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MoneyToken とは？
MoneyToken は、暗号通貨担保の融資および資産活用に焦点を当てたブロックチェーンベースの金融エコシステムです
MoneyToken の主な概念は、暗号通貨を保有しつつも現金を使用することを可能にする、弊社の革新的な経済モデルを中
心としています。
MoneyToken を構成する要素は以下です:
BTC および ETH を担保とし、法定通貨またはステーブルコインでローンを提供する MoneyToken 融資プラットフォ
ーム; MTC -；
MoneyToken 独自の ステーブルコイン;
MoneyToken は取引所のサービスを分散化します。

MoneyToken はどのような問題を解決するのですか？
MoneyToken は、暗号通貨を保有しつつも現金で必要な購入ができるという、真に革新的なコンセプトを持っています。
暗号通貨の使用は、その資産価値の将来的成長から利益を得ることを妨げるため、しばらく暗号通貨所有者の悩みの種と
なっています。同市場では、誰もが「HODL」するよう条件づけられています。
しかし、今すぐに現金が必要な場合はどうすればいいのでしょう？支払いがある…
機器を購入しなくてはならない…
MoneyToken は、そのような問題を解決します。
MoneyToken のプラットフォームは、お客様が持つ暗号資産の現在価値をもとに流動資産を借り入れることを可能にする
のです。
お客様は BTC/ETH を担保に入れます。
その代わりに、お客様は合意したローンの金額を安定した通貨で受け取ります。
ローンの返済が終了すれば、たとえ入れた担保の価値が何倍に増えたとしても、そのすべてが返還されます。
このように、弊社のサービスでは、日々のニーズを満たすための流動資産を獲得できると同時に、暗号通貨を投資資産と
して保つことができます。

MoneyToken は、他の融資サービスプラットフォームとどう違うのですか？
MoneyToken ではお客様のニーズに合わせ、最低額は 500 ドルから最高額は 100 万ドル以上の融資を行います。
ローンは 1 対 2 の比率で担保付きのため、スコアリングやクレジットチェックも行いません。
MoneyToken は通常の P2P プラットフォームとは異なり、クレジット ファンドからクレジットが付与されるため、ク
レジット ポートフォリオを収集する必要がなくなります。
ローンの承認は数秒で完了し、ほぼ一瞬で融資を受け取ることができます。
MoneyToken では法定通貨だけなくステーブルコインでも融資を申請することができるため、暗号通貨市場でクレジ
ット ファンドを使用する際にとても便利です。
MoneyToken のサービスは世界中で利用できるようになる予定です。
MoneyToken はステーブルコインと分散型取引サービスを持つエコシステムです。
MoneyToken は、トークンのメカニズムを使って追加コストを請求したり、隠れたサービス料金を請求することはあ
りません。弊社のトークンはインフラストラクチャとしてユニークな役割を担い、プラットフォームサービスの料金
に対するディスカウントなどのメリットを提供します.

どのようなユーザーが MoneyToken を使うべきですか？
マイナー

取引所

暗号通貨所有者、トレーダー、 投資

ICO

MoneyToken の仕組みは？

融資条件を選択

担保を入金

取引を承認

クレジットファンドを取得

担保の安全性は？
取引の条件はイーサリアムベースの契約に記載されます。
担保資金はウォレットの中に保管され、マルチシグニチャによって保護されます。ウォレットにアクセスするには、4 つの
うち 3 つの署名が必要です。1 つ目は借り手が、2 つ目は貸し手が、残りの 2 つは MoneyToken プラットフォームが保有し
ます。
マルチチェーントランザクションおよびマルチチェーンスマートコントラクトは将来的に使用可能になる予定であり、これ
らが導入されれば MoneyToken は完璧に分散化されます。

融資条件

ローンの通貨

融資期間: ３ 日から９０日間 (長期
間 ローン 可能）
融資額: ＄500 から＄1,000,000
(USD 又は同価値)
政策金利: 1日 0.2% から 0.5% (又は
10−15%年別)

担保の通貨

USD と他の不換紙幣

BTC

USDT テザー

ETH

分散型DAI ステーブルコイン

Altcoin(レビュー後)

MTC MoneyToken

選ばれた ICO トークン

BitUSD

（レビューおよび承認後）

金利および融資条件は将来的に変更する可能性があり、MoneyToken プラットフォームと競合プラットフォームにお
ける状況などといった、暗号通貨市場の情勢に大きく依存します。
法定通貨は、要求されるすべてのライセンスおよびロードマップに従って MoneyToken プラットフォームに導入さ
れます。

トークンの機能
IMT を預け入れて借り手メンバーシップを受け取る際のプラットフォームユーザーの特権。
借り手メンバーシップのプラットフォーム手数料が最大で 60% 割引。ユーザーの残高から割引を使用する際は、その
50% 分の米ドルが割引され IMT トークンで請求が割引され IMT トークンで請求。
貸し手メンバーシップに IMT を預け入れると、債権者になることが可能。
分散型投票への参加権。

アマンダの導入
MoneyToken の仕組みを支えているのはアマンダです。アマンダとは、
MoneyToken のプラットフォーム上で自動化されたローンの業務を行う人工知能ア
シスタントです。
アマンダはそのアシスタント機能に加え、本格的な AI として動作します。
MoneyToken プラットフォームにおけるクライアントの最初のステップを分析して結
論を導き出し、クライアントが関心を持つ可能性が高い金融サービスを追加で提供し
ます。さらにアマンダは、人間の銀行支配人と同じように、担保の追跡やローンの返
済を援助します。しかし、これらの支援はすべてデータに基づいて行われます。
深層学習 AI アルゴリズムによって稼働するアマンダが目標とするのは、人間と同じよ
うなサービスをプラットフォームユーザーにお届けすることです。アマンダは、人々が
持つ銀行業に対する考え方を変えることでしょう。これで、胡散臭い銀行支配人、隠
された手数料、契約書に小さく書かれた但し書、取引サポートセンターとのトラブルな
どと関わる必要はもうなくなります。

創設者

Alex Rass

Jerome MacGillivray

CTO, 共同創設者

CEO, 共同創設者

ITBS LLC. 創設者
スティーブンス工科大学でコンピューターサイエンスの修
士号を取得。
ゴールドマン・サックス、プルデンシャル ・ ファイナンシ
ャル、ブルームバーグなどの米国金融分野で長年の
経験を持つ。
サイバーセキュリティおよびブロックチェーンにおける
CoinDesk ジャーナリストのアドバイザー。
IT プロジェクト関連の戦略的プラン二ングおよび事業
開発において 15 年以上の経験を有する。

グローバルなソフトウェア研究開発企業の CEO かつブ
ロックチェーン愛好家。
暗号通貨業界の将来的安定性への関心と、安定
で摩擦のないグルーバルな決済通貨および資産とし
ての暗号通貨の価値を成長させたいという願いから
MoneyToken を共同創設。

幹部

Jeﬀrey Chudy

Ryan Swan

Alex Fisun

ソフトウェアエンジニア

財務

コーネル大学ジョンソン経営大学院で
MBA を取得。
Certified Bitcoin Processional（CBP）
およびプロフェッショナルリスクマネ
ジャー（PRM）。
AIG、アーンスト・アンド・ヤング、ベ
アー・スターンズ、ドイツ銀行、シテ
ィバンクなどで 15 年以上のリスク評価
およびマネジメント経験を有する。

COO

ンピューターサイエンス理学士号。
商取引システム開発の専門家。
金融、ワラント、先物の専門家。

Owen Byrne

MoneyToken のマーケティング、営業、
戦略的パートナーとの関係構築を務める。
ビットコインが人気を博した 2011 年
以来、暗号通貨に強い関心を寄せている。

Klim Davies

事業開発

Annette Miller

事業開発

サポート＆コミュニケーション

ITBS LLC. バイスプレジデント

キムはその事業開発とリーダーシップ

EDHEC 経営大学院で MBA を取得。

における業務経験から、MoneyToken

IT 業界において 15 年以上のコンサルティ
ングおよびマネジメント経験を持つ。

の目標達成と持続的な成長を維持する

事業開発において技術的および実用的な
幅広い知識を持つ。

ために必要な深い知識をもたらす。

ライアソン大学で心理学の学士号を取得。
マーケティング、コミュニケーション戦略
およびパートナシップの開発において 7 年
以上の経験を持つ。

企業経営分野のプロ。

アドバイザー

Roger Ver

Bitcoin.com 創設者「ビットコイン
のイエス・キリスト」Ripple、
Blockchain.info、Bitray、Kraken
の投資家

David Allen Cohen

Mate Tokay

Bitcoin.com COO
Bitcoinist LTD
CEOKeynote スピーカ

Steve Rubakh

マイニング事業上場企業創設者

Dcntral 創設者
HASHGRAPH アドバイザー
IOTA Foundation 前メンバー

Didi Taihuttu

ビットコインのために家を売却した人物
インスピレーションをもたらす暗号通貨
専門家

ロードマップ
２０１7 年 2月

Q4 ２０１８年 ー MoneyToken
プラットフォーム第 2回
リリースプレゼンテーション

コンセプト開発
チーム形成

２０１７ 年 6月

IMT 預け入れによる貸し手としての登録オプション

プラットフォーム開発開始

２０１７年１１月
プラットフォームの知的財産権を保護す
るため国際特許を出願

２０１７年１２月

MoneyToken プラットフォーム公式発表

２０１８年２月
プライベートセールラウンド

２０１８年３月

マルチシグニチャ担保資産管理機能
取引所サービス
MoneyToken 支払いカード
紹介プログラム
ローンアシスタントとしてアマンダ
稼働開始取引所、ウォレット、マスメディアなどの外部
プラットフォーム向け MoneyToken 融資 API

Q2 2019年 ー MoneyToken
プラットフォーム第 3回
リリースプレゼンテーション
人気のあるステーブルコインを信用通貨としてさらに

プレセールラウンド

Q1 2018年 ー MoneyToken
プラットフォーム第 1回
リリースプレゼンテーション
ローンの通貨としてのステーブルコイン
担保としてのビットコインおよび
イーサリアム
担保比率に対する返済額の選択担
保を使用したローンの支払い
融資期間延長オプション
早期返済オプション

追加
金融ライセンスを取得し、法定通貨を信用通貨として
統合開始
稼働する製品をもって成功した ITO トークンを担保と
して追加
MoneyToken モバイルアプリ
アマンダを SaaS（Software as a Service）として
その他金融サービス向けに提供

Q4 2019年 ー 完全分散化およびフ
ェーズ 4 のプラットフォームリリース
分散型意思決定システム

２０１８年５月

アトミックスワップ、マルチチェーントランザクシ

トークンセールラウンド

moneytoken.com

マルチ通貨担保

youtube.com/c/MoneyToken

ョン、スマートコントラクト取引内容の返信

t.me/moneytoken

twitter.com/moneytoken

