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後書き	

•	 アドバイザーからコミュニティと提案を聞いた後、私たちはトークンの販売を維持する方法を改善して
います。

•	 トークン販売を4年間で8段階に分けています。
•	 これは説明責任を果たし、コミュニティおよびトークン所有者のために達成したマイルストーンの進捗
状況を示すためです。

•	 これは2017年10月31日より有効です。
•	 トークンの販売の詳細は、既存の構造を次のように置き換えます。：

Phase 1 (2nd November 2017)
30,000,000 PYN hard-cap
Bonus: Nov 2, 2017 – Nov 3, 2017 – 27%
 Nov 4, 2017 – Nov 30, 2017 – 18%

フェーズ２-2018年5月最終週
PYNキャップ：35,000,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には25%のボーナス

フェーズ3-2018年11月第２週
PYNキャップ：35,000,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には23%のボーナス

フェーズ4-2019年5月最終週
PYNキャップ：35,000,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には21%のボーナス

フェーズ5-2019年11月第２週
PYNキャップ：35,000,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には19%のボーナス

フェーズ6-2020年5月最終週
PYNキャップ：30,000,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には17%のボーナス

フェーズ7-2020年11月第2週
PYNキャップ：30,000,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には15%のボーナス
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フェーズ8-2021年5月最終週
PYNキャップ：22,045,000PYN
ボーナス：PYNトークン保持者には13%のボーナス

ノート
•	 PYNにはすべてのボーナス払い戻しが含まれます。
•	 PYNトークン保有者は、すべての今後のフェーズ（フェーズ2から開始）で優先ボーナスが保証され、優
先ボーナスは常に公的セールのボーナスよりも高くなるものとします。

•	 フェーズ2以降のすべてのPYNの売上高は、市場価格にボーナスを加えたものになります。
•	 すべてのフェーズの未払いのPYNはすべて破棄され、トークンの供給元には戻りません。

フェーズ1から8のマイルストーン

フェーズ1
30,000,000PYN
•	 シンガポールで送金免許を取得し、グローバル送金業務を開始
•	 世界中のPaycentデビットカードの発売
•	 フィアットと仮想通貨デュアルウォレットの発売
•	 抽象化レイヤの構築とエクスチェンジとの統合

フェーズ2
35,000,000PYN
•	 Forest.aeとの統合
•	 ベトナム、パキスタン、ミャンマー、バングラデシュ、ネパールの5カ国へのライセンス取得と拡大
•	 mPOSの発表
•	 フィリピン銀行のM＆Aとマイクロファイナンスのための信用格付システムの開発

フェーズ3
35,000,000PYN
•	 GCC国への拡大
•	 EUのEMIライセンス取得
•	 マイクロローンのパイロット
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フェーズ4
35,000,000PYN
•	 オンボードの30の不動産開発者がPYNをレンタルの支払いモードとして使用
•	 Paycent	mPOSの機関、ホテル、小売/電子商取引とのAPI統合の開発
•	 EUへの拡大とmPOSの運用開始
•	 UAEの中央銀行と送金のためのPaycentエクスチェンジの開発

フェーズ5
35,000,000PYN
•	 アフリカ大陸、中南米への拡大
•	 米国とカナダへの拡大

フェーズ6
30,000,000PYN
•	 中東における銀行業務および政府サービス向けのUnified	Digital	Paymentsネットワークの開発
•	 マイクロソフトを含むCIS送金ネットワークとプラグアンドプレイPaycentサービスのライセンスを取得
する

フェーズ7
30,000,000PYN
•	 アジアブロックチェイン工科大学（ABIT）の土地取得と開発

フェーズ8
22,045,000PYN
•	 航空、物流、流通をターゲットとしたブロックチェーンでの研究開発投資
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 質問と回答
Paycentがトークンセールを8フェーズに分けているのはなぜですか？

私たちは地域社会やアドバイザーに耳を傾け、ICOが正常に行われる方法を目指したいと考えています。	
私たちは、トークンセールを段階的に細分化することによって、トークン所有者は貢献する前に段階ごとの
進捗状況を追跡することができると考えています。	これは、説明責任を果たし、コミュニティおよびトークン
所有者のために達成したマイルストーンの進捗状況を示すことにもなります。

これはエスクローで全額を保有することとどのように違うのですか？

透明性があり、一般の人々が各段階の業績を追跡できるようにすることで、一度だけのトークン販売と比べ
て、より同情のあるトークン所有者を引き付けることができると考えています。

各フェーズのハードキャップはありますか？

はい、各フェーズは補遺に記載されているようにハードキャップを持っており、これはすべてのボーナス支
払いと既存のトークン所有者の購入の優先権を含みます。

現在のPYNトークン所有者にとってメリットはありますか？

すべてのPYNトークン保有者は、今後のすべてのフェーズに参加する優先権を得るとともに、公的な販売
によって提供されるものとは重複するボーナスを追加します。

もっと多くのトークンを採掘していますか？

いいえ、PYNの総額は同じになります。	変更は、私たちが段階的に同じものを提供しているということです。

いつくのフェーズがありますか？

当社の4年計画には8つのフェーズがあります。
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なぜ待って、後で買うことができないのですか？

もちろんできますが、PYNトークン所有者のボーナスを逃してしまい、PYNの販売がPaycentのマイルスト
ーンとパフォーマンスにリンクしているため、PYNを評価する機会を逃してしまう可能性があります。

Paycentが各段階でハードキャップに達していないとどうなりますか？

Texcentの一員であるPaycentは、創業者によって自立しています。	創設者は、必要に応じて不足分を補填
し、その不足分を補填することに決めました。	すべてのフェーズの未払いのトークンはすべて破壊され、ト
ークンの供給は常に制限された状態に保たれます。

PYNはどんな価格で各段階で価格設定されますか？

PYNは、すべての今後のフェーズで、市場価値にボーナスが加わって販売されます。	既存のPYNトークン所
有者は優先権を持ち（補遺に記載されているとおり）、ボーナスは常に公売用のボーナスよりも高くなけれ
ばなりません。

優先権とは何ですか？

優先権は、現行のPYNトークン保有者に、売り上げが公に公開される前に、ボーナスで今後のトークン販売
フェーズに参加する最初のオファーのオプションです。	現在のPYNトークン所有者へのこの販売は、公開販
売の48時間前に開かれます。
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1.  摘要

Paycentは、高い流動性を持つ暗号通貨（例：Bitcoin、イーサリアム、Litecoin）や法定通貨を同じモバイル
アプリケーション内で運用できるグローバルな携行デュアルeウォレットです。このことにより、暗号通貨の
所有者は複数の利用方法を獲得し、また法定通貨と仮想通貨の世界をまたぐことができるようになりま
す。統合された法定通貨、仮想通貨用のモバイルウォレットと、更にPaycentとリンクしたデビットカードを
持つことで、200の国と36,000,000のPaycent承認済みの場所への扉を開けることができます。Paycentと
Paycent	 mPOSの全エコシステムは、公共料金やケーブルテレビ、電話会社の支払いにご利用可能です。
暗号通貨から法定通貨への変換は、すべてリアルタイムに行われます。

2. USPと市場における競合優位性

クリプトウォレットであり、Paycent法定通貨ウォレットの延長であるPaycentosは、法定通貨と仮想通貨の
ギャップを埋め、両者の組み合わさった完璧なエコシステムを生み出すことでしょう。Paycentは現在も進
展している製品ですので、弊社は構築されたネットワークと法定通貨のエコシステムへの伸張を続けてい
ます。弊社は統制許可を獲得し、現在もなお複数の政府、銀行、そして企業とPaycentとPaycentosのエコシ
ステムを更に拡大するためのパートナーシップについて話し合っています。弊社はアプリケーションに関
しては既に大きく前進しており、また更なる改善に向けて全力を尽くしています。複数の観点から見た開発
状況は以下の通りです。

2.1  統制許可

弊社はアラブ首長国連邦政府とフィリピン政府で統制許可を獲得しており、シンガポールと香港からは承
認を大筋で認められています。これら認可により、弊社はこの国々で業務を開始し、弊社ユーザーの基盤を
構築することができます。

2.2 銀行

弊社は現在、より広大なPaycentosのエコシステムを作り出すため、フィリピンの2つの銀行と合併につい
て第2段階の話し合いを実施しています。Paycentは合併された銀行にてオンラインの導線として機能する
ことになり、マイクロファイナンシングと銀行がない方々向けの基本的なバンキングサービスを提供でき
るようになります。この戦略は、弊社がアジアにより多くの支店を築くこと、そして大規模なマーケットをよ
り早く突き進むことを可能にするでしょう。
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2.3  為替

既に弊社の為替、Paycentリアルタイムエクスチェンジをドバイにあるアラブ首長国連邦中央銀行
（CBUAE）の監督の下、開発とホストをしてもらうよう交渉中です。これにより、リアルタイムの価格決定と
Paycentosをはじめとする他の暗号通貨の流動性が確保されます。また、これは世界で最初の統制されう
る暗号通貨為替の取引所となるでしょう。

2.4 決済インフラ

弊社は前もってエジプト政府とヨルダン政府にバンキングと政府サービスの為の統一されたデジタル決
済ネットワークを開発することを話し合っています。また、そのための決済インフラとしてPaycentを彼らの
国家的な決済インフラ用のオンラインホストとして提案しています。

2.5 確立された法定通貨エコシステム

1000を超える小売商がPaycentをオンライン決済モードとして承認しています。これは弊社チームの努力
のたまものであり、引き続きこのエコシステム拡大に向けて努力を続けていきます。

2.6 承認された暗号通貨エコシステム

弊社はアラブ首長国連邦のFOR	EST	Real	Estate社（FOR	EST.ae）とPaycentosをクリプトウォレットの決済
トークンとして利用できる旨の最初の合意を交わし、また30を超える不動産開発会社とPaucentosを決済
手段として承認してもらう旨の交渉をしています。

3. PaYceNtのあゆみ

PaycentはTexcent	 Asia有限責任株式会社の開発です。シンガポールは弊社の本拠地として選択されまし
た。根拠としては、以下の通りです。

•	 シンガポールはFinTechの文化が繁栄していること。
•	 MAS（シンガポール金融管理局）は新しいFinTechの思想とその誕生に対してオープンであること。
•	 南アジアはダぢ規模な人口と高い携帯電話普及率があり、モバイルマネーにオープンであると同時に
約6億2500万の人々が銀行座を持っていないこと※1

※1	世界銀行政策研究報告書第7255号	グローバルFINDEXデータベース2014年版	世界金融包摂の測定より抜粋（http://doc-

uments.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf）
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4. 我々が取り組んでいる課題

4.1 大衆へ暗号通貨をもたらすこと
Texcent社の主要なゴールの一つは、主流の観衆に暗号通貨の市場とエコシステムをもたらすことにあ
ります。そのような人々は暗号通貨の経験に乏しく、また暗号通貨の使用、投資に容易に取り組めないこ
とが多くあります。更に、克服すべき真新しい技術に対する恐れがあります。Paycentアプリケーションで
は、Paycentos	eウォレットで画面を右側にスワイプすれば、ユーザーは暗号通貨を購入、使用、投資がシン
プルかつシームレスなインターフェースにて実行できます。ブロックチェーンと暗号通貨のエコシステムに
おける利点は法定通貨が流通するマーケットに対して暗号通貨マーケットへの大きな流入を生み、それが
エコシステムを更に大きくするでしょう。暗号通貨の所有者は、それがPaycentを通じたメインストリーム
へのシームレスな変化とデュアルeウォレットによって更に大きな支持を得ることでしょう。

4.2 暗号通貨ユーザーに複数の使用手段を可能にすること
現在暗号通貨を制限しているものは、エコシステムは成長しつつあるものの、毎日の生活で使用する方法
が欠如していることです。Paycentアプリケーションでを使用すれば、ユーザーはデュアルeウォレットにて
公共料金やその他のものの購入ができます。シームレスな統合により、暗号通貨の使用できる流通ルート
を増やしてきました。オプションであるPaycentデビットカードを使えば、暗号通貨はATMでの引き出しを
含めて2億の場所で利用ができるようになります。

4.3 暗号通貨を法定通貨へ、またその逆への換算をリアルタイムに
Payecnt内でのデュアルeウォレット間のシームレスな統合により、すべての暗号通貨の法定通貨への変換
が今見えている為替レートでリアルタイムに実行できます。これはメインストリームの観衆の抱く恐れと疑
念を排除することになります。なぜなら、暗号通貨がひとたび監禁されたら、Paycentの法定通貨eウォレッ
トに直ちに反映されるからです。

 世界のマネー総量の展望
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4.4 銀行がない人々のためのキャッシュレスなシステム	
	
Paycent	eウォレットアプリケーションを使えば、銀行口座を持たない人々でもシンプルなiOSやAndroid用
アプリケーションで簡単にショップにアクセスし、支払いをすることができます。このことにより、大衆がクラ
イアントとして、更にブランド化されたデビットカードによるATM引き出しを含む2億以上の場所でデジタ
ルの世界に参加することができるようになるのです。Paycentを使えば、我々は銀行口座を持たない人々を
通貨の自由へと押し進め、法定通貨を容易に、単一のアプリケーションで暗号通貨へと変換すること、また
その逆でもって毎日の必需品購入に充てることができるようになります。ウォレットは、キャッシュレス社会
に置いて行かれてしまっている、大規模な人口に対してフィナンシャル・インクルージョンを可能にします。

4.5  銀行がない人々のための融資
		
銀行は銀行口座を持たない人々や新興の中小企業家に対して、担保のない融資をすることはあまりありま
せん。これに対する別の解決策としては、小口融資かマイクロファイナンスです。専用のPaycentによるアプ
ローチを使うことで、弊社は個々を評価、先のグループに属する人々へ融資を提供します。

•	 デジタルでの本人証明と評価
•	 ソーシャルメディアの履歴
•	 払い戻し履歴
	•	 ファミリーアイデンティティの確認

最初のうちは、新規ユーザーへの融資は少額となりますが、ユーザーのスコアが上がっていくにつれ、限度
額も上がっていきます。ソーシャルメディアとファミリーアイデンティティは個人を証明するためのビッグデ
ータを構成します。
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5. 大規模なトークン販売

弊社の暗号通貨のPaycentos	 eウォレットとPaycent法定通貨eウォレットを実施し、統合するためには、特

別なリソースが必要となります。開発者から法務に至るまで、適正な人員を手に入れて基盤を構築するた

めには、更なる資金が必要になります。弊社は従来の方法で資金を募るのではなく、コミュニティが弊社の

暗号通貨と法定通貨をまたぐ世界での成功に参加してもらうことのできるよう、最初のPYN（Paycentos）ト

ークンの販売を提示します。実用的なトークンはPaycent内のデュアルeウォレットにて、暗号通貨から法定

通貨への換金が必要になったときにいつでもご利用いただけます。

5.1  提示内容

弊社は、公の購入のために作成された全PYNトークンの60％を2017年11月2日のシンガポール時間午前
9時から同年11月30日まで販売します。更なる19％のPYNトークンはTexcent社にてリザーブされます。1
％の報償用トークンはキャンペーンにて使用されます。10％のトークンはブロックチェーン技術やその
関連技術の学習と研究のために割り当てられます。またこの部分は、アジア・ブロックチェーン技術研究所
（ABIT）の公有地供与への財源としても充てられます。ABITのビジョンは、プロジェクトのために快活な精
神を築き上げることにあります。残りの10％のPYNトークンは長期の関係を築き上げるために創業者と従
業員、早期の投資家と提携グループにて配分されます。

ABITを建設することを除いても、弊社はやがてはブロックチェーンコミュニティに貢献し、利益をもたらす
であろう熱意のある開発者のためのアカデミックな研究と教育のクラスのための財源とする予定です。フ
ィリピンやその地域でブロックチェーンコミュニティを大きく形成することで、ABITは複数のブロックチェ
ーンタイプと関連技術の研究を確立することができるでしょう。ブロックチェーンとその派生したクラスは
興味を持った生徒や開発者に対して開催され、やがてブロックチェーンの協議会が形成され、コミュニティ
内で意見を交換し、大衆に気付きをもたらすようになるでしょう。
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各PYNトークンは1：600ETHにて販売されます（1ETHにつき600PYNとなります）。他の暗号通貨は購入の
為、ETHに変換されます。投資の最小額は0.025イーサリアムです。

上限は450,000ETHとします。弊社のトークンセールまでにこの総額に達した時、セールは終了します。総額
が上限よりも少ない場合は、上限額になるようレートを適用させます。

5.2 PYNトークン所有者への報償
PYNトークンの所有者は33％のPaycent	 eウォレットによる暗号通貨から法定通貨への換金レートまたは
その逆の変換の際の報酬を集合的に獲得します。最初は四半期ごとに、PYN所有者に対してETHにて報酬
が支払われます。

Paycentデビットカードユーザーは、使用ごとに0.1％のロイヤルティーがPYNにて払い戻しがなされます。
（クレジットカードのキャッシュバックと似たような構造です。）このことで、第二のPYNトークン配分が生
み出され、PYNの価格がサポートされ、また価値が向上するためのマーケットを生成することになります。

オープンマーケットでのPYNトークンの成長の為、このセールの後にPYNトークンは新規に作成をしませ
ん。

PYNトークンの所有者はPaycentレンダーにて小口融資の合計33％の報酬を受領できます。これは四半期
ごとに、PYN所有者に対してETHにて支払われます。



7

6. 利用ケースシナリオ

Paycentosはデジタル通貨を買ったり売ったりするときや、いつでもPaycentカードで買い物をしたいとき
に、最も便利な最先端のウォレットです。ユーザーの皆様のウォレットを、現金やカード、銀行送金や法定
通貨から同等のBitcoinやイーサリアムをリアルタイムに換金することで常にいっぱいにします。

1. 法定通貨をBitcoinやイーサリアムへ、またその逆へリアルタイムに変換。

Tomは結婚式のプレゼントとして友人からBitcoinを受け取りました。今まで、彼は何て無駄なものをもらっ
てしまったんだと不機嫌になっていました。Paycentosを使えば、TomはBitcoinを現地の法定通貨へと原
則リアルタイムに変換できるのです。

2. 現金のことを気にしないで世界中のどこへでも旅行へ。

Paycentカードを使えば、200を超える国の3600万を超えるショップで現地通貨の心配をせずに支払いが
できます。Paycentos	 eウォレットはカードをスワイプすることで、お持ちのBitcoinやイーサリアムを現地の
通貨に換金できます。更に、手数料をおさえて現地のATMから現地通貨を引き出すこともできます。

3. 支払いを分ける、または友人に払い戻す。

借金にお別れをしましょう。Paycentアプリケーションはご友人と支払いを分けたり、手数料なしにすぐに
法定通貨やデジタル通貨で払い戻しができます。
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4. アラブ首長国連邦で働くフィリピン人労働者

JJonはドバイに住んでおり、彼の母親はフィリピンにいます。毎月、Jonは貯金を少しずつ母親へ送ってい
ます。彼は今まで通例通りにMoneyGram社やWestem	 Union社等の送金会社へ行っていました。長い行
列と相当な手数料に辟易した彼は、手数料が少なく、かつ迅速に送金ができる手段を探していました。

彼はPaycentにふとしたことから出会います。彼はPaycentデビットカードを母親のために契約しました。
彼女はそのカードを10万を超えるショップやフィリピンのサリ・サリ・ストアで使用しました。また、彼女は
現金が必要な時はATMで引き下ろしました。残高が足りなくなったときは、Jonはすぐに法定通貨やデジタ
ル通貨で口座をいっぱいにできました。

なぜなら、送金はブロックチェーンで、リアルタイムに実行されているためです。また、送金に掛かる費用は
ほとんど最低価格に近かったのです。Jonは気兼ねなく生活を送ることができるようになりました。

5. 暗号通貨入門の障壁を排除

Jiaはベトナムに住んでいます。彼女は一生懸命に働き、家族のために貯金をしました。法定通貨の頻繁な
変動のため、彼女はベトナムドンでの貯金に心配していました。銀行は預金を現地通貨でのみ認めていま
した。彼女は、別の信頼できる解決策を探していました。

とができ、電子口座開設手続きをわずか5分以内に終えました。彼女は送金をせずにアプリケーション上で
できることへの可能性に驚き、Paycentosウォレットにデジタル通貨を貯め、原則としてリアルタイムにデジ
タル通貨を法定通貨に変換ができました。

彼女はブロックチェーン技術について何も聞いたことはなかったのですが、Paycentアプリケーションは
Jiaに技術を心地良く利用できるような場所を提供しました。彼女は正しい選択をしたと感じました。

大勢の人々のための、暗号通貨への一歩
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7.2 用途

7.1 タイムライン
7. マイルストーン
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• 送金用とウォレットライセンス、バンキングライセンスとフィリピンの2銀行を入手するため

45,000	ETH

これにより、Texcent社が現行の銀行システムに対して完全に適用できるようになります。現在、Texcent社
は香港、シンガポール、マレーシアのライセンシングに取り組んでいます。完全なバンキングライセンスに
より、Texcent社は交換費用と送金費用を低めることができるようになります。更に、Texcent社は現地ユー
ザーに対して現地のカードとロイヤリティについて交渉に関してよりよい立場を保つことができるようにな
ります。フィリピンにおいては、二つの銀行を獲得、合併してPaycentをそのオンラインでの存在が可能と
なるよう第二段階の話し合いを展開しています。これは、マイクロファイナンスと銀行口座を持たない人々
に対する基礎的な銀行システムの提供が可能になることを意味します。USはTexcent社にとって大きなポ
テンシャルを持った市場ですので、全50州で完全な銀行システムをライセンスするためには相当な運転
資本が必要となります。

• ユーザー獲得とマーケティングプロモーション

157,500	ETH

こちらは、法定通貨の世界に対して暗号通貨の有益さと、Paycentosが通常の法定通貨ユーザーにとって
暗号通貨の世界へ踏み込むことやリアルタイムに毎日の用途に対して法定通貨への変換ができる旨を説
明することを容易にするために使用されます。我々は、法定通貨のエコシステムにおいて富の割合が高く、
「デュアルな」eウォレットの使用を用意とするであろう湾岸協力会議諸国をターゲットとすることになるで
しょう。

• 国家向けオペレーションと営業社員

90,000	ETH
	
Paycentが暗号通貨と法定通貨の両方をまたぐ時、オフィスが必要となり、またパートナーシップとショップ
獲得のための営業社員が必要となります。こちらは、Paycentが繁盛しているショップと、暗号通貨や法定
通貨で支払いをするユーザーのための決済の実行先を入手することを可能とします。我々は9つの国をタ
ーゲットとしており、それぞれの国でオペレーティングコストとして10,000ETHを使用しています。

•  ショップ獲得と戦略的パートナーシップ	

こちらは国内市場において暗号通貨の使用と交換の両方を可能にする、ほぼ即時のマーチャントエコシス
テムをPaycentユーザーに提供するための戦略的パートナシップのために使用されます。更に、我々の営
業社員が現地の「こぢんまりとした」店舗へ、Paycentos暗号通貨とPaycent法定通貨を利用できるPaycent	
mPOSを勧誘するために利用されます。これは、Paycentユーザーにとってマーケットエコシステムが隣人
になることを意味します。
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• technical development and integration costs

67,500	ETH
	
Integration	with	Blockchain	exchanges	is	highly	technical	and	requires	the	resources	of	skilled	
engineers	to	build	and	execute.	The	initial	resource-intensive	project	will	be	to	build	an	abstraction	
layer	that	allows	future		exchanges	to	“plug	and	play”	with	our	Paycent	dual	e-wallet	framework.	All	
other	integration	cost	will	be	for	our	e-wallets	to	be	integrated	into	“brick	and	mortar”	institutions	such	
as	utility	companies,		cable,	schools	and	local	area	governmental	agencies.	Retail	and	ecommerce	sites	
will	be	integrated	via	regional/local	aggregators.

8. 製品情報

Texcent社では、完全にモバイルでキャッシュレスな取引のグローバルリーダーとなること
を目指しています。

8.1 PaYceNtとは
Paycentはシンガポールに本拠地を置く、完全に統合されたモバイルアプリケーション開発に身を捧げて
いるTexcent社によるフィナンシャルプラットフォームです。Paycentは完全にモバイルでキャッシュレスな
取引のグローバルリーダーとなることを目指しています。Paycentはすべてバーチャルな経路でもって動作
しており、2つのアプリケーションから構成されています。一つはユーザー用、もう一つはショップ用です。我
々はユーザーとショップの両方に安全で便利なデジタル決済プラットフォームを提供することで、資金を
受け取り、買い物や支払いをキャッシュやクレジットカードを利用せずに実行できます。
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8.2 PaYceNtoSとは

Paycentosは法定通貨と暗号通貨をシームレスに交換することのできる暗号化されたウォレットです。Pay-
centos	 eウォレットはユーザーがスマートフォンや200か国以上3600万地点以上で利用可能なPaycentデ
ビットカードを通してブロックチェーンの強みを利用して買う、貯める、送金する、そして支払うことを可能
にする、大規模なゲームチェンジャーです。

Paycentはユーザーへ多くのブロックチェーンアセットへのアクセスと法定通貨へのリアルタイムなアクセ
シビリティと便利さを提供することを探求しています。それらは産業における最も高度なセキュリティスタ
ンダードに深く関係しています。

Paycentアプリケーションが分散化プラットフォームとして開発されたことで、ユーザーや事業主はシーム
レスなアセットの交換をお互いに実行できます。これは、現在のマーケットにおける集権化によるリスクと
不正行為を撲滅することになります。

The	crypto	asset	to	fiat	conversion	takes	place	automatically	at	the	time	of	transaction.	The	Paycent	
App	itself	functions	as	an	exchange	where	users	can	conveniently	convert	all	types	of	blockchain
assets	into	Paycentos	tokens	and	vice	versa	without	any	service	fee	incurred.	Users	can	choose	among	
the	different	crypto	assets	for	any	particular	transaction	or	purchase	from	the	Paycent	App.
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製品のアドバンテージ

	・マルチアセット（Paycentosウォレットにより、どのブロックチェーンアセットとも互換性があります。）
	・資産は暗号通貨としてPaycentosウォレット内に残ります。
	・対外通貨との交換や取引に際し、最善の手数料で利用ができます。
	・分散化され、信頼のおけるストレージがあります。
	 ・3600万のオンラインでの利用可能なポイントがあり、またオフラインでも200か国でグローバルなアク
セスが確保できます。
	・PaycentosでFOR	EST社への賃料がすべて支払い可能。

ユーザーは購入後とに0.1％の報酬を獲得します。このインセンティブはユーザーに対してフォームから毎
月、追加でPYNトークン所有者となり、とトークンの持つ更なる秘めた利益を所有するチャンスをもたらし
ます（「Paycentの初期トークンセール」をご覧ください）。今後、Paycentはリアルタイムに配布、リワードを
付与する予定です。
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8.3 PaYceNt mPoSとは

PaycentmPOSにより、ショップはPaycentの暗号化ウォレットユーザーや他のプライベート暗号通貨ウォレ
ットを利用する人々から暗号通貨を受け入れる自由を手にします。このことで、ショップはリアルタイムに
暗号通貨のまま保持するか、法定通貨に換算するかの選択肢を提供することになります。通常のカード用
記憶データレジスタは暗号通貨のエコシステム内では取引を保存できます。これはキャッシュレスに移行
したいショップへマージンを追加しますが、カード会社や銀行からの高いチャージ料金がそれを制約しま
す。

mPoS - 拡張版

すべての領域のすべてのショップに対し、暗号通貨の受け入れをスケールしていくため、我々はPaycentos
暗号化ゲートウェイを作り出しました。これは既存のPOSシステムにVISAやマスターカード、AMEX、JC-
B、Union	 Payや暗号通貨での支払いを回収する利益を追加するものです。適合したカスタマイズが賃貸
業、ホテル業そして旅行業にて利用できます。mPOSはWebやAndroid、iOSにて利用できます。我々のゲー
トウェイやmPOSを利用しているショップはプラットフォーム上にてカテゴライズ、リスト化されます。追加
として、ショップは製品やサービスを世界中の大勢の暗号通貨ユーザーに宣伝することができます。
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インハウス取引は米ドル、ユーロ、英ポンド、シンガポールドルそして他に対してのPaycentマーチャント
プラットフォームにおける競合性を持ったレートを提供するための大切な要素です。我々は法定通貨に対
し、暗号通貨を獲得できる最低レートを提供します。システムにてカバーしている通貨は以下の通りです。
ユーロ、米ドル、英ポンド、シンガポールドル、マレーシアリンギット、ウォン、その他も追って追加予定で
す。
	
Onboarding	of	Merchants	take	no	longer	than	24	hours.	Technical	bandwidth	for	merchants	to	inte-
grate	the	gateway	takes	1-2	hours	and	there’s	total	technical	support	provided	during	the	develop-
ment	phase.
	
ショップ側の利点として、これ以上MDRのために多くの手数料を払う必要がなくなり、グローバルな視点で

ブランディングやプロモーションを考えることができるようになります。
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8.4 PaYceNtデビットカード
暗号通貨をいつでも、どこでも利用可能に

Paycentはユーザーへ多くのブロックチェーンアセットへのアクセスと法定通貨へのリアルタイムなアクセ
シビリティと便利さを提供することを探求しています。それらは産業における最も高度なセキュリティスタ
ンダードに深く関係しています。

ユーザーはPaycentカードを物理的に、または仮想のものとして発行され、Paycentosウォレット（カードに
リンクされています）によるデビットカードは同時にクレジットカード、デビットカードや銀行送金からチャ
ージが可能です。現在、ウォレットはBitcoin（BTC)やイーサリアム（ETH）、Dash（DASH)といったブロックチ
ェーンアセットを利用したERC20規格のトークンとその他複数のデジタルアセットにてチャージが可能で
す。バンキングライセンスを獲得した後に、デビットカードはクレジットカードとして利用ができるようにな
ります。

銀行口座を持たないユーザーはキオスクや預金機などを利用してPaycentoウォレット、更にはPaycentos
ウォレットに送金することができます。現在、法定通貨は暗号通貨へ変更することができます。暗号通貨は
オンライン、オフライン両方で使用を楽にするデビットカードによって運用ができます。
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Paycentカードのシナジーと世界的に有名なカードを発行、プロセスする戦略的パートナシップにとって
も、200か国の3600万の使用が認められている場所でいかなるサービスに対しても取引や支払いを行うこ
とができるユーザーに対して便宜を図ることができるようになります。更に、ATM端末から現金を引き出す
こともできるのです。

Paycentユーザーは所有するBTCやETH、DASHやERC20規格のアセットをPaycentデビットカード（Pay-
centosウォレット）を経由して、利用が承認されている場合はどこでもオンライン、オフライン両方で利用す
ることができます。

Paycentアプリケーションが分散化プラットフォームとして開発されたことで、ユーザーや事業主はシーム
レスなアセットの交換をお互いに実行できます。これは、現在のマーケットにおける集権化によるリスクと
不正行為を撲滅することになります。

暗号通貨から法定通貨への変換は取引の際に自動的に行われます。Paycentウォレット自身が取引所とし
て機能し、手数料なしに手軽に、ブロックチェーンアセットをPaycentosトークンへ、またはその逆へと変換
することができます。ユーザーはPaycentウォレットから特定の取引や購入に対する異なった暗号通貨を
選択することができます。ユーザーは複数の暗号通貨対応ウォレットを作成るつのと同時に、仮想のPay-
centデビットカードを同時に生成しており、Paycentアプリケーション上で確認できます。実物のカードはア
プリケーションから注文ができます。

Paycentアプリケーションユーザー間で暗号通貨を送ることは無料かつリアルタイムに実行でき、通貨は
受け取り側のPaycentデビットカードで利用できます。

第一弾となる1万枚のPaycentデビットカードはアジア太平洋地域、CIS、EUそしてイギリスにて2018年4月
10日から2018年4月30日までの間にリリースされます。この1万枚のPaycentデビットカードはソリテール
カード、サファイアカード、ルビーカードに分類されます。Paycentソリテールまたはサファイアデビットカ
ードは500ETH以上と100ETH以上の早期貢献者に対してそれぞれチャージフリーで発行されます。Pay-
centルビーカードはカード毎に15米ドルの発行手数料が発生します。
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1. PaYceNtソリテールカード
これは500ETH以上をプロジェクトにおいて投資した
Paycentos（PYN)トークン所有者向けの限定版です。1日の限度
額は100,000米ドルで引き出し限度額は諸々のトークン所有者
向け報償を除いて5,000米ドルです。カードの保証と配送料はか
かりません。

2. PaYceNtサファイアカード
これは100ETH以上をプロジェクトにおいて投資した
Paycentos（PYN)トークン所有者向けにデザインされました。1日
の限度額は50,000米ドルで引き出し限度額は3,000米ドルです。
カードの保証と配送料はかかりません。

PaYceNt デビットカード

3. PaYceNtルビーカード
このカードはアプリケーションからPaycentルビーバーチャルカ
ードとして生成され、注文することができます。スタンダードな
Paycentデビットカードで、使用限度額は5,000米ドル、引き出し
限度額は1,000米ドルです。
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8.5 PaYceNtoSリアルタイムフレームワーク

Paycentリアルタイムフレームワークレイヤーはアラブ首長国連邦中央銀行と連結させて構築することに
なる、取引の基幹部分です。UAECBとTexcent社の統合的なマネジメントで、Paycentosは取引所にて提出
された額を支払う必要があるでしょう。FOR	EST社と参加予定の不動産会社のエコシステムによって
Paycentosがデフォルトの暗号通貨として承認されたならば、Paycentosの需要と承認は確実なものとなる
でしょう。
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9.2 暗号通貨から法定通貨へのユーザーフロー

9.3 全体のフロー

9.1 法定通貨から暗号通貨へのユーザーフロー

9. ユーザーフロー
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10. 買い戻しと払い戻しプログラム

10.1 mPoS 使用で1.1%

(a)  Paycentosではない暗号通貨

•	 	1%がPaycentに事務手数料として掛かります。
•	 0.1％が市場から四半期ごとに直接買い戻すために使用され、買い戻した分は焼却されます。これはシ
ョップがmPOSを利用開始してから最初の5年間の間実施されます。その後、ショップのMDR利用料は1
％のみとなり、ショップは買戻しプログラムの対象から外れます。ショップのエコシステムを拡大してい
くため、買戻しプログラムに貢献してもらえるショップを永続的に増やしていく予定です。

(b) Paycentos暗号通貨

•	 	1%がPaycentに事務手数料として掛かります。
•	 1％はユーザーに「トークンバック」フォームから払い戻され、四半期ごとにPaycentos	 eウォレットに預
金されていきます。これはPaycentos	 eウォレットユーザーにPaycentosをデフォルトの安藤通貨として
切り替えてもらうことで、その需要を拡大していくことを奨励します。

	

10.2 mPoS mDR使用で1.5%

•	 1%がPaycentに事務手数料として掛かります。
•	 0.5％が市場から四半期ごとに直接買い戻すために使用され、買い戻した分は焼却されます。
•	 この買戻しと焼却によるPaycentosの有限供給で、Paycentosの保有量を減らし、そのことによりPay-
centosの価格向上の機会を訪れさせます。

•	 弊社はFOR	 EST社とPAYCENTOS	 Eウォレットを湾岸協力会議諸国の不動産賃料回収のための唯一の
暗号通貨Eウォレットとする合意を結びました。最初の5年間は、特別なMDRレートとなることを交渉し
ました。
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11. トークン販売概要

注意：

•	 Paycentは初期のトークン販売以後新規のトークン作成は実施しません。

•	 すべての売れ残ったPYNトークンは焼却されます。
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12. 業績
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13. オフィス所在地
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PaYceNtアプリケーションをチェックしましょう

我々の暗号通貨用Eウォレットはこの基本アプリケーションに統合されます。

パートナー

チーム
Sumedha	Goel
会長兼創業者

9年間にわたり、Asian	Investmentsグループ中東支部の共同創業者かつCEOでした。
彼女はデジタル通貨の将来を信じる、Bitcoinの早くからのファンでした。Sumedha氏
はavidのブロガーであり、現在は癌で亡くなった夫との人生という旅について本を著
しています。

Svetlana	Umarova
副会長兼共同出資者

Investmentsグループ中東支部の創業者かつ会長であり、企業が億ドルもの規模のコ
ングロマリットに成長するのを支えました。彼女はブロックチェインと暗号通貨がどち
らも我々の日常の中に統合されていくであろうと信じています。Svetlana氏は敏腕の投
資家であると同時に旅人でもあります。

Brian	Tan
代表取締役

決済に関する産業での活躍で証明された経歴をもち、戦略的パートナシップと企業開
発を経験しました。彼はサザンクイーンズランド大学を卒業した、確固たるプロフェッ
ショナルマネージャーです。Brain氏は

https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.texcent.paycent
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.texcent.paycent
https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
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Nitin	Gupta
最高執行責任者

9年以上の経験を持つ、決済とフィンテックのプロフェッショナルです。レベニューの拡
大、マーケットシェア拡大と、戦略的マーケティング、パートナーシップ、そして新製品開
発によるブランド力向上のエキスパートです。

Arthur	Munsayac
最高情報責任者

約20年のIT部門での役割と7年のAIG中東でのCIOの経験があります。彼はアラブ首長
国連邦やシンガポール、フィリピンのスタートアップに概念化からファイナライズまで
参加していました。彼は40人のプロフェッショナルのいるチームにて高いスキルでソフ
トウェア開発をマネジメントしています。Arthur氏は現在中央銀行のPCI	DSSに基づく
AWSインフラのセキュリティポリシーを磨いています。

Helen	Laylo
企業広報担当主任

16年もの人事と広報での広大な経験で、彼女は企業のアジアやその他全世界への影
響力を高めることを担当しています。彼女の為すすべてのことに対して、情熱をプロフ
ェッショナリズムを持っています。

彼女はコンピューター教育において学士号を取得しています。

Hassan	Alshiek
テクニカルリーダー

アプリケーション開発にて7年の経験を積んだ洗練された開発者です。

Vishal	Taneja
ビジネス開発マネージャー

Vishal氏は3.5年、実際に決済産業とコンシューマー市場の企業戦略分野において経
験を積んだ、ブロックチェーンと技術に熱い人です。彼は以前までMobiKwikウォレット
にてビジネス開発部門、インドのキャッシュレス社会構築のために働いていました。

彼はインド工科大学デリー校にて学士号を取得しました。
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Alexander	Virtucio
シニアソフトウェア設計者

7年のアプリケーション開発における経験で、彼は短納期の作業に対しても対応できる
チームメンバーです。彼はアプリケーション設計とインフラ設計に長けたソフトウェア
設計者です。Alexは4年以上もの間リードポジションに就いています。
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アドバイザー
Peter Bergstorm

2011年以来以来のBitcoinエコシステムにおける、早期の熱狂的な投資家で
す。2014年米国のBitcoin	 Foundationに伝道者として、そして基金調達者として参
加し、Bitblock	 ventures、ブロックチェーン、ICOとシンガポールに本拠を置くスマ
ートコントラクトの企業開発に参加しました。その前に、20年以上もMicrosoft本
部やソニー欧州のソフトウェアパブリッシングエグゼクティブとして、またロサン
ゼルスに本拠を置くGiant	Media	Groupの創業者兼CEOです。

aaron Lam

理事と企業金融、Aaron氏は20年以上のコーポレートファイナンス、税金と監査の
経験を持つシンガポールの人間です。彼はPrincewaterhouse	Cooper社にてキャ
リアを築き上げ始めました。税金監査部門にてタックスコンプライアンスと法定
と同様クライアントのための特別監査を複数の産業、石油やガス、エレクトロニク
ス、貿易、物流そして投資顧問の分野にて活躍しました。1996年から2007年の間
に、Aaron氏はVickers	 Balls社の企業金融、OUBの企業金融そしてPrincewater-
house	 Cooper社の企業金融にてアジアをまたいだ国境間送金のコーポレートフ
ァイナンスに携わりました。2007年に、Aaron氏はUBSの企業アドバイザーグルー
プに参加しました。彼は東南アジア地域を担当し、アジア内やその国々の間での
国境間送金に関した業務を担当しました。

 Surajh GV

17年以上、実際に海運と鉱物貿易の金融を経験しました。Blue	 Line	 Shipping	グ
ループのCFO、ドバイ/Alphard	 Maritimeグループのプロジェクト＆ファイナンス
アドバイザー、シンガポール、ドバイ、ムンバイ/Portdesk.comの理事、ノイダ、ド
バイ/DBC	Shippingのアドバイザー、ドバイ/Medsugar	Diabetic	Clinics	&	Vision	
Capital	NBFCにて活躍、チェンナイにて投資と伸張を担当。	

前職	-Emirates	Trading	Agency	LLCにてシニアファイナンスマネージャー、ドバイ	
-	アラブ首長国連邦の貿易会社にて9年間所属
•	 マドラス大学にて商学士取得
•	 インドの公認会計士
•	 ISACA公認の情報システム監査委員
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Susheel Balakrishnan

変身のチャンプ	-	個人と組織開発の洞察力に優れ、25年もの歳月をビジネスエグ
ゼクティブとして名を連ね、P&GやYum、KFC、Pizza	 Hutの中東、アフリカ、中華圏
やインド亜大陸にて活躍しました。20年以上複数民族のシニアビジネスリーダー
シップチームに所属し、複雑な人事やIT、ビジネスコンサルタント部門を担当しま
した。更に最近では、リーダーシップとマネジメント開発の練習を、クリケットアカ
デミーで実践しレストランコンサルティングでパターン化しました。それは、人材
と企業開発において企業家精神をもたらすものでした。メンターが立ち上げ、新
規の企業家の役員とアドバイザー、そして上級メンバーを準備する手伝いをしま
した。熟練された企業効率化とパフォーマンスマネジメント、才能開発とホスピタ
リティ溢れるカスタマーサービスへの経験が、小売業と高速移動財部門でもたら
されました。

E. Ahmad Altarawneh

An Excellence & quality Professional, Certified Design Thinker, Future Forecaster, 
Trends Analyst, Business Data Scientist, Use Case Expert in IOT & Responsive Smart 
City, Facilitator, SME Builder, Coach, Mentor, Professional Business Developer, Custom-
er Experience Designer, Strategy, Organizational Excellence, Learning & Performance 
Expert, Crisis, Emergency  & Disaster Management Expert, Professional Engineer, Peo-
ple With Disabilities & Inclusive Society expert, and Keynote Speaker.

• Graduated from the University Of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
• MBA from The University of Wales, U.K.
• Doctorate degree in Responsive Smart City from Walden University, USA.

Achievement, Association & Innovation  

• ASQ, APMP, PMI, RMC, KMI, EFQM, FIDIC, American Value Engineering Society 
(SAVE), The American Society of Civil Engineers (ASCE), The Arab Association of 
Engineers, ATD (previously ASTD), IIBA, Axilos, IIP and lately ICAO & IATA.

• 102 Use Cases in IOT, The Connected Concept & Blockchain
• Globalization of 68 Irish Companies into the MENA Region, and helped achieve 

over $180 million in contracts
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Rasool Verjee BA LLB

Opportunistic Serial Entrepreneur with a depth of experience in telecommunications, 
with an interest in emerging technologies and an extensive diverse global network. 

He holds degrees in Law from Cambridge University. His career has been marked by 
early adoption of emerging technologies recently focusing on blockchain’s disruptive 
potential to reshape and transform businesses and the growing public interest in
Bitcoin and cryptocurrencies.

He has delivered high returns on equity from start-up operations as evidenced by 
Telemagix, Canada’s first interactive Information service; Telepersonals that went on 
to become LavaLife Inc: North America’s leading provider of phone and online
Dating Services. World Phone Inc: that partnered with Tier One carriers including 
AT&T, Teleglobe Canada and Codetel; Atlas Telecom Network a leader in Wholesale 
VOIP Termination; MobileMiser Inc: a disruptive service helping consumers reduce 
their international cell phone charges.  

He is an Advisor to several companies planning to launch ICO’S and a partner in a 
Blockchain Consultancy company. 

Anupam Ratha

A domain expert in Security, Anupam has worked extensively in the areas of Digital 
Identity Authentication, and Online Fraud & Risk Management. With over 17 years of 
experience in product engineering, product management, business development, and 
project management, Anupam has built and successfully delivered security solutions 
to Financial institutions and Enterprises globally. As the co-founder and CTO of
EZMCOM, he is responsible for the design and delivery of many of the company’s
security products and technologies to its customers.

Anupam is an inventor with a U.S. Patent 8868909 and holds a degree in Computer 
Engineering from the Army Institute of Technology in India.

Jae Kim

Jae Kim is the founder of Coinmong.com, South Korea’s leading ICO news and reviews 
website. He is an entrepreneur and blockchain technology evangelist to Korea. He 
holds over 20 years of e-commerce experience in building websites in USA, Korea and 
China. He is also a Youtube influencer and an advisor to many successful blockchain 
projects.
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Justin Jovanovic

Justin is the Chief Operating Officer and equity partner of investFeed - the social
epicenter of the cryptocurrency community, which is currently in alpha and set to 
launch early Q1 2018. Justin is a master strategist, playing a a pivotal role executing and 
managing the direction of the investFeed community, focusing on partnerships, data 
analytics, marketing, community management, and growth of organic culture. Justin 
has been a part of several successful ICOs, including investFeed, and has a lengthy 
background in finance and traditional equities. Previously, Justin had created and
managed a disruptive software development and event sales company while
consulting for numerous NYC-based startups. Justin’s passions include marketing,
trading and investing, particularly in emerging technology, and in his spare time, Justin 
enjoys fitness, travel, and modern art.
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重要なお知らせ（免責事項）

「免責事項」「表明・保証条項でないもの」、「表明・保証条項」、「招来予想に関する記述に対する注意」、「
マーケット・業界情報を他社の同意はないこと」、「勧告でないもの」、「更なる情報や更新でないもの」、「流
通と普及の制限」、「安全性と登録を提供するものではないもの」、「リスクと不確実性」のセクションをお読
みください。

疑念が生じた場合は、取るべき行動を法務、金融、税金部門やその他のプロフェッショナルにご相談くださ
い。

PYNトークンはいかなる管轄の安全性をも構成するものではありません。このホワイトペーパーはいかな
る目論見書や提案書を構成するものではなく、またいかなる安全性や安全な投資の勧誘をするものでも
ありません。

このホワイトペーパーはどのPYNトークンの発行者、配布者（以下、「発行者」）も売却や購入の提案をする
ものではなく、いかなるプレゼンテーションも投資家との関係性や意思決定を促すものではありません。

発行者はTexcent	 Asia有限責任会社（以下「Paycent」）と関係しており、Paycentプロジェクトの資金のため
のPYNトークンの販売、ビジネス、業務を行うものとします。

PYNトークンの売買に関して、法的な契約や拘束をするものはおらず、このホワイトペーパーに基づいてい
る暗号通貨や他の種類の決済は存在しません。

発行者と購入者との間のいかなる合意もや売買の関係も、PYNトークン（このホワイトペーパーにて
言及されているもの）も、別個の書式（以下「TandCS」）によってそのような合意がなされるものとしま
す。TandCsとホワイトペーパーの間に生じたいかなる矛盾も、TandCsが優先されるものします。

このホワイトペーパーにて提示された情報は、政府の権威などによって調査、承認されているものではあ
りません。いかなる管轄の法や規制上の要求、ルールによって執行されるものではありません。このホワイ
トペーパーの公開と発行、配布は法や規制上の要求、ルールによって承認されたことを意味しません。

Paycentや発行者、そのビジネスや業務内容、PYNトークンやPaycentイニシャルトークンセール、
Paycent、Paycentos（このホワイトペーパーにて言及されているもの）にはリスクと不確実性があります。
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このホワイトペーパーのどの部分も「表明・保証条項でないもの」、「表明・保証条項」、「招来予想に関する
記述に対する注意」、「マーケット・業界情報を他社の同意はないこと」、「勧告でないもの」、「更なる情報や
更新でないもの」、「流通と普及の制限」、「安全性と登録を提供するものではないもの」、「リスクと不確実
性」の部分を付随することなく再生産、発行、配布はされません。

免責事項

最大限法や規制、ルールの適用範囲を広げるため、Paycentや発行者はいかなる間接、特別、不慮、偶発ま
たはその他のいかなる損失、不正に契約やその他（報酬の損失に限らず、収入や利益、利用やデータの紛
失）、このホワイトペーパーに起因したものに対しても責任を負いません。

表明・保証条項でないもの

Paycentと発行者はいかなる主体や個人に対しても、このホワイトペーパーにある情報に
対していかなる表明や保証をするものではありません。

表明・保証条項

このホワイトペーパーにあるいかなる情報へのアクセス、同意をした時点で（事情次第で）、以下の条項を
Paycentと発行者に表明したものとみなします。

(a)	 PYNトークンはいかなる安全性を保障されたものではないこと。

(b)	 PYNトークンはいかなる管轄の安全性をも構成するものではなく、このホワイトペーパーはいかな	 	
	 る目論見書や提案書を構成するものではなく、またいかなる安全性や安全な投資の勧誘をするも	 	
	 のでもないこと。

(c)	 このホワイトペーパーにて提示された情報は、政府の権威などによって調査、承認されているもの	 	
	 ん。このホワイトペーパーの公開と発行、配布は法や規制上の要求、ルールによって承認されたこと		
	 を意味しません。
	 	
(d)	 Paycentイニシャルトークンセールに取り掛かったとき、また将来のPYNトレードをどの暗号通貨で		
	 も実施するとき、Paycentや発行者、PYNトークン、PaycentイニシャルトークンセールやPayecntと	 	
	 Paycentosウォレット（それぞれこの白書にて記載があります。）から利益を得られると解釈し		 	
	 ていないこと。
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(e)	 (このホワイトペーパーの発行や配布はどの部分でもそのコピーでも、法や規制によってそれが制	 	
	 限されているものではありません。また、その際に関与が認められる場合、自身の責任においてそ	 	
	 れを実施すること。

(f)	 PYNトークンを購入するとき、以下のものとして解釈、翻
	 (i)			暗号通貨以上の通貨であること

	 (ii)			債務証書や株式、シェアはどの個人または主体（Paycentや発行者のどちらか）からおこなわれ	 	
	 								ていること。

	 (i)		権利、オプションまたは派生物はそれぞれ権利、オプションまたは派生物の観点から、

	 (ii)			損失を回避するための権利や契約、その他のものではないこと

	 (iii)		共有の投資スキームであること;

	 (iv)		ビジネス上の信頼のもの;

	 (v)			derivatives	of	units	in	a	business	trust;	or

	 (vi)		いかなるセキュリティやセキュリティの種別

(g)	 アメリカ、シンガポール、インドに居住、または国籍を持つ方は、PYNトークンを購入する資格がな	 	
	 いことを理解しました。

(h)	 操作、機能、使いかた、保管、移送メカニズム、また他の仮想通貨の特徴やブロックチェーンのソフ	 	
	 トウェアシステム、仮想通貨ウォレットとそれに関するトークン保管メカニズム、ブロックチェーン技		
	 術、スマートコントラクト技術に対する、基本的な理解があります。

(i)	 PYNトークンを購入したい場合、Paycent、配分者、各自のビジネス、オペレーション、PYNトーク	 	
	 ン、Peycent初期トークンセール、Peycantウォレットそれぞれにリスクがあることを理解しています。

(j)	 Pycentも配分者も不法行為、契約、またはその他の間接的、特別な損失（収入やデータなど利益の	 	
	 損失に限らない）、お客様の本ホワイトペーパーまたはその一部の承諾または信頼に起因	 	 	
	 または関連して発生した事故においても責任がないことに同意します。

(k) 上記のことや、保証はホワトペーパーまたはその一部へのアクセスと容認した時から、確実に、完全		
	 に、正確に、間違いのないものです。
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将来予想に関する記述に対する注意

ホワトペーパーに含まれるすべての表明、プレリリースでの表明、またはPaycentや配分者、それにまつわ
る代理人、役員または従業員に委託されたもの

歴史的事実の記述ではない配分者（その場合もある）は、「将来の見通しに関する記述」を構成します。これ
らの記述には、将来を見通すような「目標」、「ターゲット」、「予測」、「信念」、「できる」、「見積り」、「期待」、「も
し」、「意図」、「可能性」、「可能」、「プロジェクト」、「すべき」、	「する」、	「意志」または他の同様の単語から確
認することができます。これらの単語だけではありません。Paycentの配分者の財政状況、事業戦略、計画
および見通し、ならびに支払い、配分者が存在する業界の見通しに関するすべての記述は、将来の見通し
に関する記述です。Paycentの配分者の収益、または見通し、将来の計画、その他の予想される業界動向、
およびPaycentの配分者に関するホワイトペーパーで説明されているその他の事項に関する記述を含む
これらの将来に関する記述は、歴史的事実ではなく、予測にしか過ぎません。

これらの将来見通しに関する記述には、予見できる/できないリスク、将来の結果に影響を及ぼし得るPay-
centや配分者のその他要因、パフォーマンス、達成が含まれています。Paycentや配分者は、予測されるそ
の他の将来の結果、パフォーマンスや達成、将来見通しで表現されるものとは異なります。これらは以下の
ものを含みます：

(a)	 政治、社会、経済、株式、仮想通貨市場の状況の変化、またPaycentや配分者が独自のビジネスやオ		
	 ペレーションを実施する国;

(b)	 Paycentや配分者がビジネス戦略や将来計画をすることができない場合もあります;

(c)	 通貨と仮想通貨の利率、為替の変化;

(d)	 予測され得る成長戦略、Paycent	や配分者内での成長;

(e)	 それぞれのビジネスやオペレーションに関して、Paycentや配分者に支払われる手数料の変更;

(f)	 Paycentや配分者がそれぞれのビジネスやオペレーションを運営するために必要とする従業員の	 	
	 給与の変更;

(g)	 Paycentや配分者の顧客への好みの変化;

(h)	 Paycentや配分者が運営する競争条件の変更、およびPaycentや配分者がそのような条件下で競	 	
	 争する能力；

(i)	 Paycentや配分者の将来資本のニーズの変化、またそのニーズに対しての財務、資本的可能性；

(j)	 戦争または国際、国内テロ：

(k)	 自然災害、Paycentや配分者のビジネスやオペレーションに大きな打撃を与える神の悪戯のような		
	 破壊的な事象の発生；

(l)	 Paycentや配分者がコントロールしきれないその他事象；
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(m)	 Paycentや配分者のビジネスやオペレーション、PYNトークン、初期Peycentトークンセール
	 PaycentおよびPaycentosウォレット（それぞれホワイト・ペーパーで参照されている）に関連するリ		
	 スクおよび不確実性；

Paycentや販売代理店、またはPaycentや販売代理店を代理する代理人によってなされた、またはそれに
起因するすべての将来に関する記述は、そのような要因によって明示的に完全に示されています。	実際の
将来の業績、Paycentや配分者の業績が、ホワイトペーパーの将来の見通しに関する記述によって予想、表
現または示唆されたものと大きく異なる可能性があります。	 これらの声明について、	 リスクおよび不確実
性を考慮すると、これらの将来に関する記述は、このホワイトペーパーの日付時点でのみ適用されます。

Paycentや配分者、またその他の代理人は、Paycentや配分者の実際の将来の業績は、これらの将来の見
通しに関する記述で議論される通りであることを表明、保証しません。	 Paycentや配分者の実際の業績は、
これらの将来予想に関する記述とは大きく異なる可能性があります。

このホワイトペーパーに記載されているものは、Paycentや配分者の将来の業績または方針に関する約
束、表明、または引き受は、依拠するものではありません。	さらに、Paycentや配分者は、将来の発展、事象、
または状況を反映するために、これらの将来予想に関する記述を更新したり、これらの将来に関する記述
に改訂を公表する義務を負いません。	

市場と業界の情報と他人の同意

このホワトペーパーは、市場と業界についての適切な独自の調査、レポート、分析や公開されている市場
分析、また情報、出版物からの情報、予測を含みます。このような、調査、レポート、分析、市場調査、公の情
報、出版物は一般的に、

信頼できるが、含まれた情報に完全な確実さは保証できません。
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Paycentや配分者、その執行部、執行役員また従業員などには、名前や情報提供に際する同意をしていな
い人は、ホワイトペーパーには一切の情報が掲載さ入れません。ホワイトペーパーはそれらの情報の完全
な確実さにおいて、同意をしていない人物がまた同じ契約をする必要がないように、彼らによる発言、保
証、引き受けなどを一切含みません。

配分の制限と普及

ホワイトペーパーやその他の配布は、法律、規制および管轄の規則によって禁止または制限される場合
があります。	何らかの制限が適用される場合は、ホワイトペーパーやその他（場合によっては）を所有する
ことに適用されるすべての制限を、自己の費用でPaycentに責任を負うことなく、自身や配分者に通知しま
す。

ホワイトペーパーのコピーを配布、普及され、保有しているものに関しては、

他人に一切の配布を禁じています。ホワイトペーパーの複製や、そこに含まれている情報の拡散はいかな
る目的においても、禁止されています。

セキュリティと登録への禁止

このホワイトペーパーは、いかなる種類の目論見書またはオファリング書類を構成するものではなく、証
券の提供または任意の管轄区内の有価証券への投資勧誘を構成するものではありません。	いかなる人も
契約や拘束力のある法的約束を遵守することはできません。また、このホワイトペーパーに基づいて仮想
通貨やその他の支払い方法は受け入れられません。	PYNトークン（このホワイトペーパーで言及されてい
る）の販売および購入に関する契約は、そのような契約のTandCのみに支配され、他の文書は適用されま
せん。	TandCと本ホワイトペーパーの間に矛盾が生じた場合は、前者が優先するものとします。

このホワイトペーパーに記載されている情報は規制当局の審査または承認を受けていません。	法律、規
制要件、または管轄区域の規則の下でそのような行為が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、配布は、適用法、規制要件または規則が遵守されていることを意味するものではありません。

リスクと不確実性

PYNトークンを購入する可能性のある場合は、Paycent、配分者それぞれの事業と運営、PAYトークン、初
期支払いトークンセール、PaycentおよびPaycentosウォレット、PYNトークンを購入する前にこのホワイト
ペーパーとTandCに記載されているすべての情報に関連するすべてのリスクと不確実性に深く注意、検討
し、評価する必要があります	（それぞれホワイトペーパーで参照されています）。	このようなリスクや不確
定要素が実際の事態に発展した場合、Paycentや配分者の事業、財政状態、業績および見通しに重大かつ
悪影響が及ぶ可能性があります。	このような場合、PYNトークンの価値の一部または全部が失われる可能
性があります。
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