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4

最もエキサイティングなミックスの取引と投資
オプションまで入れて一緒に 1 つの暗号通貨プラットフォーム



バック グラウンド
約 $ 200 b の 2016 年のピークから以上 $ 900 b、2017 年で通貨を分散する事実のピークの
時価総額が現実とここに滞在、あまり議論が必要があります。2009 年 1 月聡中本が創世記ブ
ロックを採掘するときにはじまった波 10 年の下で毎日上昇数 500 以上のコインとトークン
の作成につながっています。毎日平均で$150億の価値がある、2017 年 12 月まで 0.1%の手
数料の平均値を充電交流交流を通じて渡す暗号通貨の名前 $15 m 以上はマージン獲得コイ
ン、トークン両替だけで、撤退のような他の費用を除く貿易料等

機会
この背景に革命スイープとして、毎日成長する暗号通貨コミュニティ、コイン/トークンを維
持する苦労している暗号通貨の交換によって作成されています。インフラストラクチャと技
術交流では、不要になったサイトがクラッシュやセキュリティが侵害され、数十億ドルにの
ぼる損失につながる、上昇波に対応できます。

ほぼすべての大きな exchange を 1 つの方法または他のリソース、暗号通貨トレーダーの需要
パターンの変化と相まって、既存設備に必死のアップグレードをすることで影響を受けてい
ることそれ必要としないこれは、時間と言って介入し、どのようなトレーダーの願望と現在
間のギャップを埋めることで、この機会を活用可能。

多くの機会:
収容量の課題から離れて、既存の交流のほとんどがトレーダーや投資家の願望とのニーズが
満たされていません。限られた資源で小さな、不足単位として実行これらの交換の大半と業
界フォーカス主登録、入金、売ります買います、指定する必要がある を残して撤退の従来の
サービスにされています。
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Bitmillex とは何ですか?

Bitmillexは暗号通貨交流スペースで提示の機会の活用を目指した次世代暗号外貨両替現在交
流で識別され、解決策を提供することの不足の地域に対応、トレーダーや投資家の特定の
ニーズ.

Bitmillexプロジェクトのアイデアは、2016年のニューヨーク取引ショー、開かれた議論と何
が何ではなく急速に上昇の暗号通貨空間のトレーダーによって望まれた間のギャップの分
析中に会った人のトレーダーのグループの頃に考案されました 。実際に交流によって提供
されます。計画は当初、創設者の経験を活用し、プール鉱山に投資する暗号のアドバイザ
リー、ヘッジファンド管理として動作するモデルを開発. プロジェクトは、Coolima 投資
フォーラムを名付けられました。しかし調査さらにグループ フォーカスがよりあからさま
に対処する手段として、プロジェクトを使用してにリダイレクトされることが合意された
のイベントの結果として 、2017 半ば周り課題・問題点で識別される暗号通貨両替業だけで
なく、投資家の信頼を獲得、交換する完全に新しい次元を提供するプラットフォームを開
発します。チームその結果Bitmillex の新しい名前を採用することで合意.
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私たちの使命: 

ワンストップのプラットフォーム上のプレミアム取引と投資ソリューションの広い範囲を
提供する、信頼と投資家の信頼を獲得して世界のトップ 3 の暗号通貨の交換の 1 つになり
ます。これを達成するには、最高と最も高度なシステムと技術が、当社のシステムおよび
プロセスの継続的なアップグレードをしながら何も投資しなければなりません。 

私たちのコア値 

セキュリティ

柔軟性 

信頼 

スケーラビリティ

応答性
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私たちの願いが暗号資産とフィアット通貨スイッチを取引フレン
ドリーな社会環境の中で可能な限りシームレスにすることです。



ソリューション

最も安全なCryptocurrency Exchange： 
私たちの目的は、トレーダーは、資金の安全性に対する睡眠を失うありません世界の最も
安全な暗号外貨両替Bitmillexをすることです。完全にフールプルーフとセキュリティで保護
された、私たちの財布しなければなりません。そのためには、我々 は非常に最高のテクノ
ロジに投資することは重要知っています. 

私たちの目的を達成する努力の一環として、Bitmillex交換しなければならない主にアン Web
サービス(AWS)との提携で、雲の中にホストされます。展開するカスタム組み込みセキュリ
ティレイヤーには、AWSのアイデンティティおよびアクセス管理(IAM)、クラウド・コン
ピューティング、リレーショナル データベース サービス (アマゾン RDS)とアマゾン弾性計
算雲(EC2)が含まれます。我々は、スケーラビリティのための部屋を与えるので特にEC2につ
いて興奮しています。これは最大の業界のプレーヤーのいくつかは、彼らは簡単に彼らの
能力の基盤を拡張できませんでした、新規メンバー登録をシ ャット ダウンを見た大きな欠
陥の 1 つ。

複数のサーバー H.S.M 統合: 
だけでなく我々は専用クラウドサービスでホストしなければならない私たちのサ ーバーシ
ステムはフェイルセーフ、最先端のアーキテクチャに基づいて行われます。フェイルセー
フサーバーは、どんな災害の場合インスタントオートスイッチ機能で構築しなければなり
ません。ほとんどの交換とは異なり当社サーバーに特注ハードウェアセキュリティモュー
ル(HSM)保護し暗号化キーの管理し同様に重要なコードの安全な実行を提供するを接続する
しなければなりません。

我々 はマスター ・ スレーブ データベース ・ レプリケーションを導入、カスタマイズされ
た http アクセラレータ(プロキシキャッシュ)複数のサーバー間で負荷を分散してパフォーマ
ンス効率を最大化するだけでなく、ロード バランサー (リバース プロキシ)

これらに加えて、内部からの攻撃や脆弱性の露出を防ぐ非常に包括的なアプローチを採用
しなければなりません。含める役割の分離、複数署名、少なくとも特権予防、環境資格情
報の分離、コンポーネントの分離、サーキット ブレーカー、警告システム、リアルタイム
可視化と監視、ddos 攻撃の保護、ここの場所に置かれての措置します。原子遷移、妥当性
のチェック、自動バ ックアップの使用. 
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脆弱性のテスト
私たちの目標は、セキュリティ上の弱点のための許容度ゼロと、これを達成するために
我々 は連続脆弱性テストおよび整流を維持する世界 #1 ハッカー-動力を与えられたセキュ
リティ プラットフォーム、ハッカー 1 つの合意に達している我々 ことを発表しています。 
Bitmillex とのパートナーシップ。契約は積極的除去違反可能性があります発生する前にそれ
らを図るべくソフトウェア バグ情報を常にチェックしてハッカーの 1 つのネットワーク上
の以上 100,000のサイバー セキュリティ調査から起動、Bitmillex アクセスを与える.

Bitmillex 2:98 戦略: 
追加の安全対策としてすべての時点で合計 Bitcoin とすべての互換性のあるコインとトーク
ンの 2% 以上がオンラインで開催されます。98% は、カスタム構築されたオフライン寒い
財布で維持されなければなりません。これをシームレスに実現するには、自己負荷分散機
構設定されていますまで自動的に転送を潰すと欠陥の両方のストレージ間で転送時に承認
プロセス。すべての時点で exchange の流動性要件を処理する 2%を維持します。

最先端のトレーディング エンジン: 
検索エンジンは、電子交換のコアソフトウェアコンポーネントです。一致するエンジン
は、停止で入札に一致するユーザーの取引を割り当てるし、拠点を制限するアルゴリズム
を使用します。為替業界で最大になるかを構築し、最速秒間に少なくとも 50%以上のもの
は現在最大の取引所で見つけることができます2,200,000注文を処理ことができるエンジン
を取引.接続APIリンクを通じて、業界でトップの交流から流動性を集約しカスタマイズされ
ているこのC++プログラムエンジン保証するだけでなくユーザーの皆様を享有する最も競
争力のある価格だけでなく、注文することができます今まで立ち往生するないと実行をマ
イクロ秒単位で通過しなければなりません。

自動取引機能: 
コピーの取引の前提に基づく自動貿易機能を紹介しています。自動トレードモードを選択
した後の信号プロバイダー私たちのプールにフォローしたいに自分のアカすべての取ウン
トを引をコ切り替ピー えることができます。非常に強力な取引手法 自動的に 加入者の上
に、プロバイダーのアカウント. 彼の自由と柔軟性コミットしたい、この機能はユーザーを
与えるためにカスタマイズされています。

どのくらい自分の総財布の残高を指定します。 自動車貿易方式、さらにサブ割り当て一度
に3つの独立したプロバイダー。創業からコピー機の自動トレード システムにコミットでき
る最小量を0.2BTCで修正予定です。
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単一のプロバイダーに割り当てる最大 BTC、将来制限レビュー対象になりません。任意の時
点で特定のコピーされた貿易を閉じるかプロバイダーを完全にフォローするコピー機があ
ります。プロバイダーは、コピー トレードは、利益の 10%.

既定では、アクティブに30%のストップ損失自動トレードシステムの下での取引をオープ
ンしなければなりません。ユーザーを個別リスク食欲に従って停止損失ただし手動で調整
できます。最低 10% と 90%上限プロバイダーごとの最大許容です。各プロバイダーにコ
ミット総額、個々 の取引ごとに停止損失の制限が設定されていないことに注意. 

10

*離陸すると、当社のコピー・トレード・リーダーのリストは、過去1年間に毎月50％～400％の月間トレーディング収益を平均した5人の
主要な暗号トレーダーから構成されます。 時間が経つにつれて、リストに追加されるトレーダーには、貿易コンテストの受賞者が含ま
れ、「mycryptotradebook」から私たちのプラットフォーム上のすべてのトレーダーに与える革新的な機能、個人的な サービスへのアカウ
ント。 このようにして、ログインしたすべてのユーザーは、時間の経過と共にどの程度うまく行っているかを把握し、トップランクのト
レーダーに従うことにします。
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メンバーに自由貿易信号サービス:  
我々 は、人工と人的情報の組み合わせを使用してすべてのメンバーに貿易信号を提供しな
ければなりません。これは、$11.75mを超えて生成するPythonとCurlテクノロジに基づい
て、自動信号生成ボットを開発しテストした2人のリード開発者による14ヶ月以上の研究成
果です テスト期間内のトレーディング収入。 私たちは、熟練したアナリストからの分析セ
ンターを維持しており、基本的な分析からも信号を生成しています。

SIGNALS
SERVER



12

ピア ツー ピア貸出 

Bitmillex、数秒後に、利益を目的とした融資制度で別の最初獲得マージン取引機関から、投
資家の手にそれを置きます。これは高いリスク食欲またはユーザーのアカウント残高に対
応でき、したがって借りた資金で取引するよりも多くの投資をしたいとトレーダーをもた
らす一緒に、します。

アイドル状態または未使用資金を貸したい人と。効果、信用取引制度は、他のトレーダー
の資金によっての形で 借りる、将来の借り手「適用する」資金のため。これは将来の貸し
手による融資の資金を「提供される」と一致して. 一致する借り手の融資に先着順の最初に
自動化されたシステムです。

適用される金利は、日常的に生成アルゴリズムです。借り手の資本を形成する貸し手のそ
れに完全にリスクフリー、この取り決めの下で実行されたすべての取引の停止損失カバー 

活発な取引、受動トレーディングまたは純粋な投資ですか。 
我々 はあなたがカバー得た...



o 証拠金取引し完全ロング (買い) とショート(売り)が測位可能利益と利益だけでは
なく牛からトレーダーのサポートしますが、また弱気市場.

o アルゴリズム取引のロボットを使用して自動化された取引を可能にする完全にサ
ポートします。私たちの開発したロボットをシームレスに実行することが可能と
なっています。トレーダーが独自のカスタマイズされたプログラムを実行しても

o 最も徹底的な分析ツールの完全な兵器価格分析と予測.

o できるだけ多くのペアを簡単に監視できるように一度に 100以上チャートを開
くことができます。

o 80以上のテクニカルインジケータでカスタマイズされたものを追加できます

チャートソフトMT4・MT5での取引を提供する最初のフルタイ
ム暗号外貨両替:として人気のある格言が行くことなんて」と議論の余地が、放
射線のようなトレーダーの仕事--の重要な部分を画面上のデータの解釈含むBitmillex
私たちの信念「デイトレーダーは彼図表になるソフトウェアと同じくらい良い」
いくつか見つけることができます。そしてそれはなぜ我々 は暗号通貨取引コミュニ
ティ、最も高度なグラフ作成ソフトウェア、MetaTrader5 のいずれかに提供していま
す。これは我々 がで使用できるように PC、デスクトップ、IOS および android 端
末、chartson に代わるものとして、 交換プラットフォーム。MT5 の主要な機能のいく
つかが含まれます .
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· オファーForexメジャー：
暗号化取引に加えて、我々はEUR / USD、GBP / USD、USD / JPY、USD / CADで始ま
るforexメジャーの取引を提供するものとする。 この機能に加えて、金額を米ドル
（USD）で保管するオプションがあります。 これの根拠は、トレーダーと投資家
に、暗号の「赤い曜日」の選択肢と柔軟性を与えることです。
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BTC のプラットフォームのピア ツー ピア取引の統合 
Bitmillexプラットフォームのセクションからの外部ソースから預金することの代替として
BTC、Ethereum、彼らは他のユーザーからのプラットフォーム上で取引し、同じ販売ユー
ザーが買うことができます。展開する支払方法は、paypal、クレジットカード、デビット
カード、直接預金、銀行口座、Skrill、ネッテラー、ウェスタン ・ ユニオン、他のデジタル
通貨への転送.
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 BitMillex デビット カード: 
最も完全な世界でのセキュリティで保護されたExchangeは、ユーザーが自分の財布から直接
容易そして便利に過ごすための手段をせず本当に完全に言うことができません。ソリュー
ション-Bitmillexインスタントデビットカード。暗号通貨でデビットカードの使い方は正確に
は新しいです。しかし導入によって可能トランザクションの速度は、我々 がユニークな
D.A.U.E (未確認効果に対して描画).Bitmillexで我々はユーザートップブロックチェーン、トップ
を開くを開始するアクションの転送確認のため貴重な時間を無駄にトリガーブロックよりも
Atmや順位ではなくフ ィアットにアクセスするためにデビットカードを即値を与えるクリア
プールを維持しなければなりません。かどうか財布は適切な資金を確認するユーザーの暗号
通貨ウォレット チェーン信号応答は、変換が行われます陽性出てくる場合、量トップは「ブ
ロック」、およびインスタント フィアット値が 30 秒未満の合計時間にデビット カードに与
えられます。JSON API サポートオープン為替レートから、データの収集し、複数の信頼でき
るプロバイダーからブレンドに基づく最も透明な競争力のある、フレンドリーなコンバー
ジョン率を提供しなければなりません。

財布が開設されている場合
は、上限金額が保留さ

れ、Bitmillex決済プールに送
信される。

ユーザーがモバイル
またはウェブ上で
Bitmillex Appに

ログインする

ユーザーはBTC、Ethまた
はBTMXのBitmillexデビッ
トカードに転送する金額を

入力しする

Bitmillexペイメントプロセッ
サがトップアップリクエスト
を受信し、ユーザーウォレッ
トにリクエストを送信して、
適切に資金が供給されている

かどうかを確認しする

Bitmillex プール機関
トランザクションおよ

び資金ユーザー デビット 
カード 

開催の BTC の量とユーザー
の財布をデビットし 、クリ
アリング プールを弁償する

プロセスを開始します。

ウォレットが資金提供され
ていない、トップリクエス

トが拒否されました

Start

User の信用を受け取る
し、即座に撤退をするこ
とができますか お支払い 

End
BITMILLEX
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Bitmillex Decentrex: 
ユニークな特徴を備えた完全分散型交換の確立; 2019年にすべてのethereumトークンをサ
ポートするよてい。

最低手数料:  
我々は、業界で最も低い料金を提供しています。以上50%未満の業界平均とは時として、
無料 BTML 市場での取引. 

(Bitmillex 収益の詳細については、セクションを参照してください。) 

24/7リアルタイムに顧客サービス: 
異なり、ほとんどの交換で提供されるサービス、我々を操作しなければならない24時
間、7日間すべての主要な言語で顧客に対応する週の迅速な顧客サービス ユニット.
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キーザー インターフェイスのプレビューモ: 
テストからダミーのデータを撮影した画像。
最終的なユーザーンターフェイスがわずかな変更を思い付くことがで
きます。
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• 需要の増加によりトークンの価格にプラスの効果を創出します。

• トークンは、あなたが Bitmillex 交換で取引するときに使用するために置くことができる
ように、外部の交換から当社のサービスのためのより多くのユーザーを作成するには

• 剛性ではなく柔軟性という当社のコア価値に沿って

BTML

Bitmillexトークン(BTML)は、Bitmillex交換の専用暗号通貨です。75,000,000単位の最大数量に
基づく分散型 ethereum トークン.

ERC20としてスマートトークン、BTMLがEthereumブロックチェーン上のユーザー間で簡単に
受け渡 しするものと

需要とその結果、BTML トークンの値を増加するには、特定の Exchange 製品になります排他
的な BTML トークンの所有者に。このような製品は、自動貿易オプション、最小限のトラン
ザクション料金および自由貿易信号.

また、Bitmillex 分散 ethereum トークン交換が 2019 年第 1 四半期に開始、BTML しなければ
ならない使用ガス.

Bitmillexnet歳入の50%は、2019年から始まって毎会計年度の終わりに配当モデルのBTML 
トークンの少なくとも 1000 の単位の所有者に支払われます.

交換コインとトークンと共通であるBTMLに興味深い機能を追加しました最大外部交流の 2 
つに表示され、これの理由は、: 
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BTML 購入計画

2019 年までに第 1 四半期から Bitmillex Decentralex の打ち上げ後 ICO リスティング サービ
スの純収入の 75% および新しいコイン/トークンの出品料の 30% 使用されます BTML トー
クンを取得し、それらを燃やします。我々 の計画は以上 50m BTML トークン (準備金含む)

利用可能な第 1 四半期 2021年までに、します。

計画は、このように動作しなければならない: ICO 一覧当社のプラットフォームのサービス
を望むユーザーは事実上交換から BTML を購入し、それを私たちを支払うことを意味 BTML

の支払いする必要があります。このスキームの下で受け取った BTML トークンの 75% は、
透明かつ検証可能な取り決めの下で焼いたもの。また新しいコイン リスティングに直接所
得の 30% を交換から BTMLを購入するために使用・同じプロセスで破棄されます。
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The ICO
50,000, 000 の BTML トークンの合計が初期コインを提供する (ICO) 経由で提供されなけれ
ばなりません。
提供は、Pre ICO と後パブリック ICO が続くことに 2018 年 3 月に開く専用の中古販売を
開始しなければなりません。ソフト キャップが 1 ドルで設定されています 5 m とハード
キャップ $10 メートルで。

トークンの割り当て

合計 75,000,000      

創設者およびチーム 15,000,000*

ICO  50,000,000

マーケティングの割り当て   8,500,000

空中投下、バウンティ   1,500,000

*ファウンダーとチームに割り当てられたトークンの50％
が1年間スマートな契約でロックされています。
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ICOスケジュール
ステージ トークン量 価格 ボーナス
Pre-ICO 10,000,000             $0.25            50%           

Public ICO Stage 1                        $0.35            30%10,000,000 

Public ICO stage 2            $0.40            20%10,000,000  

Public ICO stage 3 10,000,000 $0.45            10%

合計提供 50,000,000.

Public ICO stage 4 10,000,000 $0.50 -
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ICO 手取金の使途

45%:

30%:

5%

10% 

10%

  

 

 

 

世界クラスの標準、最も先進的なサーバーとセキュリティ装置、投資への投
資と交換を開発して追加される機能の維持、雇用と最高の訓練手開発の他の
側面

したがって流動性を増やすマーケティング、促進、ブランディング、研究開
発と利用状況および後援を構築する他の意識的努力の連続.

規制要件の世話をして、関連性の必要なライセンス取得

2019に脇で分散交流の発展のため

予期しない出現を満たすために準備しておく
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ロードマップの開発
Q2 2017

Q3 2017

Q4 2017

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

Q1 2019

理念形成
市場分析・調査
必要な Exchange の機能の計画・設
計

チーム編成
テクニカルパートナーの選択
初期のホワイトペーパー稿
法的な手続きを開始する

フロントとバックエンドの開発開始
アルファテスト
アルゴリズムの信号テスト

BITMILLEX株式会社の設立
ソーシャルメディアプラットフォームの
発売
Airdrop

マーケティング

ICO

ベータテスト
BitmillexExchangeの発売
Coinmarketcapの上場
KYC モジュール
モバイルAPPのリリース
外部交換の上場
MT4・MT5プラットフォーム の発売

追加ライセンスの取得 　　　
Bitmillexデビットカードの配付マー
ケティングと世界各地でのロード
ショー

Bitmillex本社をロンドンにオープン

Bitmillex Decentrexの発売
（分散型Exchangeプラットフォーム）
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Bitmillex収益

形で交換する収益が生ずる:

取引料: 交換手数料の取引からの収入の大部分を生成しなければなりません。ただし、
これは業界平均よりも低くなります。2018 の流動性を奨励するため、マーケット メー
カーが課金ゼロ手数料 0.05% と 0.075%、 0.15% の業界平均より低いの間価格は受験生が
課金中。

出金手数料: 出金手数料には交換によって充電されていない鉱山の費用が含まれます。
撤退について当社の合計料金しなければならない範囲 0.0005 - blockchain 引き出しと
Bitmillex デビット カードの引き出しの 0.001BTC の 0.0007BTC。

P2P 取引委員会:  ピア ツー ピア セクション BTC の売買の売り手のみから 0.075%の手
数料になります。25% は業界平均よりも低い。

Bitmillex もピア ツー ピア融資セグメント上のファシリテーターの手数料を獲得します。(このサー
ビスはまだ固定率)

取引の信号とコピー トレード利益委員会: サービスの取引の信号を要求する
非BTMXホルダーを申し受けます。またコピー貿易取引による利益の2.5%の手数料がなけれ
ばなりません。

ICOサービス:  堅牢なプラットフォームとしてBitmillexは、ICOマーケティング、リスト
を提供しなければなりません。既に記載されているコインやトークンの既存の開発者がプ
ロジェクトに与えられた優先順位を持つ決済サービスが慎重に、よく分析プロジェクト
に。この配列によってユーザーはコインや Bitmillex プラットフォーム上で直接トークンを
買うことができます。

その他:その他の収益源を含まなければなりません。証拠金取引と 誤ったサービス。



Malcolm Britton - Co Founder/ceo

マルコムは、外国為替、指標と暗号先物に特定の関心を持つ非常
に経験豊富なトレーダーです。交換していないブログや動画ブロ
グ、貿易に人に教える彼はプロジェクトの入札や見積もりに。ボ
リュームのスペクトラム解析の使用の彼の教授のための取引でほ
とんど名声です。ここで外国為替の工場で彼の有名な糸が
30,000 以上の記事.

Emir BugraKoksalan - Co- Founder/Lead, Software Designs & Architecture 
エミールはソフトウェア開発者および東ヨーロッパおよびアジア
の機関投資家の起業家年の開発されている自動売買システム。彼
も構築し 、世界中で彼の自己開発、独自のバルクSMS世代の
ポータルをさまざまなクライアントに配信されます。彼は様々
な web、モバイルアプリ、両替する2つの対象としてのソフト
ウェアを開発している他のスタートアップの中でソフトニクサー
の最高経営責任者です。

Rajdeep Dhar -  Co-Founder, Head of Business Development 
暗号通貨支持者およびブロック チェーン コンサルタン
ト。Rajdeep ダールは11年デジタル採用で大規模な企業をコンサ
ルティングします。彼は均等に業界をリードする製品をエミュ
レートのスタートアップを支援に携わ っています。　Rajdeep
は、販売コーチングと blockchain 諮問するメンタリングから様々
な指導者の地位で働いています。彼は Bitcoin とソーシャル メ
ディアの暗号通貨支持者の早い採用者だった。その後、暗号通貨
とブロック チェーンのコンサルタントおよびブロックチェーン
と暗号化機能通貨圏を包含する企業にアドバイザーとなった.

Rana R.A. Khan - Head, Software Architecture & Security Networks Team 
Ranaは、一般的なWeb開発、ホスティング、スクリプト作成に
限定されない、専門知識を持つ非常に経験豊富なコンピュータエ
ンジニアおよびエンタープライズです。 彼は、Pythonとカール技
術を使用した自動信号生成アルゴリズムの開発者であり、9ヶ月
間のテスト期間に1150万ドルを超えるシステムを生み出してい
ます

チーム
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Matthias Van Dooren - Team Lead, Social Media Content

マットは、ソーシャルメディアマーケティングの専門家です。彼
の後ろ暗号為替取引や分析の年で、彼は非常にcentra.tech、
coti.io、shivom.io、vividtoken、coinstarterとRefereumのようなプロ
ジェクトの成功物語に貢献しました。彼は今監督、電報、
reddit、不和、主流メディアのようなプラットフォーム上のプロ
ジェクト サポート管理者の指導を中心に提供しています。彼は
大手の ICO プロモーターの後ろの力の 1 つ icodriver.io

Abdulmajeed Abdul - COO & Lead Investment Contents Creator

アブドゥルは、彼が電車やアドバイスれている株式、最近外国為
替そして最も、暗号通貨、金融市場アナリスト、トレーダーや投
機家です。また、同氏は、銀行業務、クレジットや決済システム
で十年以上の経験を持つヘッジファンドマネージャーです。後者
はアフリカの暗号為替アブドゥルたコンサルティングのためのソ
フトウェアを開発している間、彼はエミールに会いました

Imran Rahman - Lead Exchange and Smart Contracts Developer 
ソフトウェアの開発とフロントエンド技術の経験12年以上の
Blockchainアーキテクトの技術リードトウェアアーキテクト、フ
ルスタックエンジニア、Blockchainエバンジェリスト、および
イーサリアムスマート契約デベロッパー。主な建築家、そして多
くの複雑なエンタープライズグレードのWebアプリケー ション
のエンジニア。blockchainベースのアプリケーションおよびD-ア
プリを構築し、拡張可能なコードを書くことで、製品開発と取り
つかれための新しい革新的な方法を使用します。

Syed Hashim Jamal - CTO

ハシムは、セールス、ビジネス開発、経営戦略論、ブランドの作
成、具体的に業種の人々 の管理・調達のそれに経験をいます。
彼は高い関係管理、技術/商業交渉、人々、製品および技術の多
様な範囲を処理しながら地球規模での新しい製品、顧客、機会を
調達スキルを開発しました。彼は経験豊富な ＩＣＯファイル マ
ネージャー　、彼らのライフ サイクルの各段階でプロジェクト
をサポートしています。

チーム
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Gaurav Areng Chakraverti - Head of Marketing and PR 
Gauravは、シームレスなビジネス目標をサポートするために彼
らの戦略的なマーケティング計画を揃え、小規模、中規模および
大規模企業へのサービスの数年間に裏打ちされたBitmillexプロ
ジェクトに大規模なマーケティングの専門知識をもたらします。
デジタルマーケティングの専門家の共同創設者として、アルファ
ベットは、のGauravと彼のチ ームは、様々なblockchainとICOプ
ロジェクトにブランディングや一般的なマーケティングサービス
と助言を提供しています。

Jose Emmanuel - Lead Community Manager

ホセはJM Mosspole、blockchain起動顧問会社の設立パートナーで
す。彼はいくつかのI COプロジェクトや、そのような暗号BNB、
　Nuvus、中でもAmazixなどの新興企業で働いている経験豊富な
コミュニティのコンサルタントやマネージャーです。

Brian Juat - Community Coordinator

ブライアンは、PRおよびコミュニティ管理におけるcryptocurrency
エバンジェリストとMosspoleの共同創設者であるとホセと一緒
に、様々なICOプロジェクトに携わってきました。

チーム
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アドバイザー
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Arun Sachdeva Navdeep Garg



免責事項

我々は、確かにその他の事業として、exchangeを実行するビジネスはリスク
に囲まれて理解します。当社のチームに十分な能力とスキルを管理し、これ
らのリスクを克服。

このホワイトペーパーの内容は、我々の知識、正確かつBitmillexexchangeし
およその反射ベストを宣言します。

BTMLトークンは、ダウンロード可能なソフトウェアと同様、デジタル資産と
して販売されています 。会社は、暗号トークンの前の経験がある、ブロック
チェーンベースのソフトウェアと操作および/または専門家が助言する独立し
ている場合を除き、しない限り、トークンを購入することを推奨していませ
ん。
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