀支払い処理理

技術を使⽤用して数千万のトランザクションを処理理します。 Samsung、Flyなどの⼤大

⼿手スマートフォンメーカーは、数⼗十カ国の市場向けのスマートフォンのすべてに

Ubankを事前インストールしています。

私たちは投資家をうまく扱い、約束を果たす⽅方法を知っています。 Ubankは投資額

800万ドルを受領しており、2013年年には⾃自国市場のFintech社の中で ⼤大の規模と

なっています。投資家は戦略略的投資家への売却成功により2017年年に退職しました。
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私たちは、技術的および管理理的な才能の両⽅方を常にチームに送り込みます。テクニ

カルチームは現在、51⼈人の優秀なプログラマー、デザイナー、テスター、その他の

技術スタッフを指しています。 近24ヶ⽉月間、ロシア ⼤大のオンライン募集サービ

スからブランドマネジメントチーム⻑⾧長を募集しました。また、「Global Finance 

Magazine」によれば、「東欧および中央ヨーロッパで2016年年 優秀モバイルバンキ

ングアプリケーション」を作成し、経験豊富な経験豊富なCOOおよびCFOであり、

経験を積んだリーダーを育てました。国際⾦金金融市場における4億ドル以上の資⾦金金調達

および主要なグローバル投資家向け事業の売却など(Siemens AG)。

当社の取締役会には、世界的なビジネス・プロフェッショナルと影響⼒力力の強い⼈人材

が含まれていますが、ICO以前の⼤大⼿手メーカーとは積み重ねられていません。アド

バイザーの取締役会は、⻑⾧長期的な信頼できるビジネスパートナーです。

フェリックスカチャトリャン

Ubcoinの創業者兼CEO  

⾦金金融サービス業界で優れた実績を持つ経験豊富な起業家。

モバイルアプリケーション、管理理、SaaS（Software as a Service）、

および⽀支払いに熟練しています。ロシア市場をリードするモバイル

ウォレットの1つであるUbankの創業者でCEOでもあります。

フェリックスは、ロシアのベンチャー投資ファンドの⼤大⼿手ルナ・

キャピタルから2013年年に800万ドルを調達した。

マザール・ジャン
Ubcoinの創業者と投資家

FLY Mobileの製品開発ディレクターおよびVASディレクターロシアの

TOP 5スマートフォンブランド）。経験豊富な強⼒力力な技術を持つ電

気通信のオペレーションエグゼクティブ22年年の印象的な実績を持つビ

ジネス資格実地体験、戦略略計画、ビジネスユニット開発、プロジェクトお

よび製品管理理、およびシステムエンジニアリング戦略略。無線製品端末 - 携帯電話の販売

拡⼤大に責任を負い、3億ドルを超える収益結果を上げた。2014年年、ロシアおよびCIS市

場向けに、過去5年年間で100以上のスマートフォンと15錠の錠剤を含む200以上の携帯電

話を開発し、中国および韓国で20種類類以上のODMを取り扱っています。

）、

および⽀支払いに熟練しています。ロシア市場をリードするモバイル

ディレクターロシアの

年年の印象的な実績を持つビ

ジネス資格実地体験、戦略略計画、ビジネスユニット開発、プロジェクトお
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アンドリュー・リー

Ubcoinの創業者と投資家

ユニオンサービスのコマーシャルディレクター。彼は世界市場とモバ

イル業界で20年年以上の経験を持っています。 Andrew Leeは、

サムスンとの強⼒力力な国際ネットワークを通じ、いくつかの国際チー

ムにプロセスを合理理化するようアドバイスしています。

スタン・ダニシ
UbcoinのCOO 

現在、UbankのマネージングパートナーであるStanは、ロシアの有⼒力力

⺠民間銀⾏行行の1つであるMDM Bankの副社⻑⾧長、COOとDigital Headを務め

ました。 MDMのオンラインバンキングプログラムは、Global Finance

誌によると、「東部および中部欧州における2016年年 優秀モバイルバ

ンキングアプリ」として認知されました。 Stan⽒氏はCFOとして10年年以上

の経験を有しています。これには、国際市場での4億ドル以上の資⾦金金調達

の成功と、世界的な主要投資家であるSiemens AGへの事業の売却が含まれます。

アレックスプチリン
CTOとUbcoinの主要ブロックチェーン開発者

商業開発における15年年以上の経験を持つソフトウェアエンジニア。現

在、データ駆動アプリケーションとスマートな契約開発に重点を置い

ています。彼は、開発プロセスの全ライフサイクルを処理理することが

できる完全なスタックソフトウェア開発者です。

ユニオンサービスのコマーシャルディレクター。彼は世界市場とモバ

は、ロシアの有⼒力力

を務め

Global Finance

年年 優秀モバイルバ

年年以上

億ドル以上の資⾦金金調達

年年以上の経験を持つソフトウェアエンジニア。現

在、データ駆動アプリケーションとスマートな契約開発に重点を置い

ています。彼は、開発プロセスの全ライフサイクルを処理理することが
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マリーナ・レナー

UbcoinのCMO 

2013年年からはUbankのマーケティングヘッド、HeadHunter Group

（フォーブス2018によればトップ20の も価値の⾼高いロシアのイン

ターネット企業のうち8位）のブランド管理理チームの責任者です。こ

の進化を通じて、私たちは創業者とコア・テクニカル・チームの活⼒力力

が、新しいグローバルな機会の探求に向けて私たちを推進しながら、同

時に製品を改善しながらも、元の異異なる起業家精神を⽣生かしています。

Ubcoin マーケットプレイスは、物品とサービスが暗号化を満たす普遍的なグローバル

市場を提供することによって、⼤大量量の消費者エクスペリエンスを向上させるビジョンを

持つ、論理理的でエキサイティングな次のビジネスの取り組みです。 1つの便便利利な品質の

製品で有⽤用性と投資可能性があります。

位）のブランド管理理チームの責任者です。こ

の進化を通じて、私たちは創業者とコア・テクニカル・チームの活⼒力力

が、新しいグローバルな機会の探求に向けて私たちを推進しながら、同

時に製品を改善しながらも、元の異異なる起業家精神を⽣生かしています。
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戦略略的パートナーシップと投資家

Ubcoin マーケットプレイスは、デジタル資産経済の未来のための進歩的なビジョン

を構築するために既存の関係を活⽤用して、選択された戦略略的パートナーグループと

連携しています。⾰革新的な企業との国内外の関係を構築することで、リソース共

有、コラボレーション、貴重な機会が当社の成功を促進します。

これらの戦略略的パートナーは以下のとおりです。

• サムスン

• フライ
• ルナキャピタル
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Ubcoin マーケットプレイス製品
製品価値の創造

私たちの製品は、次の基礎に基づいています。

暗号通貨の⼤大量量採⽤用。当社は決済⼿手段でもある投資⼿手段でもあるデジタル資

産の⼤大量量導⼊入を推進し、⽇日々の売り買いの相互関係に対するすべての当事者

の利利益を拡⼤大する。

ピアツーピア相互作⽤用。可能な限りバリューチェーンから多くの仲介者を取

り除きます。プラットフォームは、独⽴立した当事者間のスマートな契約の実

⾏行行を容易易にします。 Ubcoin Marketplaceは販売する商品を所有しておらず、

検索結果に偏っておらず、スマートな契約の公平性を保護します。

法的な市場。Ubcoin市場で販売される商品やサービスの正当性を保証するこ

とに特に注意を払っています。当社は、理理由、道徳、安全性、および適切な

配慮を侵害する可能性がある場合に、売り⼿手の事前通知を助ける⾼高度なAI技

術を開発しています。売り⼿手プロファイルの透明性と検証が強く推奨され、

促進されるでしょう。

取引と決済の地⽅方分権化。ブロックチェーンにより、分散型の開始、決済、

取引の履履⾏行行が可能になります。⽀支払いは、慎重に作成されたスマート契約の

下でパフォーマンスが⾏行行われると直ちに⾏行行われます。 !

直感的なインターフェース。私たちのインターフェイスデザインは、世界的

に商品を売買する調和のとれたシームレスな体験をもたらします。私たちは、

地域社会の特定の地域のニーズに合わせてプラットフォームの 適な適応を

開発するために、APIをコミュニティに公開するよう努めます!

オープンコミュニティ。⼀一部の取引では、将来、サードパーティのプロバイ
ダ（配送会社、宅配会社、公証⼈人）が関与する特定のタイプの取引に対して、
スマートな契約を実⾏行行するために追加のKYC / AML⼿手続が必要となる場合が
あります。 Ubcoinプラットフォームは、これらの関係者のシームレスなを想
定しています。
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製品の説明と機能

Ubcoinはモバイルアプリであり、売り⼿手とバイヤーを1つの便便利利な市場で結集し、
UBC暗号化の⽀支払いを容易易にします。 Ubcoinアプリは便便利利な検索ツールを提供し、
⽀支払いを容易易にし、Ethereumブロックチェーン上のスマートコントラクトのセット
を使⽤用してバイヤーと売り⼿手の間の取引関係を調整します。プラットフォームは、
製品の購⼊入または販売に関する決定を下すのに必要な豊富な情報を提供するための
多数のツールの開発を活⽤用する。特に、豊富で内容豊富な製品説明、売り⼿手と買い
⼿手の評価、レビュー、売買条件とスマート契約の実⾏行行。

Ubcoinは新しいスタンドアロンアプリではなく、東ヨーロッパの⼤大⼿手モバイ
ルペイメントアプリであるUbankの開発における論理理的な次のステップであ
る新しい機能セットです。
Ubankアプリケーションの新しいUbcoin機能には、次のものがあります。

店頭セクション：
• 製品カテゴリ画⾯面。
• 商品説明画⾯面。
• 検索⽂文字列列、地理理、商品説明、ユーザーレビューと評価、価格に基づいた関

連性アルゴリズムを備えたスマート検索エンジン。
• ユーザーの投稿、製品の説明、ビジュアルおよびビデオコンテンツの事前ス
クリーニング⽤用のAIベースのエンジンです。

売り⼿手アカウント管理理セクション: 
• 販売⽤用のポストを作成および管理理するための使いやすいツール。
• 掲載された広告を宣伝およびターゲティングするためのツール。
• 広告の統計情報（ビュー、クリック、コンバージョン、レビューなど）。
• 販売条件および⽀支払い管理理画⾯面
• 売り⼿手の秘密結社; 
• 管理理画⾯面を確認する。
• CRM。
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バイヤーアカウント管理理セクション：
• 保存されたお気に⼊入りと以前の検索。

• バイヤーの秘密結社;

• 購⼊入履履歴。
• 以前の検索と購⼊入履履歴に基づくスマートリコメンデーションエンジン。

• 購買レビュー管理理ツール

製品ターゲットオーディエンス

Ubankは潜在的な製品であるUbcoinへの関⼼心を測定するために現在のユーザーを調

査し、
• 84％は暗号通貨に対する関⼼心のレベルが「⾼高い」または「平均以上」であること

を示しました。
• 79％がUbcoinサービスに関⼼心を示した

• 6％は現在、1つ以上のタイプの暗号通貨を所有していることを示しています。
• 現在の暗号所有者の中で、2％だけが、暗号通貨を商品やサービスへのさらなる

⽀支出のために法定通貨に変換する際に、合併症を経験しないことを示していま

す。

ターゲットオーディエンスは25歳から45歳までの個⼈人で構成され、さまざまな所得

⽔水準を持ち、スマートフォンを積極的に利利⽤用し、さまざまな程度で暗号化通信や投

資の対象に関⼼心を持つ。

暗号通貨への興味に基づくユーザーペルソナ：

• 暗号化の投資家になることに関⼼心がありますが、プロセスの複雑さ、安全リス
（例例：ローカルビルトイン）、税⾦金金や規制上の扱いによる影響の可能性から、明
確なプロセス経路路は⾒見見当たりません。

• 現在の暗号通貨の所有者は、時間の経過とともに投資を⾏行行い、引き続きそうして
います。彼らは、商品の⽀支払い⼿手段として暗号通貨を使⽤用して⽣生活の質を向上さ
せることを望んでいますが、プロセスの複雑さ、安全リスク（例例えばローカルビ
ルトイン）、税⾦金金や規制の扱いによる影響などによって、それをできないでいま
す。
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商品を売買する利利⼦子に基づくユーザペルソナ: 
• 様々な商品を購⼊入または売りたい個⼈人です。たとえば、スマートフォン、電化製
品、⾐衣料料品、芸術品、宝飾品、⾞車車両、不不動産など。 2016年年には、16億⼈人以上がオ
ンラインで商品を売買しました。

• ⼩小売業者は、商品を販売するための好ましいフォーマットとしてマーケットプレ
イスを利利⽤用しています。今⽇日、このセグメントの63％以上がオンラインマーケッ
トプレイスを通じて独占的に販売されており、オンラインストアを構築しサポー
トするためのコストを回避できます。典型的な品揃えの売り上げは、平均50
SKU、国内市場での販売に焦点を当てており、ITやオンラインマーケティングス
タッフを雇⽤用していません。

製品ユースケース

商品やサービスのバイヤー：

Elsa、ソフトウェアエンジニア、ストックホル

ム、スウェーデン

Elsaはスウェーデンの若いソフトウェアエンジニ

アです。彼⼥女女は2011年年にビットコインの⽅方法に興

奮し、鉱業を開始しました。 初は、彼⼥女女は⾃自分

のデスクトップを使⽤用し、次にいくつかのプロの

機器器を購⼊入しました。今⽇日、Elsaはデジタル通貨

でかなりの幸運を集めています。時には彼⼥女女は投

資活動としてアルトコインとビットコインを交換

しますが、実際に彼⼥女女の⽇日々の⽣生活の質を向上さ

せるためにコインのいくつかを実際に使いたいと

思っています。

重要な⼿手数料料、登録⼿手続きの複雑さ、および他の

制限のために、オンラインでの交換やスウェーデ

ンクロナへの現⾦金金化は⼤大変⾯面倒です。 近、彼⼥女女

はコインエクスチェンジに対する頻繁なハッカー

の攻撃を⼼心配しています。 Elsaが 後に望むこと

は、ハッカーが彼⼥女女の富を奪うことです。

Elsaのソリューション - Ubcoin Marketplaceでの

ワンクリックショッピング。彼⼥女女は、ホームデコ

レーション、化粧品、完売したイベントのチケッ

トを男から購⼊入しました。彼⼥女女は素晴らしいコン

サートに⾏行行くよりも、暗号を所有することになり

ます。

ジェームズ、鉱夫と暗号投資家、バンクーバー

ジェームズは初期の採⽤用者であり、暗号化の経験のあるユー

ザーです。彼は 初のビットコインを採掘してから、アル

トコインに拡⼤大し、多様化したデジタル通貨資産のポート

フォリオを⽣生み出しました。彼は、彼が所有する暗号コイ

ンによって得られる購買⼒力力を楽しんで、物理理的な領域への

橋渡しをするために、彼のデジタル投資の先⾒見見性を利利⽤用し

たいと考えています。

彼は商品やサービスをデジタル資産で直接購⼊入したいと

考えており、現在のプロセスには不不満があります：

• デジタルからフィアットへの変換には、不不平等な努
⼒力力が必要です。

• 交換所や表意変換サービスを利利⽤用する場合でも、⾼高
い⼿手数料料を⽀支払う。

• P2P変換サイトを使⽤用すると、詐欺や危険のリスクが
⾼高くなります。

ジェームズはUbcoin Marketplaceを使⽤用することに決めま

した。なぜなら取引は安全なデジタルスマート契約と⼀一緒

に決済されずにデジタル通貨で決済されるからです。さら

に、市場では、毎⽇日の物理理的な⽣生活の中で消費する多種多

様な商品やサービスを提供しています。彼は地元に上場し

ているUbcoinの売り⼿手から購⼊入することを好む。例例えば、

彼は英語のベイに住む男からマウンテンバイクを購⼊入した

ばかりで、ジェームズはバーナビーから乗組員を雇って前

庭をつくったが、今では売却予定のウェストヴァンのいく

つかの不不動産について⽬目を向けています。真に分散された

安全なプラットフォームは、ローカルアプリケー

ションで使⽤用される可能性があります。 20



商品やサービスの売り⼿手：

ユ・ミ、ソウルからヴィンテージの⾐衣類類やアクセサリーの愛好家

ユ・ミーは、定期的に餌を⻝⾷食べて絶妙なヴィンテージの⾐衣服やアクセサリーを⾒見見つ

けることから⼤大きな喜びを得ています。彼⼥女女はそれをいくつかの専⾨門サイトで販売

しています。韓国のヴィンテージは急速に成⻑⾧長しており、世界中の新しいファンを

征服するK-Popの⾜足跡をたどります。

しかし彼⼥女女はヴィンテージアイテムの海海外バイヤーを扱うことにかなり躊躇してい

ます。バイヤーが⽀支払う約束を履履⾏行行するかどうかは決して分かりません。さらに、

各国は国際的な送⾦金金のための独⾃自の規制と⼿手数料料を持っています。残念ながら、そ

れらの潜在的な報酬は、彼⼥女女が負う費⽤用です。

ユ・ミーはソウルに住んでいますが、彼⼥女女の友⼈人や親戚の話に⽿耳を傾けることはで

きません。彼⼥女女の甥のジフーはまだ⼤大学に通っていて、ビットコインや他の多くの

コインに投資して利利益を相殺しています。ユ・ミは、彼⼥女女がクリプトコインのため

に鉱⼭山することは決してないと知っているし、デジタル交換でそれを購⼊入したいと

いう希望も持っていない。ビンテージを暗号に変える⽅方法があれば、あまり知られ

ていない⼈人にストレスや不不快感を与えることはありません。

ユ・ミはUbコインを発⾒見見しました。彼⼥女女は今ヴィンテージグッズを販売し、Ub 

コインで払います

釜⼭山からサンパウロまで、すべての複雑さを⼼心配することなく、前に彼⼥女女を怖がっ

ていた。彼⼥女女は今、誇らしげな所有者であり、暗号化の投資家であり、Ubcoin  

Marketplaceを⽇日常的に使⽤用して、韓国のヴィンテージ製品の喜びに喜んでいる⼈人た

ちへの広がりを広げています。 も重要なのは、どの国のバイヤーとのスマートな

契約も、隣のフリーマーケットでの売却と同じくらい安全で、Jihooの巧妙な暗号投

資収益のような投資⾯面で魅⼒力力的であるため、彼⼥女女は⼗十分に保護されているというこ

とです。

彼⼥女女は彼⼥女女の⼩小さなビジネスのプレミアムサービスにサインアップし、ビンテージ

の宝飾品を世界中に競売するオプションを与え、話すために、より多くの勝利利を得

ることさえ予定しています。
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マーケティング戦略略

プロジェクトの初期段階では、顧客獲得と急速な地理理的拡⼤大が主な焦点となりま

す。市場参⼊入の正確な時期は変わるが、当社は、実質的な暗号投資の基盤または利利

益、暗号取引に関するより温暖な規制、⼈人⼝口の不不⾜足、ピアツーピア取引の拡⼤大を組

み合わせた市場を模索している。東欧、東南アジア、南アジア、中東、アフリカ、

中南⽶米の発展途上国では⼤大きな可能性を秘めています。

ICOの も重要な⽬目標の1つは、グローバル展開に資⾦金金を提供することです。クラウ 

ドファンディングの努⼒力力の成功に応じて、私たちは国際マーケティングのために25 

％から40％を費やす予定です。2019年年に始まったビジネス成⻑⾧長のもう⼀一つの主な推 

進要因は、中⼩小企業部⾨門の売り⼿手を誘致しており、売り上げを促進するために追加

の有価証券を積極的に利利⽤用する可能性が⾼高い。
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マーケティング戦略略の予測

 Existing Ubank app MAU!

2017* 2018 2019 2020 2021 2022

Marketplace Activity

Gross merchandise value, $ mil  222     1035    1572      1947      2535   

MAU, mln  2,50    3,50           8      15          17          19   

Number of sellers, mil per year  0,32        2,2       5,6       12,5       27,2   

Number of buyers, mil per year  0,32        1,5       2,2         2,8         3,6   

Number of transactions, mil per year  0,63        3,0       4,5         5,6         7,2   

Avg check, $

p2p    351       350      350        350        350   

b2c    210       250      300        350        350   

b2b  1900     2000     3000      3000      3000   

Avg fees, % of transaction amt

p2p 1% 2% 3% 4% 5%

b2c 2% 2% 2% 2% 2%

b2b 2% 2% 2% 2% 2%

Share of transactions by segment

p2p 100% 95% 85% 60% 45%

b2c 0% 5% 10% 30% 40%

b2b 0% 0% 5% 10% 15%

Avg annual number of sales per seller 4

Avg annual number of purchases per 
buyer 2

Caclulated ARPU, $ 0,63 2,55 3,75 5,40 7,50

Share of revenue sources

Commission 95% 85% 75% 60% 50%

Advertising 5% 15% 25% 40% 50%
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異異なるセグメントについての平均的なチェックは、現在の業界指標と⼀一致していま

す。平均⼿手数料料は、プロジェクト⽴立ち上げ時に1％から、はるかに低く設定される。 

計算されたARPUは、市場が1年年のほんの数分の1しか利利⽤用できないために、より低

くなります。 ARPUは、ビジネス顧客からの販売量量の増加や、フリーミアムモデル 

をサポートするための売り⼿手料料⾦金金の漸増と追加有料料機能の開発により、今後数年年間

で増加します。

流通モデルと国際展開

アプリがすべての新しいスマートフォンにスマートフォンメーカーによってプリ

ロードされているUbank独⾃自の配信モデルは、CIS市場で⼤大きな成功を収めていま

す。私たちは、この戦略略とストライキ契約を、対応する国際市場の指導者と拡⼤大す

る予定です。世界中で、スマートフォンの売上⾼高の少なくとも40〜45％をカバーす

るメーカーと優れた関係を築いています。

Source: eMarketer, United Nations 2017 
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私たちが進出する国々ごとに、スマートフォンメーカーとのプレインストール戦略略

と共同プロモーションを通じて、2年年以内に「トップ・オブ・マインド」ポジション

を達成する予定です。

当社の流通戦略略を補完するため、地域ユーザーコミュニティの形成と発展、ター
ゲットを絞った広告キャンペーン、マーケティング活動の調整など、地域浸⽔水活動
をサポートする地域マーケティングチームを設⽴立する予定です。トークン販売の取
り組みによって調達されるマーケティング予算の⼀一部は、地域市場の深い研究、そ
の市場における優れたマーケティング能⼒力力、営業費⽤用、計画されたマーケティング
キャンペーンを引き付けるために費やされます。

各地域のマーケティング活動は、以下の内容で構成されます。
• ブランド管理理チーム; 
• トラフィックとASOマネージャ
• SMM /コミュニティマネージャー; 
• イベントマネージャ; 
• PRマネージャー; 
• ユーザーサポートチーム。

各地域のマーケティング活動は、以下構成されています；
• ウェブ、AppStore、GooglePlayの検索結果のトップにUbcoin Marketplaceア

プリを宣伝するSEOとASOの取り組み; 
• 地⽅方および地域の出版物の出版物 - 初年年度は少なくとも1,000件; 
• テレビと屋外広告 - 初年年度に少なくとも20,000のプレースメント; 
• SMMの取り組み - ビデオやインフルエンサーの投稿、プロジェクトを⽀支持す

る地元の有名⼈人; 
• カンファレンス、セミナー、パネルディスカッションなど地域のネットワー

キングの機会に参加してください。

Ubcoinのブランド認知度とユーザー獲得の急速な成⻑⾧長には、初期の積極的なメディ

ア戦略略が不不可⽋欠です。これらの取り組みに続いて、地元の市場に関連するアクティ

ブなソーシャルネットワークコミュニティの作成、ユーザーが製品の認知度の向

上、地⽅方⾃自治体の暗号化とその特性に関する知識の習得、暗号の愛好家との関わり

や交流、他のユーザーの成功事例例の発⾒見見などがそうです。私たちはコミュニティ構

築を、業界の成功に不不可⽋欠な累積ネットワークとウイルス効果のために、⻑⾧長期的な

市場の成功の礎⽯石と⾒見見ています。また、徐々に広告宣伝費を削減し、ユーザー維持

率を向上させることで、ビジネスの 終⾏行行に積極的に影響を与えることができま

す。国際展開のスピードとマーケティングサポートのレベルは、トークンセールイ

ベントの成功に⼤大きく左右されます。
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地理理的拡⼤大計画はまた、ケンブリッジ⼤大学とビザのベンチマーキングの共同研究で

示されているように、クリプト・ウォレットの所有者の既存の地理理的分布と密接に

関連しています。

Source: Global Cryptocurrency Benchmarking Study, University of Cambridge, Visa (p.107) 

Region
Projected Marketing and Support Budget, $ mil

(scenarios depending on percent of hardcap raised during token sale)

60% funded 80% funded 100% funded

Europe 2,5 6 12

China, South Korea 1,5 4,5 8,5

Middle East & Africa 1,5 4,5 8,5

Southeast & South Asia 1 2,5 5,5

Latin America 1 2,5 5,5

Total Budget 7,5 20 40

Budget share of hardcap   25%   30%   40%
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B2CおよびB2B拡張

インターネット⼩小売業者レポート2017は、「多くの⼩小規模な商⼈人にとって、オンラ

イン市場が⾔言語障壁や税関要件など、国際的な販売の障害に対処するためのリソー

スを持っているため、⾃自国市場以外の消費者に到達するのに 適な場所です物流と

輸送。さらに、市場で国際⼩小売業者の価格を低くすることが、回答者が国境を越え

て買い物をしていると主張している ⼤大の理理由です。（Internet Retailer 2017、p.8）

2019年年からは、従来のマーケティングツールを活⽤用して、B2CおよびB2Bセグメン

トへの浸透を図っています。リード⽣生成、コンテンツマーケティング、クライアン

ト会議などのオフラインイベントです。

活発なP2P市場が確⽴立し、ビジネス・クライアントにとって興味深い忠実なオー

ディエンスを形成すると、B2CおよびB2Bセグメントは成⻑⾧長を始めるでしょう。

Year Projected Total Revenue, $mil Share from B2C Share from B2B

2018 2,3 0% 0%

2019 24 5% 0%

2020 75 10% 5%

2021 153 30% 10%

2022 285 40% 15%
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ビジネスモデル

Ubcoinのビジネスモデルは、コミッションと広告ベースです。 Ubcoinの市場におけ

る収益構造の⼀一般的な戦略略は次のとおりです。

1) 売り⼿手のための無料料権利利; 

2) バイヤーのための無料料権利利; 

3) 有料料広告。

*including existing uBank app
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⼿手数料料収⼊入の流れ

• マーケットプレイスは売り⼿手が売り上げ成功のたびに⼩小さな⼿手数料料を請求す

る予定です。アーリーアダプターの場合、⽉月額2回の⼿手数料料無料料の販売を⾏行行

います。簡略略化されたKYC⼿手続きを受けたユーザーは、⼿手数料料の削減スケ

ジュールの対象となります。

• 市場は、豪華な/⾼高価な商品（特定の価格レベルによって決定される）の販売

のための特別な⼿手数料料スケジュールを、おそらく販売価格の％として開発す

る。

• 市場は、競売型販売の 低販売価格を上回る価格超過分を請求する。
• 市場は、プラットフォームの契約管理理ツールを介して⾮非標準のスマート契約

スキームを選択するための固定⼿手数料料を請求します。
• バイヤーは⼿手数料料を⽀支払うことはありません。

広告収益ストリーム

• ・プレミアムプレースメント、セグメントターゲティング、デモターゲティ

ング、コミュニティ作成、製品/コミュニティのフィードとブログ、仮想店頭

の区別項⽬目、ボットツールなど、市場で売り⼿手に多数の広告/販促ツールが提

供されます。
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技術
Ubcoinプラットフォームは、トークン化された暗号化を作成、管理理、および操作す

るためにブロックチェーン技術を適⽤用します。このプラットフォームは、Ethereum

ベースのスマートコントラクトで動作します。

プラットフォームの構造。アーキテクチャスキーム。

基本システムモジュール：

1) 認証サービスUbcoin-ID; 

2) 請求システム（ウォレット管理理、⼊入出⾦金金、内部取引）。

3) 不不正防⽌止システム（AI、社内規定、ML）; 

4) 広告プラットフォーム（配置と管理理、プレミアム機能、カタログと検索）

5) オークションプラットフォーム（オークションの配置と管理理）。

6) 取引管理理システム（資⾦金金の保有、取引の確認、取引履履歴）。

7) モデレーターとシステム管理理者のオフィス。

8) 顧客サポートおよび仲裁システム。
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承認とセキュリティ

1. ユーザー認証には電⼦子メールアドレスとパスワードが必要です

a. 認証時に、ユーザーは電⼦子メールアドレスとパスワードを⼊入⼒力力します。

b. 2FAサービスが有効になっている場合、ユーザーはGoogle Authenticatorまたは

Telegramボットから受け取った追加のパスワードを⼊入⼒力力する必要があります。

c. テレグラムを介して2FA

1. ユーザーは⾃自分のテレグラムアカウントにUBCoinBotを追加します

2. ユーザーがアプリケーションに⼊入るたびに、彼はボタンを押してパスワードを

取得します。その後、Telegramボットは新しいパスワードを⽣生成します。

3. ユーザーデータが侵害されている可能性がある場合のセキュリティを強化する

ため、ボットはユーザーに現在地の送信を要求することがあります。受信した

場所は、バックエンドソフトウェアによって、アプリケーションにアクセスし

ようとしているユーザーの場所と⽐比較されます。

2. ⽀支払取引およびその他のUbcoinsオペレーションのセキュリティ。

a. ⽀支払いをするには、2FAサービスを有効にする必要があります。⼊入⾦金金/出⾦金金の場

合、システムは2FAのユーザーパスワードを要求します。

b. システム内のウォレットへのセキュリティ・キーは、バックエンドを保管する

サーバーとは別のサーバーに保管されます。
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請求システム（ウォレット管理理、⼊入出⾦金金、内部取引）

1. すべてのUbcoinウォレット操作はアプリケーションで実⾏行行されます。

2. システムに登録すると、ユーザは、システムに属し、ユーザにリンクされている

Ethereumウォレットにアクセスする。 Ubcoin Walletを補充するために、ユーザー

は登録時に受け取ったwallet番号を⼊入⼒力力する必要があります。

3. 資⾦金金を引き出すために、Ubcoinユーザーは、お⾦金金が移転されるEthereumウォレッ

トを指定する必要があります。取引は⽀支払いパスワードで保護されています。
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広告の配置。広告検索。広告管理理。分類類。検証、不不正防⽌止。

1. 広告の配置：

a. プライマリIDを使⽤用したユーザーだけが広告を掲載できます。

b. ユーザは「新しい広告を作成する」ボタンを押す。

c. カテゴリを選択します。

d. 説明を追加します。

e. 画像を添付します。

f. 価格を追加します。

g. 会議の場所を指定します。

h. この段階では、プレミアム広告、数⽇日間のトップポジションの配置な

ど、さまざまな追加の有料料サービスがユーザーに提供されます。

i. その後、広告は事前調整されます（画像の検証、テキストコンテンツ

のチェック、不不正防⽌止フィルタなどが含まれます）。

j. 広告の管理理が成功した場合は、システムに公開され、投稿者は出版物

のプッシュ/電⼦子メール通知を受信します。

k. 広告の調整が失敗した場合、拒否とその理理由を電⼦子メールで通知します。
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2. 広告検索：

a. システムは、ユーザに以下の広告検索オプションを提供する。

I. カテゴリ検索;

ii. 価格フィルタ。;

iii. 出版⽇日フィルタ、;

iv. 売り⼿手評価フィルタ、;

b. 検索中、ユーザーは⾃自分が好きな広告で次の操作を実⾏行行できます。

i. お気に⼊入りに追加する。;

ii. 広告トラッキングサービス（価格変更更および他の動的パラメータ）を使⽤用す

る。;

iii. 商品にリンクされた個⼈人的なメッセージを介して販売者に連絡する。;

iv. 広告を管理理者に報告し、その理理由を指定する：スパム、悪質なコンテンツなど

3. 広告管理理：

a. ユーザーは広告で次の操作を実⾏行行できます。

i. アプリケーションの選択したセクションの広告リスト全体を表示します。

ii. 価格、説明、画像を変更更します。追加を変更更すると、広告を再度公開する前に

調整前の状態になります。

iii. 検索の広告を宣伝します。

iv. 追加サービスを有効/無効にする。

v. 検索に広告が表示されないようにします。

4. 検証、詐欺防⽌止：

a. 検証には、コンテンツチェックと不不正防⽌止の2つの側⾯面が含まれます。

b. コンテンツチェック：

i. 許可されない画像やテキストを検出するために、アプリケーションは機械学習

技術とAIを使⽤用します。システムには、許可されないコンテンツ基準を記述し

た組込みの規制があります。これらの規制に基づいて、システムは機械学習と

AI（TensorFlow、deeplearning4jなど）のような⾰革新的な技術を特徴とする

ニューラルネットワークの助けを借りてコンテンツをチェックします。技術的

なソリューションは、市場リーダーのTensorFlowによって提供されています。

c. 詐欺防⽌止：

i. 反不不正⾏行行為は、句句の内容チェックと同様の技術を使⽤用しますが、異異なる規則に

従います。

ii. 不不正防⽌止の仕組みに使⽤用される基準の例例：
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1. 1つのカテゴリの1つのアカウントからの広告の数。

2. システム内の広告の総数。

3. 初⽇日に新しく作成されたアカウントの疑わしい活動。

4. 同じIPアドレスの異異なるアカウントによって公開された広告。

5. 同じモバイルデバイスの異異なるアカウントによって公開された広告。

トランザクション実⾏行行プロセス

1. ユーザは広告から商品を購⼊入したいと思って「購⼊入」ボタンを押す

2. その後、商品価格に等しい⾦金金額がシステム内のウォレットに保持されます

3. 買い⼿手と売り⼿手が出会う。買い⼿手は商品を調べます。取引を終了了するシナリ

オは3つあります。

a. 契約は成功している

b. 契約は相互合意によって取り消される

c. 売り⼿手または買い⼿手のいずれかがそれを進めることを拒否したために取引がキャ

ンセルされる。

i. 売り⼿手は何らかの理理由で商品を販売しないことに決めました。 この場

合、プラットフォームは、購⼊入者にその⾦金金額を払い戻し、売り⼿手の格付

けを引き下げる

ii. 買い⼿手は取引前のいくつかの詳細（商品の状態、仕様など）に満⾜足して

いません。

1. 売り⼿手が取り消しに同意する場合、さらなる処理理は3.b項に記載されている

とおりである。

2. 売り⼿手は買い⼿手の議論に同意せず、取引をキャンセルしたくない。 この場

合、取引は仲裁に委ねられます。

3. 買い⼿手は取引後1⽇日以内に不不満を持ちます。 この場合、買い⼿手は仲裁を受け

る権利利を有する。 お⾦金金は、売り⼿手の同意がある場合のみ、買い⼿手に払い戻す

ことができます。 仲裁によって仲裁⼈人が買い⼿手の側を取った場合、売主の格

付けが引き下げられる。

当事者が取引を終了了することに合意した場合、売り⼿手は買い⼿手に商品を渡し、買い 

⼿手は売り⼿手の電話でQRコードをスキャンする（QRコードは広告がプラットフォー 

ム上に置かれたとき商品のために⽣生成される） 売り⼿手の⼝口座への送⾦金金を確認する。

お⾦金金は買い⼿手の⼝口座から引き出され、売り⼿手の利利益に移されます。 取引は終了了した

とみなされます。
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紛争解決⼿手続スマート契約では、取引の決済時に両当事者がサインオフする必要があり

ます。プラットフォームは、商品が輸送中である間に買い⼿手の資⾦金金をエスクローで保持

します。商品が記載された品質または条件でない場合、買い⼿手の資⾦金金は売り⼿手にリリー

スされません。当事者が⾃自ら和解することに失敗した場合、プラットフォームは2段階

の紛争仲裁サービスを提供します。第1段階の仲裁は、⼗十分に⾼高い評価を受け、紛争の

ある地理理、製品、販売の種類類に関連した2⼈人の選ばれたUbcoinユーザーで構成されてい

ます。紛争当事者がユーザー仲裁に満⾜足していない場合は、Ubcoinのサポートスタッ

フであるUbcoinの仲裁⼈人である第2層に送られます。資⾦金金/商品は、相⼿手⽅方の不不履履⾏行行に

より不不当と認
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トークン詳細

• トークンパラメーター

• トークンの供給分布

トークンの ⼤大供給は次のように分配されます：

* ⾮非公的な配布物は、限られた私的な事前販売と公的な配置を組み合わせて販売されたトークンの

シェアに応じてプロ・ランキングされます。パブリックトークン購⼊入者の希釈は発⽣生しません。そ

れに応じてハードキャップが減少します。
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• 限定プライベートセール

限られたプライベートトークンの事前販売は、ETH以上の寄付を希望する投資家にのみ

適⽤用されます。プライベートセールに参加するには、あなたの⽒氏名、ETHの寄付⾦金金

額、Eメールアドレスをhello@ubcoin.ioにメールしてください。 私たちは、簡単な監査

の質問に答えます。確認されたら、スマート契約のホワイトリストにあなたの住所を

追加し、あなたの投稿が受け⼊入 れられるようにします。

プライベートセールは、排他的なトークンセールレートを持っています。割り当ては、 

32 500 000トークンの合計 ⼤大 ロットに対して、先着順に われます。  

詳細については、hello@ubcoin.ioまでお問い合わせください。また、電報について 

はチームメンバーに直接お問い合わせください。

742A B 24 !44C44C44!D(E

2018年年3⽉月31⽇日23時59分59秒GMT、またはそれより

早い段階でハードキャップに達した場合

2 944!5EF

2!"01!G!4H44443B3943!5EF!:%*!2!5EF!G!2A!??9!"01=

398
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• パブリックトークンセールの詳細$

トークンは、UBCトークンの販売の⼀一般的な条件の中で3段階で⼀一般に提供されま

す。 各段階は、トークンごとのプレースメント価格の点でのみ異異なります。

UBCトークンの⼀一般販売条件（予定⽇日は変更更される場合があります）： 



トークン販売ステージ1:

トークン販売ステージ2:

742A > 7 !44C44C42!D(E

8 27 7B 3I 3I D(E

: = 26 144!5EF

4H42!5EF

5EF

742A !44C44C42!D(E

742A! > 72 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H4444AI7A39!5EF!:%*!2!5EF!G!22!744!"01=

7I8

742A > 77 44C44C44!D(E

742A 3 22 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H4442444444!5EF!:%*!2!5EF!G!24!444!"01=

748
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トークン販売ステージ3:

742A 44C44C44!D(E

742A 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H44424>2??9!5EF!:%*!2!5EF!G!I!?44!"01=

298



トークン販売ステージ4:

トークン販売ステージ5:

トークン販売ステージ8:

? 2 742A!44C44C44!D(E

? 74 742A!7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H44424A?I39!5EF!:%*!2!5EF!G!I!744!"01=

2B8

72 742A!44C44C44!D(E

742A 9 24 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H4442216071!5EF!:%*!2!5EF!G!A!9?4!"01=

118

742A 8 20 44C44C44!D(E

742A 8 27 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H4442734444!5EF!:%*!2!5EF!G!A!444!"01=
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トークン販売ステージ6:

742A年7月11日に始まる44C44C44!D(E

742A 9 34 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H4442236363!5EF!:%*!2!5EF!G!A!804!"01=

98

トークン販売ステージ7:

742A年7月31日に始まる44C44C44!D(E

742A 8 29 7BC3IC3I!D(E

2!"01!G!4H4442239>49!5EF!:%*!2!5EF!G!A!?>4!"01=

78



• 売れ残ったトークン

トークンはETHでの⽀支払い時にのみ作成されるため、トークン⽣生成イベントの終了了

時に未販売のトークンは作成されません。

• トークン⽀支払い⽅方法

ERC-20トークン標準⼝口座からのETHのみを受け取ります。交換からETHを送信する

と、資⾦金金が失われる可能性があります。

• チームの権利利⾏行行使、アンチダンピング機能

UBCのUbcoinチーム配当は、配当⽇日後 初の6ヶ⽉月間はロックされる予定であり、 

ロックアップ期間終了了後12ヶ⽉月間、各四半期に25％の権利利が与えられます。

• 予約プール

Ubcoin Marketplace開発の初期段階では、投機的取引からの新⽣生暗号を保護し、シ 

ステムの進化の初期段階で柔軟性を維持するために、供給全体の少なくとも31％が

Ubcoin 予約プールlによって保持されます。 Ubcoin 予約プールは、UBCコミュニ

ティの⻑⾧長期的なリターンと流動性を確保するための取締役会の決定により、限定的

な報酬でリリースされる可能性があります。

Ubcoin予約プールトークンは、次の式に従って価格が設定されます。 

J*&$,!'!G!K-)L,!B!J/)$,M,'-!J*&$,!N!:2O!2P734!444!444='

それぞれの連続するトークンの価格は、前のものより2億5000万分の1⾼高いでしょ

う。その結果、Ubcoin予約プールからの追加供給は、トークンセール中に既存のバ 

イヤーが⽀支払った価格よりも常に⾼高くなります。
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• トークン販売の登録とホワイトリスト

トークンを販売するには、すべてのユーザーがKYC（Know Your Customer）チェッ

クを通過する必要があります。これにより、提供されるすべての地域に確実に対応

します。私たちの登録フォームは基本的な詳細しか必要としません。この情報を確

認し、すべてがチェックアウトされた場合、ETHの寄付アドレスはスマート契約

（ホワイトリストはブロックチェーンに保存されています）によってホワイトリス

トに登録され、あなたの住所はトークンの販売期間中に寄付することが許可されま

す。登録データに問題がある場合は、できるだけ早く修正するよう努めていきます。

できるだけ早く⾃自分のアドレスをホワイトリストに登録したいという参加者のため

に、早ければ3⽉月に登録が開かれます。ユーザは、Ubcoinダッシュボードを介して 

登録/ホワイトリストの状態を確認することができます。 

• 取引所⼀一覧

私たちは5つの主要取引所でリスティングプロセスを⾏行行っています。これらの取り組 

みは、ICOの 終決定の合理理的な期間内に完了了する。 
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なぜUbcoinに投資すべきなのか? 

Ubcoinは、新しい⾰革命的な技術を利利⽤用して、暗号と現実のギャップを橋渡しするた

めに、誇⼤大宣⾔言を打ち破ります。投資家は、未知の発明や単なるアイデアには賭け 

ていません。その価値は、経験豊かなチームと、実際の問題を解決し、暗号投資家

よりよく知らない⽬目に⾒見見える機会を捉える透明なビジネスモデルから⽣生まれたもの

です。 Ubcoin Marketplaceは以下の機会を捉えています：

• どのように現実世界の購⼊入のために暗号化を使⽤用するのか？

• 初⼼心者の⼤大衆消費者のための暗号通貨を取得する⽅方法？

プロジェクト資格の要約

• 2009年年以来成熟した既存の会社。
• 現在の製品であるUbankは、世界中で1,600万件を超えるインストールを⾏行行っ

ています。
• 50⼈人以上の開発者、トップマネジメントとアドバイザーの才能;

• Ubcoinは、既存の製品価値提案を強化し、再構築します。
• サムスンのフラッグシップ・ギャラクシー9を含むCISで販売されているすべ

てのスマートフォンに、SamsungとFlyが現在の製品をプリインストールします。

初期投資家のメリットの要約

8
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⻑⾧長期的価値向上策の概要

Ubcoinトークンは、ピアツーピアマーケットプレイスエコシステムのネイティブで

す。スマートコントラクトは、市場でのトランザクションを促進するための他の暗

号化を受け⼊入れません。市場での販売と購買量量が増加するにつれ、Ubcoinトークン 

の需要は有機的に増加します。

これらのトークンの⻑⾧長期価値は、ユーティリティで開始され、その価格もまた、需

給に依存します。供給を管理理し、ボラティリティを減らし、UBCを必要とする⼈人物 

が⼊入⼿手できるようにするため、Ubcoinは5つのアプローチを作りました。 

2= 前のセクションで説明したように、新しいトークンがトークンセール中に⽀支払わ
れたものよりも低い価格で流通することがないことを保証する、予約プールの作

成。

7= Ubcoinトークンの保有者は、UBC全体の保有額に基づいて料料⾦金金の割引を受ける予

定です。彼らが所有するUBCが多いほど、割引が⾼高くなります。これにより、

UBCを購⼊入して保持する顧客にインセンティブを与え、利利⽤用可能な供給をさらに

削減する可能性が⾼高い。

B= 前項で設定した合理理的な権利利確定およびダンピング防⽌止メカニズム。
>= Ubcoinsの純営業利利益の10％まで毎年年資⾦金金を提供されるトークン買い戻しプログ

ラムの創設。

3= バーン・プログラムの創出により、供給が事実上減少し、ビジネスがより成功す
る。

項⽬目4と項⽬目5の詳細は以下の通りです。 

• トークン買戻しプログラム

毎年年Ubcoinsの純営業利利益の10％を拠出するUBC 買戻しプログラムが作成されま 

す。 Ubcoinは、UBC 買戻しプログラムを使⽤用して、必要に応じて取引所でのUBC 

の安定性を⽀支援する予定です。買い⼿手と売り両者の流動性を促進するため、Ubcoin 

によって買い戻されたUBCは、基礎となる需要に応じて必要に応じて取引所に売却 

されます。買戻しプログラムの重要な特徴は、買戻しの提供価格が、（a）プライ 
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ベート限定事前販売または公開トークン販売中のトークン購⼊入価格、（b）現在の市

場価格、（c） 1.1の係数を掛けたものです。 

重要：ここでの純営業利利益は、Ubcoinが完全に稼動していれば正味営業利利益を意味

し、予定された事前セールまたはトークンセールにより回収された⾦金金額にはまった

く関係しません。購買者はトークンリカバリリザーブに関する権利利を有しておら

ず、利利益の使⽤用はUbcoinの裁量量と管理理にあります。また、適⽤用される法律律上およ

び規制上の要件があります。初期のトークンセールの冒頭では、この予約の可能なサ

イズの計測は困難です。予測は、⼀一般に、市場規模と資本化、ならびに競合他社か

らの公表されたデータと⼀一般市場調査に基づく推測に基づいている場合があります。

• バーンプログラム

Ubcoinの市場を利利⽤用することで、UBCへの需要が⾼高まると予想しています。需要が 

増加すると、時間の経過とともに価格が上昇する可能性があります。⼿手数料料が⽀支払

われるたびに、UBC⼿手数料料の5％分が焼却されます。プラットフォームの使⽤用が加 

速するにつれて、UBCトークンの可⽤用性が低下し、供給が減少し、UBCの競争⼒力力の 

ある経済モデルが維持されます。

しかし、売却後のUBCの価格は保証されておらず、その時点でUbcoinの流通市場も 

利利⽤用可能とはならない。 UBCの価格はいくつかの要因に依存します。⾒見見込みのある 

購⼊入者は投機⽬目的でUBCを買うべきではありません。 
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資⾦金金配分
資⾦金金の現在の使⽤用は、以下に示すように想定されている

48



ロードマップ

742A B ～9 •

742A!? • "#)'+ "#$%&'

742A!A •

•

•

• "01

742A!I •

(QJ

>!R!742A •

• ST1

2!R!742I •

•

• UJ;

7!R!742I •

• U;
• 5EF 0E1 "01

B!R!742I •

• UJ;

>!R!742I •

•

2020 •

2020-2022 •

• 16TJE<

•

49



アドバイザー

ヤマバサム
顧問

⽶米国の起業家とエンジェル投資家で、国内外の財務および銀⾏行行業務の

経験が10年年以上あります。ヤマは⽶米国⾦金金融産業規制当局（FINRA）の

メンバーです。

彼は中央銀⾏行行の規制政策開発の主題専⾨門家として⾏行行動し、国内外の

規制当局との遵守を確実にするための対応する⽅方針、⼿手続き、査定

および是正計画の銀⾏行行。彼は現在、ヨーロッパと中東のいくつかの

ICOに助⾔言しています。

マキシムフィリン

顧問

Motorolaモビリティのエグゼクティブプロダクト部⾨門（ロシアおよびCIS製

品） - 世界で唯⼀一成功したモジュラー電話の製造元として知られる会社。

トップ企業のモバイル機器器、ネットワーク、テクノロジー、⻑⾧長年年の経験に

⼤大きな経験があります。これまで、ロシアのHuaweiデバイスの技術的な部

分は、Yandex.Kitプロジェクトと若い新ブランドのWileyfoxの下でのロシア

のCyanogen展開に参加していました。

エフゲニーパブロフ
顧問

Evgeniy Pavlovは、ロシア、CIS、およびE.EuropeでBitfuryの販売およびビ

ジネス開発をリードしています。 EvgeniyはHTC（スマートフォン、バー

チャルリアリティシステムベンダー）、Fly（携帯電話ベンダー）、i-Free

（⾮非接触NFC決済とeコマース）、Mobifinans（モバイル⾦金金融サービス）の

イノベーション商品とサービスを先導しています。 Evgeniyの販売実績と

新製品の市場投⼊入は13年年以上です。

⽶米国の起業家とエンジェル投資家で、国内外の財務および銀⾏行行業務の

）の

彼は中央銀⾏行行の規制政策開発の主題専⾨門家として⾏行行動し、国内外の

規制当局との遵守を確実にするための対応する⽅方針、⼿手続き、査定

および是正計画の銀⾏行行。彼は現在、ヨーロッパと中東のいくつかの

製

トップ企業のモバイル機器器、ネットワーク、テクノロジー、⻑⾧長年年の経験に

デバイスの技術的な部

の下でのロシア

の販売およびビ

i-Free

（モバイル⾦金金融サービス）の
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オレグバド

顧問

新興市場向けのSamsungスマートフォンのポートフォリオ管理理。 Samsung 

Mobileの⾰革新的なモバイル製品とサービス開発。 Toatalの⾰革新的なモバイ

ルデバイスとサービスで15年年の経験があります。製品ポートフォリオ管理理

における10年年の経験VISとCIS市場向けの⽣生態系開発の5年年間の経験

すぐに多くの顧問が来ます。ウェブサイトのホワイトペーパーの 新情報をご覧くださ

い。
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法的免責条項

このホワイトペーパーは情報提供のみを⽬目的としており、変更更される可能性があり

ます。 Ubcoinトークン⽣生成イベントに参加することにより、下記の免責条項および

Ubcoinトークン⽣生成イベント（以下「Ubcoin」）の利利⽤用規約（以下「利利⽤用規約」と
いいます）を理理解し、取り消すことができません。 www.ubcoin.io/terms。

Ubcoinは、このホワイトペーパーで作成された声明または結論の正確さを保証する
ものではありません。 Ubcoinは、以下のものを含むがこれに限定されないすべての
表明および保証（法律律またはその他の⽅方法によって明示または暗示されているかど

うか）を明示的に否認しない。

 - 商品性、特定の⽬目的への適合性、記述、適合性または⾮非侵害性に関する表現また

は保証。

 - この⽂文書の内容は正確であり、いかなる誤りもないこと。
- そのような内容が第三者の権利利を侵害しないこと。

Ubcoinは、本ホワイトペーパーの内容の使⽤用、参照、または信頼から⽣生じるいかな

る種類類の損害に対しても⼀一切責任を負いません。このホワイトペーパーには、サー

ドパーティのデータおよび業界刊⾏行行物への参照が含まれている場合があります。

Ubcoinが認識している限り、このホワイトペーパーで再現された情報は正確であ

り、推定値と仮定は合理理的です。ただし、この情報の正確性または完全性について

の保証はありません。

このホワイトペーパーに記載されている情報やデータは、信頼できる情報源から得

られたものと考えられていますが、本ホワイトペーパーに記載されている第三者の

情報源またはデータから独⽴立して検証したものでもありません。 Ubcoinトークン

（さらに "トークン" / "UBC" / «UBCトークン"）には、Ubcoinプラットフォームのエ

コシステム以外の潜在的な⽤用途はありません。

このホワイトペーパーは、Ubcoin、その役員、取締役、管理理者、従業員、代理理店、

顧問またはコンサルタント、またはUbcoinへの参加メリットに関する本ホワイト

ペーパーの受領者に対する他の⼈人の助⾔言または推薦を意味するものではありませ

ん。 Ubcoinへの参加は、寄付された資⾦金金の全部または⼤大部分の損失を招く恐れのあ
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る重⼤大なリスクを伴う。

UBCトークンが特定の価値を保持するという保証はなく、本来の価値を保証するも

のではなく、継続的な⽀支払いを約束するものではありません。将来の参加者が、

Ubcoinの提案するビジネスの性質とUBCトークンに潜在する潜在的なリスクを完全

に理理解し、受け⼊入れない限り、彼らはUbcoinに参加すべきではありません。

UBCトークンは有価証券として構成または売却されていません。 UBCトークンは

Ubcoinへの参加ではなく、UbトークンはUbcoinにいかなる権利利も保有しません。ま

た、Ubcoinに基づく法⼈人を設⽴立する場合もあります。 Ubトークンには、Ubcoinに

よって開発される予定のプラットフォーム上の将来の機能が提供され、Ubcoinで受

け取ったすべての収益は、Ubcoinによって事業およびプラットフォームの開発に⾃自

由に費やされる可能性があります。

このホワイトペーパーは、⽬目論⾒見見書または提供資料料を構成するものではなく、売却

オファーでもなく、いかなる管轄においても投資または⾦金金融商品を購⼊入するオ

ファーの勧誘ではありません。投資収益を期待して投機的または投資⽬目的でUBC 

トークンを取得すべきではありません。規制当局は、このホワイトペーパーに記載

されている情報のいずれも審査または承認していません。法律律、規制要件、または

管轄の規則に基づいて⾏行行われたことはありません。このホワイトペーパーの出版、

配布または配布は、適⽤用される法律律、規制要件または規則が遵守されたことを意味

するものではありません。 UBCトークンは、そのようなトークンの所有、使⽤用また

は所持の潜在的な制限を含む、規制措置によって影響を受ける可能性があります。

規制当局またはその他の権限のある当局は、Ubトークンが規制要件またはその他の

政府または事業義務を遵守するように、Ubトークンの機能および機能を改訂するよ

う要求することができます。それにもかかわらず、Ubcoinは、計画されたメカニッ

クが適切であり、現在考慮されている規制に準拠していることを確実にするため、

商業的に合理理的な措置を取ると考えている。

Ubcoinは、UBCトークンの意図された機能性およびメカニズムの法的および規制上

の分析をさらに進めています。 Ubcoinに適⽤用される法的または規制上の義務の遵守

を確実にするために、この分析の結果、UBCトークンの意図された機能を修正する

必要が⽣生じる場合があります。 Ubcoinは、UBCトークンの機能が変更更された場合

に、このホワイトペーパーを更更新し、UbcoinのWebサイトに通知するものとします。
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トークン⽣生成イベントは、トークンを取得するために、プロジェクトの初期段階ま

たは初期段階で発⾏行行者によって使⽤用されます。したがって、トークン⾃自体の成功は

買収時に判断することが難しく、プロジェクトが失敗した場合、投資家は投資した

すべてのものを失う危険があります。 UBCトークンは、⽶米ドル、英ポンド、ユー

ロ、⽇日本円などの法定通貨ではありません。ほとんどの場合、トークン⾃自体は保証

値を保持していません。トークンはまた、バグをプログラミングするリスクを伴い

ます。個⼈人のアカウントの詳細を盗まれ、トークンが許可なく転送されるリスクが

あります。トークンを取得する際、第三者がトークン発⾏行行者を偽装し、トークンを

取得するための偽のアドレスを提供する可能性があります。

ブロックチェーンの性質と交換の検証と認可の必要性のために、トークン交換が完 

了了するまでにある程度の時間が必要になることがあります。検証が⾏行行われている間 

は、取引所が個⼈人の住所に反映されていない可能性があります。取引⾃自体がキャン 

セルされる可能性があります。トークンは電⼦子的に記録され、ネットワークを介し

て転送されるため、交換中にトークンが消えてしまう危険性があります。

現在、トークン⽣生成イベントに関する法律律や税⾦金金は完全には確⽴立されていません。 

近い将来、政府はトークン⽣生成イベントを禁⽌止、制限、課税するかどうかを決定す 

ることを期待できます。これは、トークン所有と取引の制限につながり、私たちが 

予測できない⽅方法で個⼈人に悪影響を与える可能性があります。 

暗号トークンは、未検証の新しい技術です。このドキュメントで説明されているリ 

スクに加えて、Ubcoinが予測できないリスクがあります。上記リスクの予期しない

組合せや変動、および本書に記載されていない新たなリスクとして、さらなるリス

クが⽣生じる可能性があります。
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