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1. 概要
ペイセントは同一なモバイルアプリの中から流動性の高いデジタル資産（例：ビットコイン、イーサリア
ム、ライトコイン）と名目貨幣で資金を管理することができるグロバルモバイル二重電子財布です。ペイ
セントを利用してデジタル資産の保有者は多様な経路で消費し、名目貨幣資産（SIP）とデジタル資産の
世界を行き来することができます。名目貨幣とデジタル資産を統合したモバイル財布と共にペイセント
カードのオプションで２００ヵ国家と３６００万この支点でペイセントの利用が許可されます。デジタ
ル資産から名目貨幣へのすべての変換は実時間で行われます。

2. 市場での私たちの固有なる強みと競争優位
デジタル資産の財布でありペイセント名目貨幣の財布の拡張版であるペイセントは既存の間隔を埋め
て名目貨幣とデジタル資産の完全なる生態系を創りあげます。ペイセントは実際に作動する製品であり 
私どもは確立されたネットワークと持続的に拡張する名目貨幣の生態系を保有しています。私どもは規
制ライセンスを確保しており現在あらゆる政府、銀行、会社とパートナシップの対話をお勧め、ペイセン
トとペイセントスの為にもっと大きいな生態系を作ろうとしております。私どもはすでにアプリで成功を
収めており財布の改善に完全に専念しております。 多くの面で進展した事項は次のとおりです。

2.1 規制ライセンス

私たちはアラブ首長国連邦、シンガポール、フィリピン、そして香港や英国で認可を取得する過程で、規
制免許を取得しています。 これらのライセンスで、私たちは各国で業務を開始し、ユーザーベースを構築
することができます。

2.2 銀行

フィリピンで電子マネー発行者ライセンスを取得

アジア太平洋地域 - アジア太平洋地域の既存の銀行とのM&A

これは銀行のサービスを利用していない人たちの為の小額金融と基礎銀行サービスをご提供致します子の戦略で私どもは
アジアに至るまでもっと沢山の支点を立てて大衆市場にもっと早く浸透することが可能です。
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3. ペイセントの背景
ペイセントはTexcent Asia Pte Ltd.(テクセントアジア有限会社)が開発したプログラムです。
シンガポルは会社本部が位置した所です。その理由は次の通りです。

シンガポルはピンテク文化が繁盛する所です。

シンガポル通貨庁(MAS, Monetary Authority of Singapore)
は新しいピンテクアイデアの培養に開放的です。 

南アジアはモバイルの浸透力が高い大変多い人口がおり銀行サービスを利用していない約６億２５００万名の人達はモバイ
ルママニに対し解放的です。

1. 政策研究捜査報告書 7255 グロバル ピンでクス データベース 2014 全世界金融接近度測定
     (http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf)
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Putting the World’s Money Into Perspective

4. 私どもが解決している問題  
4.1 デジタル資産を大衆に披露する

Texcent(テクセント)の主要目標の中で一つはデジタル資産市場/生態系を大多数の人たちに疲労することであります。大衆
はデジタル資産の経験がほとんどないはずでありデジタル資産を使ったり投資する所に接近することが容易ではなかったは
ずであります。さらには克服すべき新技術に対する恐れもあるでしょう。ペイセントアプリではユーザが右手で押してペイセ
ント電子財布を開ければ単純で滑らかなインターペースでデジタル資産を購買し消費したり、投資することができます。ボロ
クチェーイン/デジタル資産生態系のメリットとして名目貨幣市場の資本がデジタル資産へと莫大に流入され、生態系を拡張
するでしょう。デジタル資産がペイセントと二重電子財布を通して滑らかな変化と共に主流になることによってデジタル資産
保有者はもっと易しく受け入れるでしょう。

4.2 ユーザがデジタル資産を多様な経路で消費することを可能にする  

現在デジタル資産の制限要素の一つは生態系は成長しているけれども日常の生活で消費する経路が不足しているという点
であります。ペイセントのアプリでユーザは二重電子財布の中でデジタルを購買することができます。滑らかな統合のお陰で
私どもはデジタル資産が使われるチャンネルを増やしています。

4.3 デジタル通貨と名目貨幣をお互いに実時間で両替 
ペイセントの中で二重電子財布の円滑な統合によりすべてのデジタル資産から名目貨幣への両替は実時間の為替レートで
リアルタイミングで行われます。これはデジタル資産が変換されればペイセント名目貨幣の電子財布にすぐ反映されるので
大多数のユーザがデジタル資産へと冒険するのに当たって恐れや疑いを無くすことができます。
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4.4 銀行サービスを利用していないユーザは現金なしにも利用可能
  
銀行サービスを利用していない人達がペイセントハイブリットアプリを通して簡単な Iosや アンドロイドアプリでペイセント
カードに易しく接近することができます。このように金融サービスが含まれるので大衆は ATMの引き出しを含め２億ヵ所以
上の支店を抱えたペイセントカードと私どもの顧客ネットワークを通してデジタル世界へ参与することができます。ペイセン
トを通して私どもは銀行サービスを利用していない人達がだだ一つのアプリで名目貨幣とデジタル資産間の交換を手軽に
処理してデジタル資産で生活必須品を購買する通貨自由の最前線へ進むように助けてております。デジタル財布を通して現
金なしの社会へと押し出される人口に金融接近性を提供することができます。

5. 大量のトークン販売
デジタルペイセント電子財布を実現して実時間ペイセント名目貨幣電子財布と統合する作業は特別な資源を必要とします。
開発者から法務チームに至るまで適切な人員を雇わなければならないしインフラ開発には追加資金が必要であります。私ど
もは伝統的な方法を通して資金を募金する代わりに PYNトークン（ペイセントス）の初期トークン販売を提供しております。こ
れをっ通して コミュニティはデジタル資産と名目貨幣の世界を行き来する私どもの成功に参与することができます。 ユーテ
ィリティトークンはデジタル資産にて名目貨幣に 両替が必要な時に応じてペイセントの二重電子財布の中で使用することが
できます。

5.1 提供事項

PYNトークンの総供給量は１億個のトークンです。
ICO期間に４２００万個のトークンが販売されました。

75% 
トークン保有者

14% 
予備金

5%  
プロゼクトチーム

5%  
教育および研究

1%  
報奨金
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6. 使用事例-シナリオ
ペイセントすはペイセントカードを持って必要に応じて消費し、デジタル資産を売買するのに一番便利な最新財布です。ユー
ザは自分のペイセント財布に現金、カード、銀行振込を通して現地通貨を入金した後、その名目貨幣を同等な価値のビットコ
インやイーサリアムに実時間変換することができます。（ペイセント財布に入金したすべての残高はUSドルで換算され、財布
にはSIP（＝USドル高）という名目貨幣で表示されるようになります。）

1. 名目貨幣とビットコイン/イーサリアム イサリウム間の実時間変換

トムは友人から結婚のプレゼントとして幾つかのビットコインをもらいました。彼は今まではそのプレゼントが使い物になら
ないと不平を言いました。しかし彼はペイセントすを通してビットコインを現地の￥名目貨幣に変換しました。

2. 現金の心配なく世界何処でも旅行

ペイセントカードを利用して現地通貨に対する心配なく２００国家の３６００万以上の加盟店で支払いすることができま
す。ペイセントハイブリドアプリはビットコイン/イーサリアムを現地通貨で変換してくれます。さらにはカードを使って何処の
ATMでもそれほど高くない両替手数料だけを支払えば現地通貨を引き出すことができます。

3. デジタル資産を全世界で送受信する

ペイセントアプリで世界何処でも手数料なしにデジタル資産をすぐ送ったり受け取ることができます。
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4. アラプ首長国連邦に暮らす フィリピンの労働者

ゾンはドバイに暮らしており彼の母親はフィリピンで暮らしています。ゾンは毎月貯蓄したお金の一部を母親に送ります。ゾ
ンはマニグラム(MoneyGram)と(Western Union)のような伝統的な資金振込み会社を利用するなどして来ました。長く待た
なければならないし高い手数料を支払わなければならないのに飽きてしまったゾンは、安い手数料を支払い素早く送金でき
る信頼できる支払い手段を探し始めました。

ゾンは偶然にペイセントを知るようになり母親がペイセントルビカードを利用できるようにしてあげました。ゾンの母親はフ
ィリピンにいる１０万個を超える加盟店とサリサリ(Sari-Sari) 店でカードを使って支払います。又、何処の現地のATM機でも
必要な時に現金を引き出します。カードの残高が不足するだびにゾンは名目/デジタル資産で母親のカードを充電します。送
金はブロクチェインの中で行われるので実時間で送金が進行されます。また、送金手数料がえらい低いのです。ゾンはこれ以
上心配なく幸せに暮らしています。

5. デジタル資産への進入障壁を崩す。

ジアはベトナムにて暮らしています。ジアは熱心に働きながら家族のために貯蓄することを願っています。ベトナムの通貨価
値がだびだび変動するのでジアはベトナムの貨幣であるドン(VND)で貯蓄することに対し常に不安を感じます。銀行は現地
通貨だけでジアのお金を貯金してくれます。ジアは信用できる対策を物色してきました。

ジアはペイセントアプリを登録して５分以内に電子身元証明をすることができました。アプリで資金を送金すること意外にも
できることがあることに愕きを隠せないジアはペイセントの財布にデジタル資産を保管して実時間で名目貨幣に変換するこ
とができました。

ジアはブロクチェイン技術に対して全く聞いたことがないのですがペイセントアプリで楽にブロクチェイン技術を利用するこ
とができました。ジアは正しい選択をしたと感じています。

一般大衆のためのデジタル資産への一歩
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7. 日程表

8. 製品情報

“Texcent(テクセント)にて私どもは完全なモバイル及び現金なし取引でグロバルリーダを目標とします。”

8.1 ペイセントとは？

ペイセンとは Texcent(テクセント)가投資した金融プラットフォームです。
Texcent(テクセント)は完全に統合されたモバイルアプリを提供する為に努力するシンガポル所在会社です。ペイセントは完
全なるモバイル及び現金なき取引の為のグローバルリーダを目標としています。ペイセンとはすべてが仮想チャンネルで作
動しておりユーザ用のアプリと加盟店用のアプリの二つのアプリで構成されています。私どもはユーザと加盟店の両側に保
安が維持され便利なデジタル支払いプラットフォームを提供致します。従って資金を送受信して、現金やクレジットカードを
使わずに計算書の金額をお支払いすることができます。

ペイセント名目貨幣財布
開発

分岐 シンガポル、フィリピ
ン, 香港に対する資金ライ

センス申請

分岐 ペイセントデジタル
資産財布開発 シンガポル通貨庁(MAS) 

送金ライセンス許可

日 トークン販売 ペイセントハイブリドアプ
リ発売 

フィリピンでEMIライセン
スを取得

ペイセントカード発売

アジア太平洋地域の既存
の銀行構造との合併およ

び買収
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8.2 ペイセントカード 
ペイセント財布からいつでも何処でもデジタル資産を使用することができます。

ペイセントカードは業界で一番高い保安基準を準守すると同時にユーザが実時間接近性と便利さで多様なブロクチェイン
の資産と名目貨幣に接続することができるようにすることを目標にします。

ユーザはペイセントカード（物理的に及び仮想で）を発給されます。このカードはクレジットカード、キャッシュカード、銀行振
り込みなどを利用して入金/充電することができる（カードと連動する）ペイセント財布としても同時に作動します。ペイセント
財布は現在 ビットコイン(BTC), イーサリアム(ETH), ダッシュ(DASH), のようなERC20系ブロクチェイン資産はもちろんほかの
価値あるデジタル資産をも使って充電することができます。

銀行サービスを利用していないか充分に利用できないユーザたちはキオスクや現金預金機のような経路を使ってペイセン
ト財布を充電することができ、さらにペイセント財布に転送することができます。いまや名目貨幣はデジタル資産に変換する
ことができるようになりました。そうれでオンラインとオフラインであらゆる便利施設を利用することができるペイセントカー
ドでデジタル資産を統制することができます。

ペイセントカードのシナジーと世界的に有名なカード発行および処理会社との戦略的パートナーシップにより、ユーザーは
200カ国および3,600万の加盟店（受け入れポイント）にわたるあらゆるサービスの取引および支払いが可能になります。さ
らに、ATM端末機から現金を引き出すこともできます。
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ペイセントのユーザーは、カードが受け入れられるオフラインとオンラインのチャンネルでペイセントカード（ペイセント SIP 
財布）を通じてデジタル資産を使用することができます。

ペイセントアプリは分散プラットフォーム上に構築されているので、ユーザーと企業は自分たちの資産を互いにスムーズに
交換することができます。これは現在、市場における中央化されたソリューションで見られるリスクと不正を根絶します。

デジタル資産から名目貨幣への変換は取引の際に自動で行います。ペイセントの財布それ自体はユーザがすべての有形の
ブロクチェインの資産をペイセントストークンに、そしてその反対に、一切の手数料なく便利に変換できる交換所として機能
します。ユーザはペイセントのアプリで特定した取引又は購入の為にあらゆるデジタル資産の中から選ぶことができます。ユ
ーザは多重通貨財布が作られる時、ペイセントアプリで同時に生成され、表示される仮想のペイセントカードを取得します。
アプリ自体から物理的ペイセントカードを注文することができます。 多重デジタル資産財布が生成されている間に、ユーザ
は同時に仮想支払いカードを生成してアプリで見ることができます。ペイセントカードはアプリ自体の要求事項にしたがって
注文することができます。

モバイル財布保有者はペイセントアプリのユーザの同士で無料で実時間にデジタル資産を送金することができます。

ユーザはペイセントハイブリドアプリの中から注文することができる物理的カードを得ることができます。２００００個のペ
イセントカードが１次に先着順で順番通りに配布される予定です。

ペイセントルビカード 

.このカードはペイセントルビ仮想カードとしてユーザーがア
プリから生成することも、注文することもできます。 これは、1日
の支出限度額が5,000米ドルで、出金限度額が5,000米ドルで
ある標準のペイセントカードになります。
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9.1  デジタル資産から名目貨幣へのユーザーの流れ

9.2  全体の流れ

9. ユーザの流れ

Paycent Debit Card
36 Million Outlet s

Conver t

Pa ycentPa ycent

BT C USD
(1.5% fee in PYN)

1000 USD0.2 BTC

100
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10 PYN(ペイセントス) トークンでもらう追加メリット 

10.1 2018年 9月 15日から PYN 保有者に現金バック 

ペイセント財布の取引で手数料を現金バック

ペイセントアプリにペイセントストークン（ PYN）を保有するユーザは外貨取引と出金手数料に対しペイ
セントカードで取引する場合に割引利点を受けるようになります。次はペイセントアプリの中に保有す
る PYNの個数を基準にして等級に従う利点を表す表です。

米ドル高であるSIPをデジタル資産に変換したり、その逆の手続きをする際にかかる手数料をPYNで支
払えば、取引税の50％が割引されます。PYNトークンを使用して支払う場合、Paycentアプリ内の取引手
数料は標準の1.5％ではなく0.75％になります

利用約款適用**
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10.2 ２０１８年９月１５日からポイント制度がスタート

エリートグループ会員制度 *

契約条件**

Paycentデジタル財布にPYNを保有するユーザーは毎月、保有するPYNの総額の1％（PYNの市場価格による）に当たる金額

をSIP(米国ドル高と同じ価値の法定通貨）の形で財布に受け取ることになります。 これは、比例率に基づいてユーザーのPay-

cent SIP財布に90日ごとに３か月分が入金されます。

1. グローバルペイセントイベントへの招待。（ 航空運賃とホテル滞在費無料

2. ペイセントのクローズドグループコミュニティに参加し
    ビジネスアイデアについてペイセントの経営  陣と対話するチャンス。

3. 勤勉な人は、ペイセントが得る将来の発展の恵沢を受けるでしょう。

1. ユーザーは、報酬とキャッシュバックの対象となるためにはペイセントのデジタル財布に

    PYNを保管しなければなりません

2. 給付は毎月集計され、ペイセントのアプリの財布に米国ドル高の
    SIPの形でペイセントの   ユーザーに報酬が与えられます。

3. 取引および最高報酬を計算するために比例レートが考慮されます。

4. Paycentの財布に50,000 PYN以上を30日連続して保有したすべてのユーザーに対して
    その時点からからペイセントカードの手数料が０になります。

5. Paycent財布に50,000未満のPYNを９０日連続して保有しているすべてのユーザー
    に対してその時点  からペイセントカードの手数料が０になります。

)F
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11.  事務室の位置



14 14

ペイセントのアプリをダウンロードできる所

パートナー

チーム

Sumedha Goel (スメダゴエル）
代表 / 共同設立者

AIG(Asian Investments Group) 中東支部で9年以上に渡り共同設立者兼最高経営者（CEO）を務めてい
ます。スメダははビットコインの初期の投資家として、デジタル決済の将来を信じています。彼女は熱心
なブロガーであり、現在は彼女の夫を癌で失ったい後、人生の旅に基づいた本を書いています。

Svetlana Umarova (スベトラナウマロバ)
副代表 / 共同設立者

AIG(Asian Investments Group) 中東支部で9年以上に渡り創設者兼副社長として在職しながらこの会
社が数十億ドル規模の大企業に成長するのに助力しました。スベトラナは、ブロックチェーンと暗号通
貨が未来であり、その両方が私たちの日常生活に統合されると考えています。
彼女は要領ある投資家であり、旅行者です。

Brian Tan (ブライオンタン) 
最高経営者(CEO)

戦略的パートナーシップと企業発展の経験を持ち、決済業界で働く実績があります。ブライオンは南ク
イーンズランド大学を卒業した強力なプロのマネージャーです。ブライアンは、2013年以降、ビットコイ
ンの生態系に加わった初期投資家です。

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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Arthur Munsayac (アースモンサヤク) 
最高情報管理責任者(CIO)

AIG(Asian Investments Group) 中東支部のCIOとして、IT部門で20年近くの経験を持ち、7年以上の経験
があります。彼は、UAE、シンガポール、フィリピンのいくつかの新興企業に、概念化から最終化まで関わ
ってきました。彼は40人の専門家で構成された高度に熟練したソフトウェア開発チームを管理していま
す。 Arthurは、現在、中央銀行のPCI DSS基準に基づくAWSインフラ保安政策をを磨いています。

Helen Laylo (ヘレンレイロ) 
企業広報首席

人事・広報の分野で16年間にわたり豊富な経験を積んできた彼女は、アジアおよび世界各地で企業の
存在を確立する責任を負っています。彼女はすべての仕事に常に情熱と精力を注ぐ良く整った専門家で
す。彼女はコンピューター教育学士号を持っています。

ー教育学士号を持っています。

Vishal Taneja (ビシャルタネージャ)
事業開発マネージャー 

Vishalは、支払業界および消費者市場におけるビジネスおよび戦略分野での実務経験が3.5年以上のブ
ロックチェーン技術愛好家です。彼は以前に、インドを現金なき社会にする為のビジネス開発者として
MobiKwik財布製作に参与したことがあります。インドデリー大学工科大学で学士号を取得しています。
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諮問委員

Peter Bergstorm (ピータブグストム)

2011年以降、Bitcoinエコシステムの早期愛好家と投資家です。
2014年にBitcoin Foundation（米国）に伝道者と資金調達者として参加し、シンガポールに拠点を
置くブロックチェーン、ICOおよびスマート契約の企業開発会社BitBlock Venturesを設立しました。 
以前には20年以上にわたり、マイクロソフト（HQ）やソニー・ヨーロッパのソフトウェア出版社の役
員、そしてロサンゼルスを拠点とするGiant Media Groupの創設者/ CEOとして働いていたキャリ
アです。

Aaron Lam (アーロンラム)

企業の財務理事であるアーロンは企業財務、税金および監査分野で２０年以上の経験を持つシ
ンガポール市民です。彼はプライスウォーターハウスクーパースで経歴をスタートし、税金および
監査部署で法令だけではなく税金準守および税金関連の助言を遂行しました。石油・ガス、電子、
貿易、物流および投資管理のような多様な産業全般に至るまで顧客を対象に特別監査を実施して
来ました。 1996年から2007年の間、AaronはVickers Ballas 企業財務、OUB 企業財務
PricewaterhouseCoopers 企業財務で働いたのでありアジア各地の企業間の金融取引に関して
助言をしました。 2007年、アーロンはUBSの企業諮問団に合流しました。彼は主に東南アジア地域
を担当し、アジア地域内の中でこのような国家たちの多様な国境間の取引に携わっていました。
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Susheel Balakrishnan(スシルバラクシナン)  

革新チャンピオンとして洞察力に基づく個人および組織の開発に優れています。中東、アフリカ、
中華圏およびインドアジア大陸のProcter＆GambleおよびYum / KFC / Pizza Hutとの間で、１０
年にわたる幅広い経験を積んだ25年以上の経験を持つビジネス役員です。複雑なHR、IT、ビジネ
スコンサルティングの各部門を率いて20年以上にわたって多民族高位ビジネスリーダーシップの
メンバーに加わりました。より最近では、リーダーシップとマネジメント開発の実践を行い、クリケ
ットアカデミーを運営し、レストランコンサルティング事業と提携し、人的および組織開発に対す
る起業家精神を喚起しています。メントーが始まり新しい起業家が取締役、顧問、首席チームを立
ち上げる為の手助けをしています。サービスの効率性、業績管理、人材育成など顧客サービスに
対する深い専門知識をホテル、小売、急速に移動するパッケージ商品分野で提供しています。ing 
Packaged Goods sectors.  

Suraj GV(スラ GV)

17年以上にわたり、財務的背景を持つ海運および商品取引
の経験を積んでいます。

ドバイにあるブルーライン海運グループのCFO/シンガポール、ドバイ、ムンバイにあるAlphard 
Maritime Groupのプロジェクトおよび財政顧問/
Portdesk.com Noida & Dubai の社外役員（非業務執行取締役）/
DubaiにあるDBC Shippingの顧問/
投資拡大のためにChennaiにあるMedsugar Diabetic Clinics & Vision Capital NBFCと協力
以前は、ドバイにあるエミレーツトレーディングエージェンシーLLCの上級ファイナンスマネージャ
ー 、 UAEのトレーディングアンドシッピング会社で9年間勤務しました。

以前は、ドバイにあるエミレーツトレーディングエージェンシーLLCの上級ファイナンスマネージャ
ー 、 UAEのトレーディングアンドシッピング会社で9年間勤務しました。

 マドラス大学で貿易業学士号習得. 
 インド公認会計士資格証. 
 アメリカ ISACA 公認情報システム監査資格証.
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Anupam Ratha(アヌパムラタ)

セキュリティのドメイン専門家であるAnupamは、デジタルアイデンティティ認証、オンライン詐欺
と危機管理の分野で幅広く活動してきました。 Anupamは、製品エンジニアリング、製品管理、ビジ
ネス開発、およびプロジェクト管理で17年以上の経験を持ち、世界中の金融機関や企業にセセキ
ュリティソリューションを提供してきました。 EZMCOMの共同設立者およびCTOとして、同社のセ
キュリティ製品およびテクノロジの多くを顧客に設計して提供する責任を負っています。

Anupamは、米国特許8868909号の発明者であり、インドの陸軍工科大学でコンピューター工学
の学位を取得しています。

E. Ahmad Altarawneh(E. アマドアルタラネ)

優秀性および品質専門家、公認デザイン構想家、未来予測家、トレンド分析家、ビジネスデータ科
学者、IOT＆反応形スマートシティの使用事例専門家、進行者、SME作成者ー、コーチ、メンター、専
門ビジネス開発者、顧客経験デザイナー、戦略家、組織化の専門家、学習と行為の専門家、危機、緊
急＆防災専門家、専門奇術者、障害者と包括的な社会の専門家、基調講演者。

• 米国アラバマ州バーミンガムにあるアラバマ大学を卒業。

• 英国ウェールズ大学MBA

• 米国ワルデン大学のResponsive Smart Cityで博士号を取得。

業績、協会、革新  

• ASQ、APMP、PMI、RMC、KMI、EFQM、FIDIC、アメリカ価値工学協会（SAVE）、アメリカ土木学会  （ASCE）、アラブ  

技術者協会、ATD（以前のASTD）、IIBA、アクシルス、IIP最近ICAOとIATA。

• 連結されたコンセプトとブロックチェーンの使用例としてIOTで１０２件の使用事例 

• 68カ国のアイルランド企業をMENA地域へのグローバル化し1億8,000万ドル超の契約を達成
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Kim Jae (キム・ジェ)

キム・ジェは、韓国の主要なICOニュースとレビューのウェブサイトcoinmong.comの設立者です。 
彼は起業家であり、韓国にてブロックチェーン技術の伝道者でもあります。 彼は米国、韓国、中国
のウェブサイトを構築する上で、20年以上の電子商取引経験を有しています。 彼はまた、Youtube
インフルエンサーであり、多くの成功したブロックチェーンプロジェクトの顧問でもあります。

Justin Jovanovic(ジャスティンジョバノビク)

Justinは、現在アルファ版であり、2018年第1四半期初めに立ち上げられる予定であるcryptocur-
rencyコミュニティの社会的な震源地であるinvestFeedの最高執行責任者（COO）であり、株式パ
ートナーです。

ジャスティンはパートナーシップ、データ分析、マーケティング、コミュニティ管理および有機的文
化の成長に焦点を当てながら、investFeedコミュニティの方向性を実行し管理する中枢的な役割
を果たしているマスター戦略家です。JustinはinvestFeedを初めとするいくつかの成功したICOに
参加しており、金融および伝統的株式に対する長い経歴を持っています。以前に、ジャスティンは
NYCに拠点を置く多数のスタートアップ企業と相談しながら、破壊的なソフトウェア開発およびイ
ベント販売会社を創設し、管理していました。
ジャスティンの情熱には、マーケティング、トレーディング、投資、特に新興テクノロジーが含まれて
おり、余暇には、フィットネス、旅行、現代アートを楽しんでいます。
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重要告知（免責事項）

本セクションおよび下記の「免責事項」、「代弁および保証なし」、「ユーザよる代弁および保証」、「将来の見通しに関する注意事
項」、「市場および産業情報、他人の同意なし」、「 助言なし」 「追加情報又は更新なし」、「配布及び補給に対する制限事項」、「証
券や登録を提供しない」、「リスクと不確実性」の題目を注意深く読んでください。

お客様が取る行動と関連して疑いがある場合お客様の法務、財務。税金又はほかの専門助言者と相談してください。

PYNトークンは、いかなる管轄においても有価証券を構成するものではありません。
この白書は如何なる場合でも事業に対する説明書や提案文書ではなく証券提案書又はある管轄権の証券投資の勧誘を構成
するものでもありません。

この白書は、PYNトークンの販売代理店/ベンダー（以下「配布者」という）がPYNトークンを購入する提案を勧誘するものではな
く、また、その提示の事実も、契約書または投資決定の基礎をなすものでも、関連するものでもありません。

配布者はTexcent Asia Pteの提携会社であり PYN トクンのすべての販売進行を展開してペイセントのプロジェクト、事業および
運営資金を配分する予定です。

如何なる人も PYNトークンの販売および購入に関連してある契約や拘束力のある法的約束を執る義務、如何なるデジタル資産
やその他の支払い方法もこの白書に基づいて受諾されることはできません。

PYNトークンの販売と購買に関連して配布者と購買者の間、如何なる合意も（この白書に言及された通り）契約条件（約款）を提
示する別途の文書にだけ支配されます。約款とこの白書の間に矛盾が発生する場合は前者が優先するとします。

如何なる規制当局もこのペイセントに記載されている情報の審査または承認を行っていません。法律、規制要件、または管轄の
規則に基づいて行われたことはありません。この白書の出版、配布または配布は、適用される法律、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。

ペイセントおよび/または配布者と彼らのそれぞれの事業および運営、PYNトークン、ペイセントの初期トークン販売、ペイセン
トおよびペイセントス財布に関連するリスクおよび不確実性があります。 （この白書でそれぞれ言及された通り）。

この白書のいかなる部分もこのセクション及び以下の題目「免責事項」、「代弁および保証なし」、「ユーザよる代弁および保証」、
「将来の見通しに関する注意事項」、「市場および産業情報、他人の同意なし」、 「利用規約」、「 助言なし」 「追加情報又は更新な
し」、「配布及び補給に対する制限事項」、「証券や登録を提供しない」、「リスクと不確実性」を含めることなくカピ、配布又は補給
されてはいけません
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免責条項

該当法律、規則および規則が許可する最大限の範囲の中で、Paycentおよび/または配布者は購買者がこの白書または白書の
一部分を承諾、依存することに関連して又はそれに起因して発生した間接的、特別的、結果的又はほかの種類の損失、不法行
為、契約上又は違う場合（売り上げ、収入又は収益の損失、使用又はデータの損失を含めるがこれに限らない）に対して責任を
負わないことにする

代弁及び保証なし

ペイセントおよび/または配布者は、この白書で提示する情報の真実性、正確性，完結性と関連した代弁や保証、約束を含めて
如何なる法人や人に対してもいかなる形態の代弁、保証または約束もしないことでりむしろ否定します。

代弁及び保証

この白書の如何なる情報であれまたは（場合によって）その一部の所有に接近して/したり受容することに
より貴方はペイセント及び/又は配布者に次のように代弁し保証します。

(a)貴方はPYNトークンは如何なる管轄権でも如何なる形態でも証券でないことを同意し認定します。

(b) 貴方はこの白書が事業説明書やある種の提案文書でもなく如何なる管轄権の証券提案書又は証券投
資勧誘でもないことを同意し認定すると共にあなたは如何なる契約や拘束力のある法的約束を結ぶ義務
もないことと如何なるデジタル資産やほかの形態の支払いもこの白書に基づいて受諾されないという事
実に同意し認定します。

(c) 貴方は如何なる規制当局もこの白書に提示された情報を検査したり承認してないことと如何なる行動
も如何なる管轄権の法律、規制要件又は規則に従って成されていないこととこの白書の発行、配布又は補
給は該当法律、規制要件又は規則が法的に準守されたことを意味していないという事実を同意し認定し
ます。

（d）あなたはこの白書、ペイセント初期トークン販売の着手および/または完了、または未来にあるデジタ
ル資産取引所でPYNトークンの取引を、（この白書でそれぞれ記載されている通りに）ペイセントおよび/ま
たは配布者、PYNトークン、ペイセント初期トークンの販売、そしてペイセントとペイセントス財布の優秀さ
を示すものとして理解、解釈、と考えてはならないという点に同意して認め馬手います。

（e）この白書、その一部またはそのコピーの配布や普及またはあなたがそれと同じことを受け入れることは、あなたが所属す
る管轄権の該当法律、規制、または規則によって禁止されたりは制限されていません。所有に関連して制限事項がある場合は、
自分の経費負担で、そのようなすべての制限を準拠してこの時点でペイセントおよび/または配布者には法的責任がありませ
ん。

（f）貴方は、PYNトークンを購入したい場合にPYNトークンは次のように理解し、解析、分類、または取り扱いしてはならないこと
を同意するものとします。
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（i）デジタル資産以外の他の種類の通貨

（ii） ペイセントおよび/または配布者にも）いずれかの個人や法人が発行した債務証書、証券、株式

 (i)    そのような債務証書、証券、株式の権利、オプションまたは金融派生商品

 (ii)  差額を得るための契約の下の権利や利益を保証して損失を回避する目的で結んだ他の契約の下の権利

 (iii)  集合投資計画の単位

 （iv）事業信託の単位

 （v）事業信託の単位の金融派生商品

 （vi）その他の担保又は担保の分類品

（g）貴方は、米国の市民や住民（税金や他の基準で）または永住権保持者である場合、または、シンガポール市民や住民の場
合はPYNトークンを購入する資格がないことを完全に知って理解します。

（h）貴方は、デジタル資産、ブロックチェーンベースのソフトウェアシステム、デジタル資産の財布やその他の関連トークンの保
管メカニズム、ブロックチェーン技術、スマート契約技術の運用、機能性、利用、保管、転送メカニズムは、その他の金銭的特性
についての基礎レベルの理解を持っていると存じます。

（i）お貴方は、PYNトークンを購入したい場合は、（白書にそれぞれ記載されている通り）ページセント、配布者、それぞれの事業
と運営、PYNトークン、ペイセント初期トークン販売、ペイセントとペイセントス財布と関連するリスクがあることを完全に認識し
理解するとします。

（j）お客様は、ペイセントや配布者の誰でも貴方がこの白書または白書の一部を受け入れるか、または依存することと関連し
て、またはそれによって発生する間接的、特殊な、偶発的、結果的または他のいくつかの種類の損失、不法行為、契約上または他
の場合（売り上げ、収入または利益の損失、利用やデータの損失を含むがこれに限らない）について責任を負わないことを同意
して認定するとします。

(k)  貴方がこの白書や（場合によっては）その一部の所有にアクセスし/するか、収容した時点から、上記のすべての代弁や保証
は真であり完全かつ正確で誤解を招くがないこととします。
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将来に関する記述についての注意事項

この白書に収録されたすべての記述、マスコミの報道や大衆がアクセス可能な場所に提示された記述、ペイセントおよび/また
は配布者または（場合によっては）ペイセントや配布者を代表して行動するそれぞれの取締役、従業員たちが行うことができる（
歴史的事実を言及するものではない）口頭陳述は、「将来の陳述」です。これらの陳述の一部は、「目標とする」、「目標と考える “、”
予測する “、”信じる “、”することができる」、「推定する」、「予想する」、「もし」、「意図する」 、「であるかも知れない」、「計画する」、「
可能である」、「おそらくそうだろう」、「企画する」、「しなければならない」、「だろう」、「するだろう」などのような未来用語で識別
することができています。しかし、これらの用語だけで将来に関する陳述を識別することはできません。フェイセントおよび/また
は配布者の財務地位、事業戦略、計画や見通し、フェイセントおよび/または配布者が属する業界の見通しに関する記述は、将来
に関する記述です。フェイセントおよび/または配布者の売上高と収益、展望、将来の計画、その他の予想される業界の動向とフ
ェイセントおよび/または配布者に関するこの白書で論じたその他の事案についての記述を含むがこれらに限定されないこれ
らの将来に関する記述は、歴史的事実ではなく、予測にすぎません。

これらの将来に関する記述は、そのような将来の記述を通して期待したり、表現したり暗示した未来の結果や成果、業績とペイ
セントおよび/または配布者の実際の将来の結果や成果、業績を実質的には異なる結果を招くことができる、既知および未知の
リスク、不確実性、その他の要因が含まれています。これらの要因は、次のとおりです。

（a）政治的、社会的、経済的、株式やデジタル資産の市場条件の変化、ペイセントおよび/または配布者が事業と営業を行う国
の規制環境の変化

（b）ペイセントおよび/または配布者が事業戦略と将来の計画を実行したり、実装することができないかも知れないという危険

（c）名目貨幣とデジタル資産の金利と為替レートの変化

（d）ペイセントおよび/または配布者の期待成長戦略と予想内部成長の変化

（e）事業と運営に関連してペイセントおよび/または配布者に支払われる手数料と可用性の変化
       
(f) ペイセントおよび/または配布者の顧客の選好度の変化

(g) ペイセントおよび/または配布者の顧客の選好度の変化

(h)ペイセントおよび/または配布者が活動する競争条件の変化、そのような条件でペイセントおよび/または配布者の競争力の
変化

(i) ペイセントおよび/または配布者の将来の資本需要の変化、そのような需要を満たすための金融や資本の可用性の変化
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(j) 戦争や国内外のテロ発生

(k) ペイセントおよび/または配布者のビジネスおよび/または運営に影響をもたらす災害、自然災害、不可抗力の発生

(l)  ペイセントおよび/または配布者の統制から離れる他の要因

(m) ペイセントおよび/または配布者との彼らの事業と運営、PYNトークン、ペイセント初期トークン販売、ペイセントとペイセン
トス財布と関連付けられているすべてのリスクと不確実性（白書にそれぞれ記載されている通り）

ペイセントおよび/または配布者またはペイセントおよび/または配布者を代表して行動する人がしたすべての未来に関する
記述は、明確にそのような要因としてすべての資格が与えられます。ペイセントおよび/または配布者の実際の将来の結果や性
能、業績がこの白書の将来に関する記述を使用して期待したり、表現したり暗示した未来の結果や成果、業績とは異なることが
できるリスクと不確実性を考慮すると、これらの記述に過度の期待をしてはいけません。これらの将来に関する記述は、この白
書が発刊された日付のみ有効です。

ペイセント、配布者または誰もペイセントおよび/または配布者の実際の将来の結果や性能、業績が将来に関する記述に記載
されているようになることを代弁、保証、および/または約束しません。ペイセントおよび/または配布者の実際の結果や成果、業
績はこれらの将来に関する記述で期待されるものとは実質的に異なる可能性があります。

ペイセント、配布者または誰もペイセントおよび/または配布者の実際の将来の結果や性能、業績が将来に関する記述に記載
されているようになることを代弁、保証、および/または約束しません。ペイセントおよび/または配布者の実際の結果や成果、業
績はこれらの将来に関する記述で期待されるものとは実質的に異なる可能性があります。

この白書に記載された如何なる内容もペイセントおよび/または配布者の将来の成果や政策の保証や代弁、約束ではないので
そのように依存してはいけません。さらにペイセントおよび/または配布者は、新しい情報が存在することになって他の事件が
将来的に発生しても、将来に関する記述を更新または修正を公表して、将来的に表示される発展や出来事、状況を反映する責
任から免除されます。

市場および産業情報、他人の同意なし

この白書は、内部の世論調査、報告書と研究、市場調査、広く知られている情報、産業出版物から得られた市場と産業情報と予
測を含んでいます。そのような世論調査、レポート、研究、市場調査、広く知られている情報、出版物は、一般的に、自分たちが収
録された情報が信頼できるソースから得たと言われますが、そのような情報の正確性や完全性については誰も保証することは
できません。

ペイセント、配布者は、それぞれの取締役と従業員を除けば、誰もこの白書に本人の名前やその他の個人情報を載せることに
同意していません。そのような情報の正確性や完全性について何ら代弁や保証、約束をせず、そのような人々は、情報を更新す
る義務を負いません。
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展開と普及に対する制限事項

この白書やその一部の配布や普及は管轄権の法律、規制要件、規則によって禁止または制限されることがあります。制限事項が
ある場合は、貴方は、関連情報を得て、自分の経費負担でこの白書や（場合によっては）その一部の所有に適用される制限事項
を遵守しなければなりません。この時、ペイセントおよび/または配布者は、法的な責任がありません。

この白書のコピーを配布されたり補給を受けた人は、すなわち白書にアクセスすることができたり、白書を所有した者は、他の
誰にも白書を配布したり、どのような目的であれ、この白書や白書に記載された如何なる情報も複製したり、配布して、同じ配布
が行われてはいけません

証券または登録を提供していない

この白書は、事業説明書やある種の提案文書でもなく、証券の提案書またはある管轄権の証券投資勧誘でもありません。誰も
ある契約や拘束力のある法的約束も結ぶ義務はなくどのようなデジタル資産や他の形態の支払いもこの白書に基づいて受諾
されません。 PYNトークンの販売や購買と関連した如何なる合意も、そのような合意の規約にのみ支配を受け、他の如何なる文
書では支配されません。約款とこの白書の間に矛盾が発生した場合、前者が優先します。

貴方は、米国の市民や住民（税金や他の基準で）または永住権保持者である場合、または、シンガポール市民や住民の場合、（こ
の白書に記載されている通り）ペイセントの初期トークン販売でPYNトークンを購入する資格がありません。

如何なる規制当局も、この白書に提示された情報を監査したり、承認していません。そのような行動は、どのような管轄権の法
律、規制要件や規則の下でも行われておらず、実行されないでしょう。この白書の発行や配布または普及は、該当法律、規制要
件又は規則が法的に準拠していることを意味しません。

危険と不確実性

PYNトークンを購入したい人は、（この白書に記載されている通り）PYNトークンを購入する前にペイセント、配布者、それぞれの
事業と運営、PYNトークン、ペイセントの初期トークン販売、フェイセントとフェイセントス財布（白書にそれぞれ記載されている
通り）は、この白書の規約で提示するすべての情報と関連付けられているすべてのリスクと不確実性を慎重に検討して評価する
必要があります。そのようなリスクと不確実性が、実際に展開されると、事業、財務条件、営業結果、ペイセントおよび/または配
布者の展望は、実質的に否定的な影響を受けかねません。そのような場合、貴方はPYNトークンの価値の一部または全体を失
う可能性があります。
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