




XCHANGERATE財団

ERC20準拠スマートコントラクト技術

Xchangerateロボットは、そのインテリジェント・フィルタのメトリックを
使用した分析の
ために、複数のプラットフォーム間でデータを収集します。これらのデー
タは、トレンド予
測に使用できる膨大な歴史的価値を生む構造を持っています。これら
の構造へのXRR実装
により、貴重な分析に使用できるようデータ、データソース、ストラテジ
ー、および時間を
保存するために、特定のユーザー情報を切り離す形でこれらのデータ
資産をアーカイブする
ことができます。これは、XRRチームがこれらのデータを市場分析に貢
献するための長期
にわたるコミットメントであり、研究にとって貴重なツールです

XRRコインはERC20準拠でイーサリアム・スマートコントラクト技術で構築されており、
XRRプラットフォームにおける高度なトークン使用を可能にします。その機能には、ユー
ザー経済圏におけるスマートなトークン分配も含まれます。ストラテジーの構築者と採用者
との間のトレードも、ブロックチェーン技術採用の主要なベースとなります。

ビジョン：価値を生み出し、利益を最大化するための徹底したリサーチと人工知能の応用に
よるトークンメトリクス及び市場インスツルメントのデータフロー解釈。

ミッション：導出されたメトリックのデータ分析と解釈を容易にし、リアルタイムでマー
ケットにリンクすることで、ユーザーが自動化ソフトウェアを使用して利益を得ることを可
能にします。

XchangeRateコミュニティー：XRRは常にコミュニティーとの関わりを大切にしま
す。現
在及び将来の計画と相互作用については包括的なプロセスを通じて議論され実
施されていま
す。その理由は、目標を現在の市場動向と整合させ、地域社会の利益のために市
場全体のス
ペクトル（該当する場合）のニーズに合わせるためです。コミュニティの主要プラッ
ト
フォームは、Twitter、Reddit、Medium、Bitcointalk、Facebook、Telegramに開設
されてい
るアカウントです



エグゼクティブサマリー
2017年度は暗号通貨市場にとって最高の当たり年でし
た。現在、トレード・ボリュームは
数千億ドルにもなっています。ビットコインの価格は急
激に上昇し、2017年12月には最高
値である約19,000ドルにまで達しました。Dashやイー
サリアム、ライトコイン、リップル
などのオルトコインも第4四半期に同様の成長を見せ
ました。

これらのデジタル通貨は投資家にとって選択しうるオ
プションとしての地位を持ち始めてい
ます。しかしながら、短期間でマーケットは乱高下し、ビ
ットコインの歴史的急上昇の後に
は急降下があったことにも注意を向けなければなりま
せん。概して暗号通貨は外部要因に脆
弱であり、ハッキングや規制、他の通貨の動きに大きく
影響を受けます。

マーケットの乱高下により引き起こされる価格下落は、
投資家の参入障壁となり得ます。相
互作用する数百もの暗号通貨と24時間休みないグロ
ーバル・トレードは、チャレンジング
な投資環境を生みだしています。売買の意思決定は、
投資家にとって悩みの種となっていま
すが、法定通貨での巨額な損益の可能性を秘めていま
す。

XchangeRateがこれを解決します：インテリジェン
ト・アルゴリズムもしくは「ロボット」
が、複雑な暗号通貨市場の案内役となり、全て一体
化された便利なプラットフォームで、卓
越した意思決定を可能にします。プラグインとAPIの
データパイプラインが、独自の関連指
標と組み合わされて市場の姿勢を検出します。投資
家は売買パラメターを設定し、if/then条
件でのトリガーによるマニュアルもしくは自動トレー
ドを選択します。ユーザーは毎回意思
決定したり、トレンドと通貨を別々に追跡するといっ
た手間から解放されます。
XchangeRateロボットがユーザーに代わって、イン
テリジェントな意思決定を行い、設定さ
れたクリテリアとそれに属するデータ分析を基
に、24時間休みなく人気通貨の取引を可能
にします。
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概要

暗号通貨は2017年に急激な成長を見せました。
暗号通貨全体の時価総額は1月時点の約177.4億
ドルから、12月初旬の5120億ドルにまで達しまし
た。暗号通貨とブロックチェーン技術市場の急成長
は、今後も継続することが予想されます。ある予測
では、2016年～2022年にかけて年率35.2％で成長
し、2022年までに421.6億ドルに達するとしていま
す。また別の予測では、2023年までに510億ドルに
達するとしています。2025年までに、暗号通貨
ウォレットの浸透度は世界人口の5％を超え、アセッ
トに裏打ちされた暗号通貨がトレード・アセット・ト
ークンとなるため、総時価総額は5兆ドルを超えると
されています。

このグローバルな成長は部分的にはビットコインによって引き起こされてい
ます。2017年1月には$1,003.08で取引されていましたが、12月には歴史的な
$18,353.40にまで達しました。2017年後期には最低50％のマーケットシェア
をビットコインが保っていましたが、オルトコインも同じく急成長を見せ、2018
年3月にはその数は1527通貨にまでなっています。

ゴールドマンサックス、NASDAQ、NYSEを含む主要なメインストリームの金
融機関のいくつかは暗号通貨に投資しています。シカゴ・オプション取引所
は、12月にビットコインの先物デビューを果たし、主流の投資家を引き付ける
可能性があります。しかしながら、最近の暗号通貨価格の急騰や市場の成長の
大部分は、消費者の暗号通貨取引への関心の高まりによるものと考えられま
す。その他の成長要因には、投資の民主化に対する消費者の要望、および従来
の銀行以外に貯蓄するオプション、及び個人の購買力の向上が含まれます。コ
ンピューティングパワーは増大を続け、世界の人口の67％が2019年までにス
マートフォンを所有すると予測されているため、テクノロジーは市場の成長に
とって不可欠な要素です。

	(CoinMarketCap,	2017)
	(Research	and	Markets,	2017)
	(FinancialBuzz.com,	2017)
	(LAToken,	n.d.)
	(CoinMarketCap,	2017)

 

* Based on Market Research Future data 

拡大する暗号通貨市場
暗号通貨の成長要因

より良い収入貯蓄方法へ
の需要

安全とセキュリティー

第三者の排除 PPPの増大

＊Market	Research	Futureのデータに基づく。

技術の浸透

技術の実装



課題
暗号通貨はビットコイ
ンに見られるように変
動性が異常に高く、それ
が参入障壁となってい
ます。ビットコインの価
格は2016年1月の367ド
ルから、2019年4月末の
4,000ドルへと上昇し、
第4四半期には爆発的
な成長を見せました。し
かしながら、市場は短
期間で荒れた乱高下を
経験することになりまし
た。

ビットコインよりも低価格で取引されている他の通貨も同様に高い成長
とボラティリティを経験しています。暗号通貨は外部からの影響を受けや
すいことに注意すべきです。最近の調査によると、特にビットコインの急
激な価格上昇期に、ビットコインの価格が他の主要な暗号通貨に影響を
与える可能性があることが判明しました。この研究では、規制の変更、運
用の効率や取引所上場の有無、アプリケーション設計や悪意のあるコン
ピュータのハッキングによる技術的な障害などを含む、暗号通貨の相関
性とボラティリティの潜在性を浮き彫りにするいくつかの要因を指摘しま
した。

	(Statista,	2017)
	(Corbet	,	Meegan,	Lucey,	Larkin,	&	Yarovaya,	2017)

障壁や法規制の変更があっても、暗号通貨はなくなりません。その人気と
浸透率が高まるにつれて、平均的な所得者が投資に関心を示しています。
しかし、高い価格と市場の予測不可能性は、潜在的な投資家が絶え間なく
変動する暗号通貨取引への参入を阻害する可能性があります。暗号通貨
市場を十分に理解していないと、潜在的な参入者は、特に間違った取引に
よって受けるであろう巨額の損失を考えると、買売の決定に躊躇してしま
うかもしれません。グローバル市場において相関する複数の通貨に関し
て、24時間休みなく常に情報を得ることは不可能です。

市場では、アルゴリズムツールが必要です。それは、ユーザーが取引所を
分析するのをサポートするだけでなく、意思決定の重責から解放するもの
で、ロボット、つまり自分たちのために働いてくれるものです。



XchangeRate

ロボット構築

製品コンセプト

Xchangerate.ioは、暗号通貨取引所とユーザパラメータにおける売買姿
勢に基づいて意思決定を行うデータ駆動型のロボットです。プラグインと
APIは、ロボットのデータと固有メトリックを提供し、洞察に富む高い分析
力を提供します。XchangeRateは、API経由でサポートされる取引所の数
を増やし続けるプラットフォームです。

XchangeRateは、小さいデバイスにも対応するWebアプリケーションとな
っています。このプラットフォームは、クラウドセールを通じて宣伝されま
す。Xchangerateは、cyptocompare.com、coinmarketcap.com、またサ
ポートするすべての取引所など最も信頼できるソースからのAPIを使用し
ています。

意思決定
XchangeRateロボットは、売買姿勢を検出して決定するための一連のアルゴ
リズムに基づいて構築されています。相対力指数（RSI）は、物価変動の速度と
変化を測定するオシレータです。RSIは、0と100との間で変動します。伝統的
に、RSIは70を超えると過大評価され、30未満の場合は過小評価されていると
されます。シグナルは、変動幅と過熱感を見つけることによって生成すること
ができます。RSIは、一般的なトレンドを特定するためにも使用できます。

移動平均収束拡散手法（MACD）は、価格の2つの移動平均間の関係を示すト
レンド追従モーメンタム指標です。MACDは、12日間のEMAから26日間の指
数移動平均（EMA）を差し引いて計算されます。「シグナル」と呼ばれるMACD
の9日間のEMAがMACDの上にプロットされ、売買シグナルのトリガーとして
機能します。

メトリクス
価格相対比（PRR）は、コインのグローバル価格と各取引所の取引価格を比較
する比率です。この比率は、為替相場がグローバル価格になるという仮定に
基づいています。しかし、この仮定を強化するために、他の指標も使用した方
が安全です。

適合性指数（SI）は、取引所のコインの平均トラフィック量または需要量を測
定する指標です。需要が増分であるか減分であるかをトレーダーに知らせる
ことを目的としています。トレーダーが取引をどのくらい早く終了させたいか
に基づいて買いを決定するのに役立ちます。







ストラテジー・シミュレーション

アプリケーション・メソッド
XchangeRateロボットには、意思決定を容易にするために、すべてのプラットフ
ォーム上のアルゴリズムからのデータ出力がトレーダーに提示されるコンソー
ルがあります。トレーダーは、提供された指標の強さに基づいて選択を行うこと
ができます。このコンソールは、CMB（コインモニターボード）と呼ばれます。CMB
はRSI、MACD、PRR、FR、SIをトレーダーに提供しますが、XchangeRateロボット
は、取引所でコインをフィルターするためにこれらの指標を使用するスマートな
売買ロボットとして機能する自動ツールとして設計されています。

一方、ウォッチリストは実際の交換取引を行いませんが、コインがユーザによっ
て指定されたインジケータに達したときに、プリセットフィルタを使用してトレー
ダーに警告します。



仕組み	
	Xchangerateは、トレーダーがグラフやチャートを読み込むことの煩わ
しさから解放し、即座に自動化された情報に基づいた意思決定のため
の読みやすいデータを簡単に提示することによってトレーダーを支援し
ます。基本的に、この製品はこれらのフィードを組み合わせてインテリジ
ェンスを判断するトレーディングロボットです。インテリジェンスは市場
の動きの選択肢を高め、ロボットが正確にエントリーとイグジットを行う
のを助けます。



XchangeRateロボットの独自性は、メトリックソートメカニズムを使用して、取引所のすべての
コインにメトリックの比較を作成する能力にあります。このシンプルでパワフルなメソッドは、
許容可能な成長指数でコインをフィルタリングすることで、限られた時間で最良の決定を常に
行う能力をトレーダに与えます。

トークン使用



Xchangerate	 implements	 metrics	 with	 broadly	 tested	 and	 trusted	
results.	The	Company	will	also	explore	the	applications	of	the	metric	in	
other	commodities	and	financial	instruments	on	global	platforms	via	
exposed	interfaces	through	API.	The	availability	across	these	platforms	
would	open	up	Xchangerate’s	offering	to	a	global	audience	with	an	
ever	growing	userbase.



ビジネスモデル

チーム

Xchangerateのビジネスモデルは、サブスクリプションモデルとトークン
化インセンティブベース・ストラテジーモデルの内部バリューチェーンを
組み合わせています。Xchangerateは、ビットコインまたはXRRトークン
を使用して自動ボットとコインモニターボードを実行する加入者に対し
て、最低限の加入料を請求します。しかしXRRコインは、内部的にはストラ
テジーの考案者と採用者の間で価値を交換するために使用される通貨
であり、Xchangerateプラットフォームでのそのトランザクションの手数
料となります。

XchangeRateロボットとコイン・モニターボードは、暗号通貨だけでな
く、株式市場、コモディティ、外国為替などの他の投機的な市場において
も、そのR&Dの成果を発揮することを発見しました。メトリクスの普遍的
な性質は、トークンの経済性と展開を強化し、このトークンの価値を高め
ます。

ArtemGaltsev
Team	Leader/Scrum	

Master

EldinHeric
Mobile	App	

RaduBalaban
Front-End	Developer

Martin	Panevski
Senior	PHP	Developer

Martin	Vrkljan
PHP	Back-End	
Developer

Peter	Moradeyo
Chief	Software	
Architect

ManasChaudhari
Team	Leader

	Binal	Patel
Chief	Technical	
Officer

AshwinMangale
Back-End	Developer

Guillermo	Torrigino
UX	Designer

ShaojiangCai
Front-End	Developer

DamirSeremt
PHP	Back-End	
Developer



プレスリリース

トークン配置
XRRコインは、xchangerate.ioにおいて2つの主要なモデルで取引するために使用されるユー
ティリティトークンとして実装されます。ユーザーがプラットフォームへのアクセスを得るために
最低限の毎月の支払いを行うサブスクリプション料金が一つ。また、ストラテジー評価市場で
は、ユーザーがさまざまなストラテジーの成功率や考案者が付けたTC（トークンコスト）を確認
することができます。	 トークン購入者は、TCでこれらのストラテジーを採用することができます
が、トランザクションのためのプラットフォーム料金がかかります。

XRRチームは、Yobit、EtherDelta、KuCoin、Huobi、OkEx、Binanceなどの主要取引所と協力し
て、XRRコインをそれらの取引所に上場させることで、簡単に売買できるようにする予定です。

XRRプラットフォーム、トークンユーティリティ、および関連製品に関する
プレスリリースは、Cointelegraph、news.bitcoins.com、medium.com
およびその他のニュースフィードリソースとWebサイトに掲載予定で
す。



プレセールは2018年3月20日から4
月5日に実施予定です。

クラウドセールは2018年4月12日か
ら5月9日に実施予定です。

生成・分配
-	総供給量：2億5,000万
-	流通供給量：2億3,500万
-	2億	ICO
-	3,200万	ICOボーナス
-	300万	ICOバウンティー、エアドロップ：ICOセール終了後に発行。
-	1,500万　ICO開始時からプロジェクトオーナー及びアドバイザー向けに凍	
			結。期間：9ヵ月





ロールアウト
	

プレICO
•	 	期間	10日間
•		 4,000万トークン	+	1,200万ボーナストークン
•		 1	ETH	=	20,000	XRR	+	30%ボナス
•		 最少購入額	1	ETH	もしくは	0.10	BTC
•		 プライベート・セールスキャップ込みのソフトキャップ	=	2000		 	
	 ETH	もしくは	200	BTC

ICO	ステージ	1
•		 期間	1週間
•		 4,000万トークン	+	800万ボーナストークン
•		 最少購入額	0.10	ETH	もしくは	0.01	BTC
•		 1	ETH	=	10,000	XRR	+	20%ボーナス

ICO	ステージ	2
•		 期間	1週間
•	 	4,000万トークン	+	600万ボーナストークン
•		 最少購入額	0.10	ETH	もしくは	0.01	BTC
•		 1	ETH	=	10,000	XRR	+	15%ボーナス

ICO	ステージ	3
•		 期間	1週間
•		 4,000万トークン	+	400万ボーナストークン
•		 最少購入額	0.10	ETH	もしくは	0.01	BTC
•		 1	ETH	=	10,000	XRR	+	10%ボーナス

ICO	ステージ	4
•		 期間	1週間
•		 4,000万トークン	+	200万ボーナストークン
•		 最少購入額	0.10	ETH	もしくは	0.01	BTC
•		 1	ETH	=	10,000	XRR	+	5%ボーナス

•		 クラウドセール予想合計額	=	$16,000,000
•	 	期間	7週間
•		 ソフトキャップ	=	2,000	ETH	もしくは	200	BTC
•		 ハードキャップ	=	16,000	ETH	もしくは	1600	BTC

•		 プレICO開始日カットオフの基本価格での1	ETH
•		 ICO開始日カットオフの基本価格での1	BTC

すべての未販売トークンは清算されます。



プロジェクト発案

2018年3月20日	-	4月5日
プレセール

2018年4月12日	-	5月
アーリーアダプター・トークンクラ
ウドセール

2018年4月
RSI+MACD搭載XchangeRateの
フル自動化

2017年8月
CMB	1.0	ローンチ

2017年9月
CMB	2.0	ローンチ

2017年10月
RRR+FRメトリクス搭載
XchangeRateロボットの
フル自動化

2017年11月
SIメトリクス搭載
XchangeRateロボットの
フル自動化

2017年春 2018年春

2017年秋冬

ロードマップ



2018年4月
XchangeRate、XRRコイン
をサブスクリプション用ユ
ーティリティートークンと
して受付
開始

2018年5月	-	6月
X c h a n g e R a t eは以下
の 取 引 所と連 携しま
す：Yobbi t、EtherDe l -
ta、KuCoin、Huobi、OKEx
及びBinanace。そしてこれ
らの取引所への上場条件
を満たします。

019年5月
CMB	3.0段階的ローンチ

2019年9月
R&Dチームとプラットフ
ォームを導入し、結果を
CMB	3.0に反映

2020年初頭
ハイブリッド取引所配置

2018年12月
XRR運用をFX、ゴ
ールド、原油、コモ
ディティー市場に
段階的に拡張

2019年2月
新しいXRRメトリク
スをFX、ゴールド、
原油、コモディティ
ー市場に統合

2018年春夏 2019年冬／2020年

2018年冬



マイルストーン

2017年3月-8月：CMB	1.0

2017年8月	-	9月：CMB	2.0

2017年9月：RRR、FRのフル自動化

2017年11月：RRR、FR、SIのフル自動化

2018年2月：RRR、ＦＲ	
、SI、RSI、MACDのフル自動化

2018年4月：XchangeRate、XRRコイ
ンをサブスクリプション用ユーティ
リティートークンとして受付開始

2018年4月：XRRコイン、Tobit
及びEtherDelta取引所に上場
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experienced professionals who are used to blockchain technology, cryptocurrency trading and trading other 
marketing instruments. By participating in this ICO, the purchaser is aware and accepts the risks related to 
security, the potential lack of technical and economic results and the total or partial loss of its capital. Finally, 
the purchaser declares being aware of the legal uncertainty of this type of transaction and to have conducted his 
own legal guidance according to the applicable law to which he subscribes. A table is available in the appendix 
containing the warnings from the main regulators around the world. Indeed, the token grants no financial (income, 
capital or dividend) or voting rights in the company. The token is a crypto-asset issued by Xchangerate.io 
through the ICO and used by the members of the Xchangerate.io platform and community. Sales restrictions The 
participation in the ICO is strictly reserved for natural or legal persons acting within the scope of their professional 
activities. Especially, the professional purchaser claims to have a good knowledge of blockchain technologies and 
cryptocurrency. Any natural person acting on a non-professional basis as a simple consumer within the meaning 
of EU Directive 2011/83/EU relating to consumer rights is excluded from the ICO. It is the responsibility of each 
purchaser to determine its non-professional status and, in doing so, to refrain from participating in any way in 
the ICO. Due to national legislation, participants from the following countries are not allowed to participate in 
the ICO: “US person”, Canada, South Korea, Singapore and China. This prohibition applies to all types of people 
(moral, physical, agent, etc.) and to any indirect participation (via a proxy, a name loan, etc.). By participating 
in the ICO, the purchaser agree on the legal disclaimer and, especially, that he respects the above provisions. 
Warning about the ICO inherent risks ICOs are high-risk operations because of their completely experimental 
nature. By participating in this operation, participants declare to understand and assume the following risks: - the 
lack of regulation : the purchaser agrees not to benefit from any guarantees associated with IPOs on regulated 
financial markets or other regulated financial investments; - capital loss : the purchaser accepts the risk of a total 
or partial capital loss in cryptocurrency or in token; - Volatility or market risk : the value of tokens, just like that 
of cryptocurrencies in general, can be extremely volatile and subject to significant, and largely unforeseeable 
fluctuations. Moreover, the market or markets on which these tokens are traded do not offer the same guarantees 
that are generally applicable to conventional financial markets. 

Rights and liabilities 
Any buyer purchasing XRR token acknowledges the technological and economical uncertainty of the 
project presented in this White Paper. Therefore, purchasers are aware of the absence of any legal action 
against the company in case of failure, nonperformance or non implementation of the project, as well 
as in the case of the XRR token losing part or even the totality of its value. Purchase of the XRR token 
confers the ability to use the coming Xchangerate.io platform services. No other rights are transferred 
upon the ICO. Precisely, the company’s only obligation is to distribute the XRR token under the conditions 
defined in the White Paper. During the ICO, the company may not be held liable for any of the following : 
1. Use of the service that are not compliant with the applicable terms; 2. An error, malfunction, malicious 
action or violation of White Paper’s terms by the user, a third party or a service controlled by a third 
party; 3. All direct or indirect damage that may occur during the operation: cryptocurrency losses, profits 
or financial losses or other damages whatsoever in the type; 4. The loss of control, any reason (loss, 
hacking, unwanted disclosure or technical failure), of the users’ login credentials which would lead a 
fraudulent use of the tokens; 5. The temporary or permanent suspension of the service, whatever the 
cause, and especially due to a request from the public authorities, judicial authority or any third party; 6. 
Computer failure resulting in loss of data, including content in case of impact for the professional activity 
of users; 7. Lack of compatibility between the service specificity and the customers requirements; 8. 
Generally, all damage whose cause does not depend on the company: Internet network outage, failure 
specific to the user’s equipment, etc. Warning about the token According to the Estonian and european 
regulation, the XRR token is a cryptographic token usable on the Ethereum blockchain and allowing, in the 
long term, to access the functionalities of the Xchangerate.io platform. The XRR token is not a security or 
a financial instrument within the meaning of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) of 
the European Parliament (2014/65/ EU) or within the meaning of the article L211-1 and followings of the 
Estonian Monetary and Financial Code. Participating in an ICO is a high-risk activity. This ICO in particular 
is only aimed at

Participating in an ICO is a high-risk activity albeit this ICO in particular is aimed at experienced 
professionals who are used to blockchain technology, cryptocurrency trading and trading other market 
instruments such as stocks, derivatives and forex markets. By participating in this ICO, the purchaser 
is aware and accepts the risks related to security, the potential lack of economic results. Finally, the 
purchaser declares being aware of the legal uncertainty of this type of transaction and to have conducted 
his own legal guidance according to the applicable law to which he subscribes



Very early stage project : ICO aim to finance an innovative project based on a new technology and whose 
future evolutions are unpredictable. Therefore, the buyer accepts the risk of non-fulfillment of the project 
for technical, economic or legal reasons. - Ethereum Protocol : the token is developed on the Ethereum 
protocol which is still at an experimental stage. Therefore, the buyer understands and accepts the risk that 
an evolution of the protocol renders the token or service unusable. - Security risk : the buyer understands 
and accepts the risk of losing his total investment due to a security breach. If the company makes every 
effort to ensure the ICO safety, the experimental nature of the operation does not exclude the realization 
of financial or IT damages. It is recommended that the buyer take

all measures to ensure the safety of his tokens and cryptocurrencies. - Legal risk : The ICO have been 
structured to comply with the current regulations and good practices applicable. Nevertheless, the 
governing law of ICO is under construction around the world. The company can not be held liable in 
cases where restrictive regulations, injunctions by regulators, investigation or laws having an impact, in 
particular, on the issue, management or possession of token were to be adopted. In addition, the rules 
applicable to cryptocurrencies or tokens are different in each country. This is why buyers are strongly 
advised to do a legal and tax analysis prior to their participation in the ICO. - Risk of theft and piracy : The 
company can not be held responsible for acts of hacking (infiltration, defacement or DDoS) or computer 
theft that would affect the funds, the distribution of tokens or the smooth roll of the ICO. - Risk of error 
or weakness : The company can not be held responsible for discovering a weakness in the cryptographic 
processes implemented in the context of the ICO. Similarly, the buyer declares to accept and understand 
the risk of error in the code of the smart-contract, the trust account (multisig wallet) or the software used 
for the ICO. Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering procedure As part of the Know Your 
Customer procedure (KYC), anyone who would like to purchase XRR tokens during the Private sale will 
have to provide to the company the following details via the dedicated ICO website : the declaration of : 
• First and last name • Date and location of birth • Current address • Citizenship • A copy of passport or 
ID card. According to the good practices that the company applies, a process against money laundering 
is implemented on the Private sale of the ICO. The company reserves the right not to transfer token 
to people whose origin funds have not been verified or will be negative. In this case, the person will 
be refunded his funds in cryptocurrency. The AML process consists of a check on the global lists of 
Politically Exposed Persons as well as on the assets freeze list. The company reserves the right, on a 
case by-case basis, to request additional documents to justify the buyer’s income origin, otherwise to not 
continue the business relationship.


