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Bonpay: 創設の歴史
ビットコインとイーサリアムの将来は明るいと言われていますが、仮想通貨のユニバーサル支払
いの可能性はまだ問題が多いです。

現金とクレジットカードは一番普及である支払い方法です。最寄りの将来に銀行カードよりも何
か支払い方法がもっと普及にならないようです。全部の大きな店とオンラインサービスでカード
で払えます。クレジットカードで支払いは不可の場合、いつもどこでも現金は受け入れられます。
Bonpay のチームは仮想通貨の利用を普及させて、それを早くて、簡単で、安全にする目的を持つ
経験のある専門家のグループです。市場の状況を分析の上でした結論はトランザクションと確認
の長い時間,高い交換費用とプロセスの複雑さのためにビジネスと個人のブロックチェーン資産
の利用は難しいです。

私たちは状態を変えて、障害を取り除いて、仮想通貨を利用している人たちに安定していて、早く
働くシステムを作りたいです。

Bonpay は一つの分散ネットワークの内でいくつか平等な参加者の安全なインタラクションと異
なるブロックチェーンの接続のおかげで十分な安定を供給しています。人たちの基金に関して、透
明で、公正なレートと最高の値は一番重要な原則です。Bonpay はそのルールに適応して努めて
います。

最寄りの将来に Bonpay はユーザーにたくさんの仮想通貨と ERC20 トークンを安全に保存して
、低い交換費用と減少した処理時間を可能にします。Bonpay ウォレットは iOS でも Android でも
利用できるようになって、ウェブサイトはもう使えます。このオプションを加えることのおかげで、
グロバールロックチェーンソリューシンである私たちにみんなユーザーに経済の自由を提供する
ようになります。

更に、私たちは仮想通貨と伝統的な通貨の世界をシームレスで接続する便利な解決である
Bonpay カードを提供していたします。ユーザーは Bonpay ウォレットからすぐにカードをアッ
プロードして、バーチャルとプラスチックカードでオンラインとオフラインの支払いをすること
ができます。世界中で３０百万+の ATM で Bonpay カードを使って引き出しは可能です。
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 私たちひとりひとりは仮想通貨を利用しています。仮想資産を使って、補充と引き出しの可能な
苦労を体験しました。

その問題を承知するだけではなく、問題を解決する方法を知っています。アイデアを実現する能力
は成功の秘密だと思います。

必要なものがなかったら、自分で作ろうと言う有名なフレーズがあります。私たちは仮想通貨の
カード引き出しのパイオニアではないですが、お客様に提供されることがあります。前にあった
ことを忘れさせるプロダクトです。

決済業界で革命を行う空しい言い分をしたくないですが、テクノロジーの波の上に乗って、最高の
プロダクトを作りながらユーザーに簡単にすることを約束いたします

Alex Blazhevych
CEO

Oleg Boykov
CTO

Valentin Kaduchenko
CPO

Julya Bashtannik
CFO

BONPAY チーム
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Bonpay ウォレットはどんなデバイスでも使いやすいウェブサイトがある最先端技術、簡単で、
便利なサービスです。各ユーザーは 2018 年に Android でも iOS でも利用できる Bonpay 
App をインストールできるようになります。

アカウントに登録すればユーザーは資金を守るために自動的に Bonpay 多通貨ウォレットと、”
熱 いと ” "寒い ストレージで保 ” 存するプライベートなキーを作成します。

作成したあとすぐにウォレットに仮想通貨を補充することができます。それをするためにアカウ
ントにログインして、　保証金のセクションで　"仮想通貨で"というオプションを選ぶかただウ
ォレット仮想バランスをクリックしてください。保証金のページにある作られた新しいアドレスに
資金を送ってください。

Bonpay 仮想通貨カードは皆さまにどこでも仮想通貨の引き出しを可能にする最新のテクノロ
ジ実施です。強化されたセキュリティと使用の簡単さという特徴は Bonpay を完全にします。

個人情報を認証したユーザーはウェブサイトと(今後）Bonpay アプリを使ってアカウントでのバ
ーチャルカードの 1 枚とプラスチックプリペイドデビットカードの 1 枚(将来はクレジットも）を
注文できます。その後ユーザーは Bonpay カードをウォレットから入金して、　いくつかのブロ
ックチェーンの資産の内に（BTC, ETH, ERC20)選んで、支払うことができます。

Bonpay について

データの自制保護。Bonpay 安全なシステムを使うなら自分の資産の直接所有者とプライベー
トなキーを持つ方になります。
リスク分散
多通貨アカウント。Bonpay ウォレットはたくさんのデジタル通貨をサポートして、いろいろな
ブロックチェーンとコンパチブルです。
分散ストレージ
125+通貨で資産を公正で、透明なレートで送金と両替できる可能性
仮借なくブロックチェーン資産の保護

プロダクトのメリット
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ユーザーに優しいインタフェース。ユーザー指向の Bonpay アカウントインタフェースで資産の
動きをコントロールできます；チャートとレート、消費、ブロックチェーントランザクション入
金の歴史などに関する最新の情報を含む管理画面。払込の分類した歴史も利用できますので、自
分の支出をオン・ザ・ゴで管理可能です。
アカウントのカスタマイズ。自分で支出制限、一日当たりの制限,引き出しの状況を設定します。
「プロダクトのキーメリット」という文章にアカウントのカスタマイズについてもっと詳しく読ん
でください。
Bonpay カードを使った各の支払いの 0.15%。　 報酬は毎月払われますので、すべてのカードホ
ルダーはトークンホルダーになることができて、追加の利点がもらえます。
DLN (Decentralised Liquidity Network – 分散安定ネットワーク)のおかげでの持続可能性

プロダクトの比較グラフ

Monaco/TokencardTenX/CentraXapo/Wirex

ないある ある ある ライブプロダクト

ないある ないある トークンホルダー
報酬

不明確ホストされている
ウォレット

ホストされている
ウォレット

ホストされている
ウォレットとカー
ドバランス

資金は保存されま
す

不明確不明確4-7%
1-2% (DLN の実装
の後 0%)。あなた
はレートをコント
ロールして、いつ
カードを入金する
か決めます。

仮想通貨交換レー
ト

ETH/BTC/ERC20ETH/BTC/Dash
と他

ビットコイン BTC/Paypal/銀行金
送/ETH/ERC20/Rip
ple/など (すばや
く)

資金

不明確20 000 EUR/一日あ
たり

20 000 EUR/一日あ
たり

ない 支出 POS リミット
/日当たり

不明確不明確3%1.90%FX 料金
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あなたは将来にたくさんのいろいろな可能性がある若くて成功したトレーダーです。十分にお金
を稼いで、今は引っ越して、キャリアを追求したいですが、、、引越しできないか引っ越したくな
い両親の世話をどのようにしますか？

もちろん、いつも Western Union などの高いサービスを使えますが、$1000 を送金したら手数料は
$80 になります。もったいないではないですか？

ですが、解決がある！無料で Bonpay アカウントにサインインしたら、両親はデビットカードを注
文できます。トランザクションはすぐに行われて、Bonpay システムの内に安全で、無料です。
Bonpay を使ったら、10%ぐらい助かって、両親はお金をもらうことについて心配しなくてもいい
です。お母さんは新しい Bonpay カードを使って気軽にセビリアの小さな市場で買い物をして、お
父さんはいろいろな料金を簡単にオンラインで払います。両親は大丈夫です。Bonpay は後援して
あげながら自分の夢を追求してください。

どこにいても親しい人の世話をする

あなたは暗号熱狂者かマイナーですか？アーリーアダプターであるあなたはデジタル通貨が流行
し始めたの前に自分の地下室をマイニングファームににアップグレードしました。今はリオでゆ
っくりして、ローカル女性たちを自分の新しいヨットで印象を与えるために十分に仮想通貨をマ
イニングしました。一つだけの邪魔は仮想通貨の簡単で、費用効果的な使い方の不在です。

Bonpay クライアントであったら、あなたのお金は安全にユニークなデジタルウォレットに保存さ
れています。一つだけしなければならないことはカードに仮想通貨の入金すですので、とても簡単
です。Bonpay は多層の保護がありますので、無事です。多部分のお金はウォレットに保存します
ので、カードを失った場合も、いつも失ったカードからアカウントに資金を回収できます。速いで
すので、ロンドン、上海、ケープタウンとかどこにいても、コーヒーとか買う時にトランザクショ
ンを確認するため長い時間待たずにすぐ買えます。

自分の上司になって、自信を持って旅行する

基本的に私たちはデジタル通貨の引き出しを普及にして、みんなが利用できるようになることの
目標を持っています。それを達するとき私たちのプロダクトはサービスに興味を持っている人たち
を引き入れて、ベスト引き出すオプションと新しい可能性のアセンブリを生まれ出します。

デジタル使用のそれぞれ仕方は Bonpay プロダクトの個人的なアプローチをみつけます。それぞれ
オプションに多通貨カードがあります。

Bonpay カードはデジタル通貨トレーダー、仮想通貨マイナー、インターネットマーケター、ウェ
ブマスターとフリーランサーにとって完璧な解決です。バンキングと地理的な境界に関わらず早
く、簡単で使われます。

デジタル通貨を使うビジネスが Bonpay カードを利用するともう一つ利益できるのは過剰な費用な
しに時間とお金を守りながら従業員に支払うことです。

Bonpay のターゲット層（使用ケース）
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カード発行のパートナーシップの契約
Bonpay ウォレットの一番目の MVP (Minimum Viable Product – 実用最小限の製品）
Bonpay ウォレットのライブアルファバージョン
それぞれのデバイスで利用できる Bonpay ウォレットでユーザーは多通貨トランザクションを
することができます
個人アカウント（ベータバージョンの試しは成功しました
2017 年の初めからアクティブプロダクト
130+ヶ国で利用できます
デジタル通貨カードの低いレートと速いトランザクション

Bonpay について初めて考えたのは 2016 年でした。その時からアイデアと革新的なソリューショ
ンいっぱいあるバンキングと経済界の専門家,経験のある開発業者、デザイナー、マーケターと暗
号専門家のチームはプラットフォーム開発と発展のために努めています。デビットとクレジットカ
ードを処理する会社とパートナーシップを契約して、支払いアカウントを公開しました。次のマ
イルストーンを達しました：

キープロダクトの特徴

あなたは成功した企業家で、世界中でリモートの従業員がいます。経営に経験があって、ビジネス
はスムーズですが、支払いの管理は時間がることに気が付きました。Bonpay を使ったら、ビジネ
スの発展に集中することができます。Bonpay ビジネスアカウントで同時に多くの受領者に仮想通
貨で多数のトランザクションをすることができます。全部の払込は従業員のアカウントに入金さ
れます。

もちろん、仮想通貨の分からない従業員もいます。オールドスクール現金の好きな人たちはいつ
も ATM で低い手数料で給料を引き出すことができます。みんなは幸せで、あなたは自分のビジネ
スを発展させて、新しい規模でグローバルな支払いを行うことができます。

ビジネスを新しい高度に上げる
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今までのところ仮想通貨の市場は人気がありますが、限られています。流動性（資産が、いかに容易に
交換できるかを示す性質）が足りないです。流動性は低くなることは市場の安定に影響を与えます。同
時に、流動性は高いなら、市場と価格は安定になります。

ブロックチェーンと伝統的なお金を合同のおかげで銀行を回避しながら仮想通貨と普通の紙幣は毎
日使用のに便利になって来ました。毎日の高いトランザクション
の売上高仮想と通常通貨の交換を簡単にします。

市場流動性の問題はよく交換レートのボラティリティのために行われています。ですが、Bonpayは
DLNのおかげでこの問題を解決しました。売上高は高くなかったら株式市場は通貨を取って置きます
が、Bonpayはクライアントを価格の急激な変動から守ってあげます。

Bonpayは仮想通貨業界の透明度を改善しますし、大衆にこの世界を開けたいと思います。

Bonpay アカウントはクライアントにウォレットとカードと接続した多通貨ポートフォリオを持つ可能性
を与えます。 資産を交換するためにも使えます。どんなデバイスでも利用できます。流動性を改善する
ために手数料はネットワークの寄付によって変わります。

Bonpayは流動性を確保するためにいくつかの方法を開発しました：
ーロックアップリザープを持続します
ー流動性ネットワークのリザープ

リザーブは要求の応じて合理的なレートで通貨のペアの利用を可能にします。要求があがるとBonpay
分散流動性ネットワークは要求を満たすために自動的にべストレートを選びます。

Bonpay流動性ネットワークに参加するとユーザーは速くて簡単で低いレートでクロスネットワークト
ランザクションを完了することができます。通貨の速い兌換にアクセスを実装するために仮想通貨のシ
ステムにPublic Engagement（パブリック・エンゲージメント)を追加するのはBonpayのコアアプロー
チです。

流動性

Bonpay カードでクライアントは何ブロックチェーンの資産でもオンラインとオフライン購入した
り、すぐに安全に世界どこにも送金したりするのは可能です。DLN の実施のおかげ Bonpay ユー
ザーは支払いと送金を管理できますし、たくさんの仮想通貨と紙幣を SNS を送るように簡単で、
速く交換できます。

DNL はどの資産といくらお金を使うか選ぶ自由をを与えますし、数秒しかかかりません。

Decentralized Liquidity Network
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Bonpay チームは新時代の技術を開発しますし、私たちのビジネスモデルに実装します。

DLN はスマートコントラクトのインタラクションを基本にすることのおかげでたくさんのお金を
持っている個人とかビットコイン取引所などの流動性のプロバイダに競争の代わりに安全に協力
して顧客に高い流動性を与えることができます。全ての情報は暗号されていますので参加する人
のお互い信頼は不要です。Bonpay は DLN の平等な参加者と一番目の投資家です。

DLN の利用は一つかいくつかの取引所でお金を保存する危険を別れることを有効にしますし、予
期しない破局は同時にみんなの参加者に影響を与えられないのでシステムの安定な働きに確信
を与えてあげます。それに、いろいろなプロバイダを巻きこむことによってたくさんの仮想通貨と紙
幣を交換することはメッセージを送るように簡単になります。

DLN のインプリメンテーション
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ブロックチェーンテクノロジの分散性質のために、資金はすばやく完璧なクロスボーダ料金で安
全に送金できます。

分散システムはマークアップと銀行の手数料の不在を確認します。すばやく簡単で通貨を交換し
て自分のお金をセーブするために一番公正な方法です。通貨交換で一番好調のレートが使われて
います。トランザクションはローカルに実施されたとして受け取って、隠された交換手数料がありま
せん。全部の手数料は DLN の利用者の内に払われています。

透明な交換、送金と公正なレートはプロセスを簡単で、わかりやすくしますので、払いすぎにつ
いて心配しないでいいです。

 完璧で透明なレート

仮想通貨のユーザーに限界のない可能性を与えるのは私たちの優先です。Bonpay はしなやかで
、速い支払いを達成するために分散機構を開発しました。

お客様に十分な流動性を保証するためにと流動性の不足を最小にするために DLN を使いたい
ですDLN の目的はネットワークの利用者の安全なインタラクションとブロックチェーン資産と通
常通貨で簡単で、透明な支払いです。

現在ユーザーは支払いと通貨交換のかかる時間は短くなります。125+通貨を使って透明で、公正
なレートで資金を送金したり交換したりできます。この機能のおかげで為替のシャープな変化を
除くことと将来の送金を合理的に行うことができます。

Bonpay は多通貨プロダクトを開発するために強い基本を持っています。分散の原理のとおりに
毎日生活で仮想と通常の通貨のギャップがなくなるように努めています。
多通貨を利用できることで支払いを容易にしますし、通貨を切り替えてベストレートを選んで非
常識な手数料なしに、あなたのロケーションに関わらずお金を使ったり送金したり受けたりする
ことができます。

DLN で外国送金
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アカウントのカスタマイズとともにユーザー経験を改善するウォレットの特別な機能を設定でき
ます。あなたの金融的と個人的な情報は私たちの優先ですので、特別なセキュリティの設定であ
なたのアカウントは新しいレベルのセキュリティを加えるパスワードと 2 ファクタ認証で保護され
ています。さらに、ジオロケーションアクセス設定で特別な IP か数 IPs から Bonpay ウォレットに
ログインするためにホワイトリストを設定できます。

私たちは世界中から多様なユーザーを予想します。Bonpay ウォレットをみんなに便利にするため
に私たちはお客様に表示したウォレットバランスに同等なローカル通貨を選ばせる通貨設定を提
供しています。通貨資金設定であなたのウォレットに主な仮想通貨を選ぶことができます。この機
能は Bonpay ウォレットがサポートする通貨に視覚表示,デフォルトの制限、料金などを設定させ
ま
す。収入フローのモニタリングを設定することによってトークンと通貨為替の変化など収入の定
期的なアップデートを受けます。

企業家かビジネスマンなら、定期的に大きな支払いをすると、マルチ決済の設定は役に立ちます。
同時に時間と不要な料金を節約していくつかの振込先に支払いできます。特別な設定のおかげで
Bonpay システムの内にいくつかのカードを管理とコントロールできます。

トランザクションのリミットを設定して自分の支出をコントロールできます。それに、指定され
た条件と時間で資金取引の歴史をモニタリングできます。

たくさんのオプションがありますので、全部のアクティビティをモニタリングするのは難しいです。
ですが、通知設定を変えて、受けたい通知だけを選んで、資金のコントロールして、不要なこと避
けることができます。

アカウントのカスタマイズ　(詳しく）

Bonpay のクライアントアアカウントカスタマイズの個人的なアプローチはサービスの利用を簡
単で、直感的にします。　レギュラーと高級なインタフェース設定の程度を選ぶことができます。た
くさんの有用なツールはあなたに自分の財務マネージャーになるように手伝ってあげます。設定
はインタフェース、チャートとグラフ、予算、支払いの分類化、状況について通知するプッシュ通
知を含めています。

ウェブアカウントのアクセスのほかに、アップリで設定できます。ユーザーにやさしいインタフェ
ースと機能です。指の動きでアプリを長い間使っている感じが現れる。

ア カウントのカスタマイズ
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過去 500 年はローンと投資がプログレスのエンジンです。人々を金融の自由に導く Bonpay のチ
ームはグローバル開発のトレンドを回避して、ユーザーをこのプレグレっシブツールを奪うことは
許せないと思います。

Bonpay はユーザーが適用できる範囲を拡大したり、サービスに革新的なアプローチを実装した
り、クレジットラインなど便利な機能を実装したり、支出と外国送金の状件を改善します。

クレジット条件はウェブサイト及びアプリでアクセスできます。自分のアカウントでクレジット
のリミットを設定できます。Bonpay クレジットカードでリミットを設定したらカードは効力があ
ります。

Bonpay はお客様の資金、投資、クレジットのニーズを満たすためにフィンテック会社と強いパー
トナーシップを作りたいです。DLN はユーザーに仮想通貨と通常通貨を統合する金融ネットワー
クに参加するオプションを与えてあげます。

クレジットのオプション

Bonpay はデータの自制保護を使いますので、私たちはサーバーに保存されるあなたの情報を知
りません。ゼロ知識セキュリティシステムの使用で、あなたは自分の資金の直接なオーナーとプラ
イベートなキーのホルダーになります。支出リミット、毎日リミットと引き出し条件を自分で設
定できます。

ブロックチェーンでテクニカル,セキュリティとコンプライアンスの問題は特定がありますが、
Bonpay はゼロ知識セキュリティシステムを開発して、その問題の解決に先に進みました。私たち
は一番便利で、結果のある解決を実装しました。

あばたのウォレットは金融情報を確保するマルチシグネチャテクノロジで保護されています。です
ので、Bonpay はあなたの資金を有しなくて、あなたは資金を管理できる唯一のホルダーです。

データの自制保護
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2016 年 5 月 プラットホーム開発の始め

2016 年 6 月 支払いシステムアカウントの公開

2016 年 8 月 クレジット/デビットカードの操作会社のリーダ
との交渉

2016 年 9 月 Bonpay ウォレット最初の MVP (Minimum Viable Product)

2016 年 10 月 デザインの改善の続け

2016 年 11 月 Bonpay ウェブサイトのデザインと開発

2017 年 1 月 プライベートな投資家からの始め投資

2017 年 3 月 カード発行パートナーシップの成り立つ

2017 年 4 月 個人的なアカウント(Beta version)のテスティング

2017 年 6 月 ユーザーにサブスクリプションの公開

2017 年 7 月 デビットカード/バーチャルカードのテスティング

2017 年 9 月 ITS の準備

2017 年 10 月
（日付と時間は後に発表されてい る）

Bonpay Initial Token Sale イベント

日付 イベント

2016 年 1 月 Bonpay サービス創設のアイデア

2016 年 2 月 会議 (Merchant Payments Ecosystem Conference),
必要なパートナーシップの構築

2016 年 3 月 マーケット分析

2016 年 4 月 規制当局と法律アドバイザーとの相談

タイムラインのプレビュー
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Bonpay チームはライブ高品質のプロダクトを開発するために努めていましたが、止まるつもりは
ないです。私たちは現実的な目標を持っていて、そも目標を追求して、仮想通貨をどこでも安全で 
、有益のあって、利用できるようにしたいです。そのため、短い時間に私たちのチームを拡大したり
、最高の開発者とマーケティングの専門家を集めたり、最高の頭脳とリソースを団結しなければな
りません。明らかに、私たちのアイデアの実現、プロダクト実装と将来の進みは追加資金を要求
しています。

Initial Token Sale は資金を調達するために効率的で、簡単で、速い方法です。仮想通貨コミュニテ
ィは私たちに大切ですので、みんなは仮想通貨の大きな転換と進化の一部分になれるチャンスを
与えたいです。Initial Token Sale はみんなを成功に取り組むために完璧で、透明な方法だけでは
なく、Bonpay カードの使用、トークンの保存といろいろな報酬を受けることでコミュニティはいろ
いろな利益を得ることができます。

INITIAL TOKEN SALE はどうして必要ですか？

ITS は 10 月 2017 年に始まる予定です。最初のオファーは Bonpay で BON のシンボルで発行し
た全部の BON トークンの 51%です。セールでトークンのレートは 1/500 ETH で、すなわち、
1ETH イコール 500BON トークン。他の仮想通貨は ETH に交換されます。

後の Bonpay に残っている 34%のトークンはビジネス・ディベロップメントの支出をふくめていま
す。ビジネス・ディベロップメントはライブプロダクトのスムーズな操作、市場でプロダクトの利点
の強化、絶えず続くマーケットモニタリング、プロダクトユーザーに新しい可能性を作ること、チー
ムスキル改善と利用する人たちの数の拡大に導いています。

BON トークンのあと 15%は Bonpay チーム、早い投資家とアドバイザーに与える予定です。このト
ークンは BON トークンの価値と上がりに関心を確保します。トークンの配分について下に読んで
ください。

詳しく TOKEN SALE について

Initial Token Sale (ITS) は Bonpay がプロジェクトに信じる投資家熱狂者に通貨トークンの部分
を売って、発展に資金を調達するイベントです。ITS は慎重にプロダクトとサービスを開発する記
録されている安全な方法です。

ディストリビューターと購入者であるあなたの間に行う BON トークンのセールはディストリビュ
ーターと購入者であるあなたの間に契約の条件をを述べる別のドキュメントである利用条件で規
制されます。

利用条件とホワイトペーパの間に不同意か違いがあったら、利用条件はいつも優先を持っていま
す。

Bonpay Initial Token Sale
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Bonpay はユーザーに利益を与えてあげます。BON トークンホルダーは Bonpay カードオーナーの
各支払いからインセンティブの 0.65%をもらいます。トランザクションの料金の累積的量は報酬プ
ールを定めます。Bonpay の目標は報酬を ETH で（クライアントの希望によって BON トークン
で）半年ごとにと次いで毎月払うことです。

Bonpay カードのユーザーは BON トークンで 0.15%キャッシュバックをもらいますので、トークン
ホルダーになって、追加利益をもらうことができます。報酬はユーザーが Bonpay カードで行う各
支払いに毎月払われています。ユーザー報酬に配分される BON トークンはオープンマーケットで
買われますのでトークン価値に良い影響を与えます。

私たちは各デジタル通貨コミュニティが利用できるサービスを作りたいのでできるだけたくさん
の仮想通貨をサポートしたいです。ですので、私たちのお客さんは BTC と ETH を含んでたくさん
の ERC20 トークンで Bonpay カードを入金できて、シームレスに支払いできます。

トークンホルダーの報酬

AndroidiOS Web Multi-Card
Platform

資金調達の最小を達すると Bonpay は加えて交渉してカードを発行する会社とパートナーシップを
サインすることができて、Bonpay カードはもっと幅広いユーザー層に利用できるようになります。

さらに、こんな資金調達のおかげでいくつか主要な取引とパートナーシップを確率して、BON ト
ークンを加える同時にもっと幅広いブロックチェーン資産と通常の通貨をサポートできるように
なります。

Bonpay Initial Token Sale で調達した資金は 50,000ETH にイコールか以上で、Bonpay は iOS と
Android アプリを発行したり、ウェブサイトにアップグレードできます。

BONPAY INITIAL TOKEN SALE で調達した資金に関連するマイルストーン

買えるトークンの最低限度は 10BON です。Initial Token Sale の固定リミットは 200,000ETH。これ
はパブリックに作ったトークンの 51%を確保します。

上記の金額は最大値を達成しなかったら、51%のトークンは最小と最大量に応じて適応されます。

トークンホルダーの利益は Bonpay ユーザーの人数と支払いボリュームに依存します。BON トーク
ン価値は次いで上がるつもりですので、私たちのお客様は短期的にも長期的にもトークン転売で
かなりの利益を得ます。
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割り当てられた資金 達成した目標

10 000 ETH チームの新しいメンバー、バンキングと金融の
専門家の雇用、フールタイムサポート

パートナーシップの強化は Bonpay サービスに米国とアジアのマーケットに拡大する可能性をあた
えます。このプロセスは規制当局と法務アドバイザーとの相談を必要にします。

バンキングライセンスをもらうのはますます多くのユーザーを仮想通貨採択に変えるために重要
な一歩です。私たちの最後の目標は通常資金もブロックチェーン資金も操作できるリンクセンタ
ーになって仮想と通常の世界を接続することです。

プロジェクトの効率と成功は大きな程度で Bonpay チームの能力に依存しています。DLN は複雑な
システムで、高い技術力と経験のある開発者とともに時間と資金を要求しています。

次の 50,000ETH を受けると、Bonpay はブロックチェーンサービスとビジネスと新しい戦略的なア
ライアンスを作れるようになります。

割り当てられた資金 達成した目標

7 500 ETH Bonpay ウェブサイトのアップグレードとテステ
ィング マーケットの徹底的な分析

7 500 ETH Android, iOS
アプリの開発とベタテスティング

25 000 ETH 新しいデビットとクレジットカードを発行する
パートナーシップの成り立つ、改善したカード
条件

10 000 ETH BON トークンをサポートするために取引所との
パートナーシップユーザー多通貨トランザクションができるよう
により多くの仮想通貨のサポート
ウォレットとカード入金のより多く方法
セキュリティと質の検査
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開発した DLN は流動性を確保することによってクライアントを価格の突然な変化に予防します 。
Bonpay プロトコルのおかげで流動性のプロバイダと取引は安全に協力できますので、強化した流
動性は確保されています。

150,000 の上に調達した資金は流動性の問題の解決と仮想通貨企業の透明度を改善するために使
われる予定です。

10 000 ETH 新しいパートナーシップ、外部検査と法務アドバイザー

10 000 ETH 銀行のライセンスを取得

20 000 ETH 中国の金融市場をカバーします

割り当てられた資金 達成した目標

20 000 ETH DLN の開発

15 000 ETH DLN のローンチと包括的なテスティング

15 000 ETH 実装と DLN の内の完全な統合

DLN の実装で Bonpay ユーザーは支払いと送金をもっと効率的に管理できるようになりますし、以
前よりいろいろなブロックチェーン資金を安くて、早く交換できるようになります。

公正なレートで通貨ペアのオンデマンド利用が可能になって、いつでもクロスネットワークトラ
ンザクションを低いレートで完了できるようになります。

DLN のおかげでネットワークの参加者は安全に総相互作用できますし、取引で資金を保存する危
険を防ぐことができます。こんなセキュリティはユーザーが唯一のキーホルダーになるデータの
自制保護のおかげで可能になります。

50,000ETH の調達で、Bonpay は DLN の改善のためにリソースがあります。
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プロジェクトの記述 金融自由のグロバールソリューションを構築しします

Bonpay ウォレットの記述 は何デバイスでも利用できる Bonpay ウォレッ
トは最先端で、多通貨、簡単で、便利なウォレ
ットと Bonpay 世界中デビットカードと接続し
て完全に機能するウェブサイト

トークンシンボル BON

トークンのバックグラウンド BON は イ ーサ リ アムブ ロ ティ ーン の 基 本 で
ERC20 トークンとして

スタート日 10 月 2017 年
(時間と日付はあとに発表されます）

終了日 Token Sale のスタート日の 4 週間の後
（Token Sale の期間は 4 週間）

BON トークンの価値 BON ト ー ク ン の 価 値 は 1/500ETH
(1ETH で 500BON トークンを買えます

公開する BON
トークンの合計の割合、下記の
(1)と(2)を含んでいて

85%

(1)Bonpay Initial Token Sale の
BON トークンの割合

51%

(2) ビジネス・デベロップメントなどの
BON トークンの割合

34%

チームと早い投資家、
と長期の戦略的な利益の
ための BON トークンの割合

15%

ターゲット金額の販売　（制限したリミット） 200 000ETH にイコール BON トークン

プロジェクト状態 ライブプロダクト

トークンホルダーの報酬 Bonpay　カードオーナーにした各支払いに0.65%

カードユーザーのインセンティブ ユーザーの個別取引の 0.15%

早い投資家ボーナス 購入したトークンの 20%

ITS で受け入れる仮想通貨 イーサリウム (ETH), ビットコイン (BTC), ERC20 トークンのその他

BONPAY INITIAL TOKEN SALE の要約
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I) 全てのトークンの 85%は将来公衆に分布される予定です　(Bonpay Initial Token Sale のため
に）。

私たちのプロジェクトに専心して Bonpay の未来に信じている人はみんな新しいプログレッシブ
ソリューションと企業の新しい標準の成長と開発の部分になるべきと思います。

I.I) 始めから全てのトークンの 51%は Initial Token Sale イベントのときに分布されています。　
調達した資金は全部ビジネス・デベロップメントを支えるために使われます。

長期的にコミュニティのために85%

51%
Initial Token Saleのために

34%
ビジネス・
デベロップメントのなめに

15%
早い投資家、
創設者と従業員
のために

トークン構造の詳しい説明

I) 持続的なビジネス開発。研究と開発、教育
的イニシアチブと技術開発のためのトーク
ンの割合

85%

I.I) Bonpay Initial Token Sale のためのトークンの割合 51%

I.II) 便利なアドオンと同時プロダクトの実装、
マーケティングと戦略的なパートナーシップ
マルチプラットフォームの統合、管理と操作
コストとその他のためのトークンの割合

34%

I.II) 早い投資家、創設者と従業員のためのトー
クンの割合

15%

私たちは成功の鍵は Bonpay とコミュニティの興味と目標の統一だと思います。あなたたちは私
たちの将来のビジョンを共有すると信じていますので、トークンの 85%を公開しています。51%は
最初から作られて、Initial Token Sale の時にパブリックに分布されて、ほかの 34%は Bonpay と/
かディストリビューターに保って、パブリックに見られているウォレットで保存されて、次の 5 年間
の内にコミュニティで分布される予定です。こらはビジネスの長期的で、バランスの取ったデベロ
ップメントを確保されます。

残った 15%のトークンは Bonpay の早い投資家、創業者と従業員に努力と貢献したリソースの報
酬です。全ての BON トークンの 5%はもう利用できる Bonpay サービスの立ち上げに手伝った早
いサポーターに分布されています。10%は共同創設者、開発者とほかの Bonpay 従業員の内に補
償プロジェクトの一部としてつぎの５年間に分布されています。

BON トークンの概論
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40%: DLN
DLN はシステムの内にいろいろな仮想と通常通貨のクロスマッチングによって Bonpay ウォレッ
トを多通貨資産にするオプションをあたえます。

20%: マーケティングおよび販売
マーケティングは一 BON トークンホルダーに収入のフローを上げるために一定の研究、ソーシャ
ルネットワークのメンテナンス、広告チャネルと他の会社とパートナーシップの設立を要求する
ノンストッププロセスです。

10%: マルチプラットフォームの統合
この支出はウェブ、Android と iOS アプリに連続の開発と新しいフィチャーの実装、ローカル言語
の通訳と一番人気のあるローカルアプリとサービスとの統合を含んでいます。

10%:  管理と運用コスト
Bonpay 効率は次いで上昇すると希望していますので、管理コストはプロジェクトにとってとても
重要です。私たちはブロックチェーン生態系の要求に応じて最高のスタンダートを得るように努
力しますので、追加運用コストが現れるはずです。

10%:  開発基金
毎日生活で使えるユーザーにやさしいプロダクトの定常の開発。開発基金はみんなユーザーの要
求にしたがってサービス有用性を上がることにとって使われています。

5%: 法律アドバイザー
この基金は規制当局と法律アドバイザーの相談と次いで法律パートナーの手伝いで社内法令遵
守対応チームの設立に割り当てられています。

I.II) 全部のトークンの 34%は戦略的な備蓄として使われる予定です。コミュニティは資金調達の
使用を分かるのはとても大切です。Bonpay チームは BON トークンの価格を強化することに関心
を持っていますので、下記のトークンの数は特別な目的に分布される予定です。Bonpay は投資家
に詳しい分布を表示して、トークンの割り当てに関して透明度を大切にします。

下のグラフは全体像を表示しています。
40

%
   

    

     
       

     5%  5%    10%
      10%

     10%             20%

40%
20%
10%
10%
10%
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Decentralised Liquidity Network
マーケティングとセールス
マルチプラットフォームの統合
管理と操作のコスト
開発基金
法務アドバイザー
戦略的なパートナーシップ

34%
for business
development
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投資家は購入したトークンの追加にボーナストークンを受けます。例えば、最初の 24 時間の内に
20ETH でトークンを買ったら、10,000 トークンと 2000 トークンにイコール追加の 20%ボーナス
を受けて、全部 12,000 トークンはあなたの ETH ウォレットに割り当てます。

20+ETH にイコールトークンを買ったら、あなたは特別版の Black Card (ブラックカード）を受け
る主要な投資家(Major)です。最初の貢献者のために 1000 カードがあります。この高級なカード
はBonpay Initial Token Sale のときに発行されています。

1000+ETH のトークンを買った投資家（Premium)は Bonpay Initial Token Sale のときだけに発
行される追加の利点と特権の特別版の Black Card を受けます。最初の投資家に 50 枚のカード
と一つのエクストラスペシャルギフトがあります。

時間 トークンボーナス

最初の 24 時間 +20%

最初の 2-3 日 +15%

4-7 日 +10%

2 番目の週間 +5%

残った時間 ない

各 BON トークンは 1/500ETH で売られていて、1ETH の代わりに 500BON を受けることができ
ます。早い投資家は余分なボーナスを受けます。詳しいボーナススケジュールは下にあります：

BONPAY INITIAL TOKEN SALE BONUS スケジュール

5%:  戦略的パートナーシップ
私たちはお客さんが世界の今後の変化のベネフィットを楽しんでほしいですので、ブロックチェー
ンベースのサービスとの戦略的パートナーシップ、最新のテクノロジの実装、業界のエバンジェ
リストとの関係の設定は私たちの長期ストラテジの大切な部分です。

II) 15%: 早い投資家、設立者と従業員

ー　全部のトークンの 5%は設立者、開発チームと他の Bonpay 従業員の内に割り当てられます。設立
者と従業員のみんなは報酬パッケージとして次の 5 年間の内にトークンをもらいます。

ー　10% は Bonpay サービスのローンチに手伝ってくださった投資家に指定されています。
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Bonpay ウェブサイトに登録して、カードを注文したお客さんに特別版のカードは無料で（スタン
ダートメール）で送られます。配信住所は Bonpay カード発行と配信がサポートする国のリストに
あることは重要です(あなたの国は資格があるかどうかはこちら
https://bonpay.com/frequently-asked-questions/).  

*Bonpay カードホルダーのみんなに利用できる
**Initial Token Sale 投資家のみんなに利用できる

ベネフィット Major Premium

特別なブラックカードデザイン

支払いボリュームの 0.15%キャッシュバック*

Exclusive Affiliate Program の条件**

一年間無料でカードのメンテナンス

ライフタイムに無料でカードのメンテナンス

私たちのサポートチームにトッププライオリティになって、
24/7 サポートを受けます

個人的なサポートマネージャ

カードのよりよく料金

プロダクトの最新バージョンに
特別なアクセス　(iOS, Android アプリ、NFC など）

拡大した ATM リミット（一月あたり）

インターバンクで低いリミットなしのレート

仮想通貨と統合したガジェット
で新しい支払い方法の無料な利用

特別なギフト

私たちは Bonpay カードホルダーに素晴らしい条件と一傾倒している投資家（Premium と Major)
にエクストラ利益を提供しています。

カードホルダーと投資家の利益
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Bonpay Initial Token Sale のときに次の通貨は受け入れられます：

購入したトークンは購入後に投資家のアカウントに送られて、10 月 2017 年に予定されるトレー
ディングの最初の日から使うことができます。

BONPAY INITIAL TOKEN SALE の手順

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Dash (DSH) Litecoin (LTC) ERC20 tokens

Bonpay Initial Token Sale のときに調達した資金はマルチキーストラクチャのセキュアなマルチ
シグネチャアカウントで保存されます。ウォレットのキーは Bonpay、RegularPay と Global Ltd. 
FintechCompany で保存されます。BON トークンの支払いは 3 シグネチャアの 2 シグネチャアが
あったら、おこないます。　

資金エスクロー

Bonpay Token Sale のスタート 2017 年 10 月
日付と時間は後に発表されています）

24 時間ボーナス 20%

次の 2 日間 15%

次の 4 日間 10%

次の 7 日間 5%

Bonpay Token Sale の終了 Token Sale のスタート日の 4 週間の後
（Token Sale の期間は 4 週間）

BON トークン分布 Token Sale の終了の後の 48-72 時間の内に分布
を行う

取引の初期化 11 月に始まる予定です

譲渡の初期化 取引とともに始まる

BONPAY INITIAL TOKEN SALE TIMELINE
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私たちはもう利用できるプロダクトがあって、“Bonpay について のセクションでプロダクトの特 ”
徴について読むことができます。利用できるテクノロジ、開発、仕事のスキルと効率のおかげで私
たちは現在のユーザーのニーズを満たすために十分なリソースがあります。

プロダクトの開発と拡大は私たちが探し求めるリーダシップの最高の呼び出しだと実感しています。

ただ良いプロダクトに止めたくないです。はやく、安全にトランザクションするために安全で、安定な
環境を作りたいです。

絶え間な警戒は連続開発のキーですし、私たちは Bonpay Roadmap をつくるためにマーケットの
将来ニーズを予想しました。

2017 年 10 月 Initial Token Sale
スタートの 4 週間の後）

Bonpay Initial Token Sale の結論

Q4 2017 iOS / Android アプリのベタバージョン
ウェブバージョンのアップグレード
最高の取引所とのパートナーシップ、BON トー
クンのサポート追加カードプロバイダープラットホームの統合

Q1 2018 iOS / Android アプリ　v1.0
マルチシグネチャウォレット
より多くのブロックチェーン資産と通常通貨の
サポートDLN の開発

Q2 2018 ウェブバージョン　2.0
セキュリティ検査。セキュリティ改善
ビジネスライセンス
より多くトップアップチャネル（仮想通貨、トークンとその他）
NFC (Near Field Communication - 近距離無線通信ー) のカード
続いている DLN 開発

Q3 2018 ビジネスアカウントの API
マルチ支払い
DLN ローンチとテスティング
セキュリティの包括的なテスティングと検査

Q4 2018 IOS / Android アプリ v2.0
関節カード管理
多通貨カード
DLN のベタテスティング

2019 年 DLN の内の完全な統合
他のブブロックチェーン資産の追加
アカウントにより多くの仮想通貨、トークン、通常通貨

将来の見通し
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世界のデジタル化は必然です。Bonpay は通常のファイナンスと仮想通貨の世界を接続するため
にいつもそばにあります。お客さんにローカル通貨と仮想通貨交換を安易にして、デジタル通貨で
世界どこでもうまく払うことを簡単にします。

私たちの目標に達して、マーケットの主な問題である流動性の不足を解決したい。私たちのソリ
ューションで分散によってユーザーに安定と安全を提供して、デジタル通貨の利点をみんなに最
大にしたいです。

さらに詳しい情報は、以下のリンクをご覧ください(https://bonpay.com/)か私たちのサポートチー
ムに書いてください。

結論

2020 年とその後 仮想通貨クレジットカード
0%仮想通貨交換レート
DLN の拡大
政界中サービスのカーバー
仮想通貨と統合したガジェットで新しい支払い
方法

マーケティングストラテジ

戦略的なパートナーシップ コミュニティー ソーシャル

より多くローカル交換パー トナー
クレジット/デビット発行者
銀行
新しいマーケティングチャ
ネルとパートナーシップ

パネルや会議
フォーラム
ブログと記事
展示会とミーティング
ブロックチェーンイン
フルエンサー

プレスや出版物
ソーシャルメディア
Facebook, Reddit
Youtube
面接
ブレンディング

次 3 年間の BONPAY 事績予想

2018 クライアント：

事業の売上高: 

サービス: 

マーケット:

0.8M

0.5B

交換

ヨーロッパ, アジア,
 南アメリカ、アフリカ

2019 クライアント：

事業の売上高: 

サービス: 

マーケット:

5M

10B

クレジット

北アメリカ、
オーストアリア

2020 クライアント：

事業の売上高: 

サービス: 

マーケット:

20M

40B

金融商品

グローバルカバレッジ
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Initial Token Sale に投資するかどうか確信が持っていない場合、法律、税金と金融のプロフェッシ
ョナルアドバイザーと相談してください。

BON トークンは管轄の有価証券の構成ではないです。このホワイトペーパは 有価証券を買う提
供か有価証券に投資する勧誘を構成する意図がないです。

このホワイトペーパはベンダーかディストリビューターに BON トークンを購入したり売ったりす
ることの勧告か提供を含めていないです。投資決定か契約が含めていませんので、このドキュメン
トは投資か投資か投資契約の基礎になれません。

ディストリビューターは自動的に Bonpay のアフィリエイトになります。BON トークンの販売の収
入を Bonpay 仮想通貨プロジェクト、ビジネスと操作に使うことに一致します。

何人も BON トークンの購入か販売に関して契約を締結したり義務をバインドしたりする必要で
はないです。このホワイトペーパに基づいて何も仮想通貨か支払い方法は受け付けないです。
Bonpay かディストリビューターと購入者であるあなたの間の販売と購入に関しての可能な契約
はTerms and Conditions を提示する別のドキュメントによって管理されています。Terms and 
Conditionsとこのホワイトペーパの間に不同意か違いがあったら Terms and Conditions は優先
があります。

シンガポールか米国の市民、居住者かグリーンカードのホルダーなら、Bonpay ITS で Bonpay ト
ークンを購入できません。

このホワイトペーパにある情報は規制期間か規制当局でチェックしたり認めたりしたことがない
です。このホワイトペーパの出版と分配は法律、規制要件、規則及び規制と応じる意味ではない
です。

Bonpay と/かディストリビューターとそのそれぞれのビジネスとオペレーション、BON トークン、
Bonpay Initial Token Sale とプロダクトに関してあいまいさとリスクがあります。このホワイトペー
パかホワイトペーパの部分かセクションはこのホワイトペーパの分配は禁止された国に伝えるべ
きではないです。

本ホワイトペーパの何部分でもは次の部分なしに普及、コピーか複製することは禁止です：“責任
制限” “ ” “ ” “ 、 表明・保証条項 、 あなたの表明・保証条項 、 将来の見通しに関する記述の注意ノ
ート”, “マーケットと企業情報と他の人の不同意”, “使用される用語 、 何のアドバイスしません 、 ” 
“ ”“ ” “ ” “ そのあとの情報とアップデートがないです 、 分布と伝播の制限 、 有価証券か登録の提
供ではない 、 リスク ” “ ” や不確実性 。 このドキュメントは情報の目的のために提供されて、法律
的なドキュメントか投資契約として利用できません。ですので、投資する前に次のセクションを読
むことをお勧めします。

重要な通知
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適用法、規則及び規制で Bonpay かディストリビューターはいかなる場合であれ、Bonpay のホワ
イトペーパ信用のために行った特別損害、偶発損害、間接損害または結果損害、また、収入、利益
かデータの損失の責任を負わないものです。

責任制限

Bonpay は何でも実在物か人に表明、保証及び義務と Bonpay ホワイトペーパに備えている情報
の正確、真実と完全を請求しません、すなわち、否認します。

表明・保証条項

ホワイトペーパに提供している情報を受けることかアクセスであなたは Bonpay と/かディストリ
ビューターに次のことを表明と保証します：

1) あなたは BON トークンは何管轄でも有価証券の構成ではないことを同意して、わかります

2) あなたは Bonpay ホワイトペーパは BON トークンをベンダーにもディストリビューターにも購
入することを勧告されたり忠告されたりすることではないだを同意して、認めます。投資決定か契
約を構成しませんので、このドキュメントは投資か他の契約として思われなくて、このドキュメン
トの措置は投資か投資契約の基礎になれません。

3)このホワイトペーパにある情報は規制期間か規制当局でチェックしたり認めたりしたことが
ないです。このホワイトペーパの出版と分配は法律、規制要件、規則及び規制と応じる意味では
ないです。

4) 本ホワイトペーパ、Bonpay ITS のローンチと/か結論、将来何でも仮想通貨取引で BON トーク
ンのトレーディングと同様にあなたによって Bonpay と/かディストリビューター、BON トークン、
Bonpay ITS, Bonpay ウォレットのメリットインジケータとして考えられて、意に解されて、理解さ
れていないことと同意して、認めます。

5) 本ホワイトペーパ、この部分かコピーのサーキュレーションと配分はあなたの管轄の適切な法
律、規制と規則で制限と禁止されていなくも、適切な法律、規制と規則で制限と禁止する場合、
あなたは Bonpay と/かディストリビューターの責任を取って、制限を意識した単独の責任を取り
ます。

6) あなたは BON トークンを買いたいならトークンを下記のように理解したり分類したりするべき
ではないことを同意して認めます：

1. 仮想通貨の他の通貨

2. 何でも人か組織（Bonpay もディストリビューターも）に発行された負債証券か株式

3. そんな負債証券か株式の権利、オプションか派生物

あなたの表明・保証条項
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まだ達成した事実ではない本 Bonpay ホワイトペーパにした主張とステートメント、プレスリリー
スかパブリックでしたステートメントと Bonpay と/かディストリビューターかチームメンバーでし
た後述のステートメントは将来の見通しであるかもしれません。これらのいくつかは 信“ ” じてい
る 、” なら 、 予定 、 はず 、 可能 、 目標 、 目的 、 かもしれない 、 べき と他の言葉の使
用で将来の見通しとして明らかになります。

ですが、上記の言葉だけ将来の見通しを確認することではないです。Bonpay と/かディストリビュ
ーターの財務状態、予定か期待、ビジネスストラテジ、仮想通貨とバンキング企業の将来性につ
いての情報を含むステートメントは将来の見通しとして考えられます。この将来の見通しは完成
した事実ではなく、Bonpay と/かディストリビューターの利益、将来性と収入、将来の予定と可能
な企業トレンドを含んでも限られてない予想だけです。

将来の見通しはこの見通しの最初期待されたか意図された将来の結果、パフォーマンスと実績に
物質的と違う結果、パフォーマンスと実績に導く知っておくと未知のリスク、不確実性と他の可能
な因子を含んでいる可能性があります。この因子は中に加えて含んでいます：

将来の見通しに関する記述の注意ノート

4. 利益を得て、損失を避ける目的か偽り目的を持つ差金決済取引の権利か他の取引

5. 集合投資スキームのユニット

6. ビジネストラストのユニット

7. ビジネスの派生ユニット；か

8. 他の有価証券か有価証券のクラス

7) シンガポールか米国の市民、居住者かグリーンカードのホルダーなら、Bonpay ITS で Bonpay 
トークンを購入できません。

8) あなたは仮想通貨の操作、機能、利用、保存、送金メカニズムと他の物質的な特徴、ブロッ
クチェーンベースのソフトウェアしすてむ、仮想通貨のウオレットと他のトークン保存メカニズ
ム、ブロックチェーンテクノロジとスマートコントラクトテクノロジの基本的な理解があります。

9) Bonpay と ディストリビューターとそれぞれのビジネスと操作はいくつかのリスと不確定を含
む可能性があると同意して、認めます。

10) 適用法、規則及び規制で Bonpay かディストリビューターはいかなる場合であれ、Bonpay の
ホワイトペーパ信用のために行った特別損害、偶発損害、間接損害または結果損害、また、収入、
利益かデータの損失の責任を負わないものと知って置いて、理解しています。

11) 上記の表明と保証はあなたのホワイトペーパかその部分のアクセスと/か所持から真実で、完
全で、正確と非誤解です。
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1. Bonpay と/かディストリビューターが操作とビジネスを行う国での株式か仮想通貨マーケッ
っト状況、政治か社会状況、規制環境の変化

2. Bonpay と/かディストリビューターは将来本ホワイトペーパで記述されている予定とビジネ
スストラテジを実装できないリスクと不確実性

3. 仮想通貨と通常通貨の金利と交換レートの変化

4. Bonpay の予定されている成長ストラテジと社内成長のシフト

5. Bonpay と/かディストリビューターのそれぞれのビジネスと操作に払う料金と利用の変化

6. 前に Bonpay と/かディストリビューターに関連事業を操作と管理を求められた Bonpay 従
業員の報酬の変更

7. Bonpay と/かディストリビューターの顧客の優先の変更

8. Bonpay と/かディストリビューターの予定の実現に影響を与えるかもしれないマーケット競
争的な環境の変更と、そんな状況で競争する Bonpay チームの能力

9. Bonpay と/かディストリビューターの将来資本の要求の変更と十分な資金の利用可能性と
そんなニーズを満たすためにリソースの利用可能性

10.戦争、革命かテロなど公共的・社会的セーフティに脅威を運ぶ危険な状態

11.Bonpay と/かディストリビューターのチームのホワイトペーパに記述された仕事の予定を
実装する能力に影響を与える緊急時や自然災害

12.Bonpay と/かディストリビューターのコントロール外のファクター

Bonpay か Bonpay の代表として行動する代表者の将来見通しは上記のファクターによって修飾
されています。実際の将来の結果に影響を与えるリスクと不確実性と不定は現実と物質的に違い
可能性がありますし、Bonpay と/かディストリビューターの達成は前に本ホワイトペーパの将来見
通しで明示または暗示された達成と大きくちがう可能性もありますので、このステートメントに不
当な信頼をあてにするべきではないです。この将来の見通しはホワイトペーパの日付だけに適切
ですBonpay もディストリビューターも他の人も将来の結果は上記の将来見通しと一致することを
責任と保証を取りません。もしかしたら Bonpay と/かディストリビューターの実用的な結果、プロ
グレスと達成は将来見通しと大きく違います。

本ホワイトペーパに含まれていろ情報は約束、コミットメント表明か Bonpay と/かディストリビュ
ーター今後方針の将来業績への取り組みとして理解されてはいけないです。
それに、Bonpay と/かディストリビューターは新しい情報が公開されたか、他の意外なことがあっ
ても、前に言われた将来の見通しの更新か将来プログレス、イベントか状況に影響を与えるその
将来見通しの公に発表されたリビジョンの責任を放棄します。
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Bonpay ホワイトペーパはマーケットと企業情報としてキャラクタライズ できる情報とマーケット
研究、公開している情報と社内調査、レポートと研究に受けられた見通しを含んでいます。研究、
公開されているデータ、調査、出版、レポートなどこんな情報原が含んでいる情報を肯定して、信
頼性のありそうな情報源に受けましたが情報の完全な信頼性に信用はありません。

Bonpay、ディストリビューター、ディレクター、エグゼクティブ、チームメンバーと従業員の他
にだれも自分の名前、個人的な情報かその人に関連する情報を本ホワイトペーパとの関連で含む
ことを同意しませんでしたし、だれもその人を提供した情報の確認と更新を要求する権利がない
です。そんな情報は信頼できて、正確と更新した情報であることの保証と確信がないです。

Bonpay と/かディストリビューターは情報が正確にと適当文脈で公開されたことを確認するため
に合理的な措置をとりましたが、Bonpay と/かディストリビューターはサードパーティの外部ソー
スに抽出した情報の独立したレビューをしなくて、その情報の正確さと完全さかその情報でした
仮定を確認しませんでした。ですので、Bonpay もディストリビューターもその情報の正確さと完全
さに関連して表明と保証の更新をするのは義務はないです。

マーケットと企業情報と他の人の不同意

Bonpay ホワイトペーパに提供する情報は Bonpay、ディストリビューター、BON トークンか
Bonpay ITS に関してビジネス、法律、税務や財務アドバイズとして理解するべきではないです。
本ホワイトペーパは投資決定か契約を構成するものではなくて、本ドキュメントは投資か他の契
約として考えることはできなくて、 本ドキュメントの提供の事実は投資か契約を締結するための
基礎ではないです。あなたは投資するかどうか確信がなかったら、BON トークン、Bonpay ITS か
Bonpay ウォレットなどの Bonpay と/かディストリビューターのそれぞれの業務や事業に関して財
務と法律顧問である専門アドバイザーと相談するべきです。あなたは BON トークンの購入での
財務リスクを無期限に背負うことを認めなければなりませんし、不足の事態か Bonpay ホワイトペ
ーパで記述された外部要因の干渉の場合損失を被ることを認とめなければなりません。

何のアドバイスしません

だれも Bonpay と/かディストリビューターとそれぞれ業務や事業、Bonpay ITS も BON トークン
もに関してホワイトペーパに含んでいない情報を提供するのは承認しませんでした。そんな情報
を提供した場合 Bonpay と/かディストリビューターに承認した情報として理解してはいけません。

そのあとの情報とアップデートがないです

Bonpay ホワイトペーパかホワイトペーパの部分の分布は任意の管轄で法律と規制によって禁止
される場合もあります。制限が適用される場合 Bonpay と/かディストリビューターはホワイトペー
パの分布と伝播の責任を放棄して、あなたは Bonpay ホワイトペーパかホワイトペーパの部分の
分布と所持に適用できる制限に関して自分を知らせます。

本ホワイトペーパかホワイトペーパの部分を分布されたり、アクセスされたり、所持したりする
人は方法や形態を問わず他の人に伝播したり、複製したり、他の方法で分布したりすることはい
けません。

分布と伝播の制限
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本ホワイトペーパは有価証券の提供を含んでいなくて、任意の管轄で有価証券に投資することを
刺激しません。だれでもは本 Bonpay ホワイトペーパを基本として契約を結んだり、義務的な法的
コミットメントをを結合したりすることで束縛しません。本ホワイトペーパに基づいて仮想通貨
か他の支払い方法は受け入れられません。BON トークンの購入と販売に関する契約はその契約
のTerms and Conditions（規約と条件）だけによって支配されます。Terms and Conditions と 
Bonpay ホワイトペーパの間に違いか不同意があったら、Terms and Conditions は優先を持って
います。

シンガポールか米国の市民、居住者かグリーンカードのホルダーなら、Bonpay ITS で Bonpay ト
ークンを購入できません。

このホワイトペーパにある情報は規制期間か規制当局でチェックした認めたりしたことがないで
す。このホワイトペーパの出版と分配は法律、規制要件、規則及び規制と応じる意味ではないです

有価証券か登録の提供ではない

BON トークンんの購入希望者(ホワイトペーパに述べたように）Bonpay,ディストリビューターと
それぞれ業務や事業,BON トークン、Bonpay ITS と Bonpay ウォレット、本ホワイトペーパと Terms
and Conditions に提供する情報に関する可能なリスクと不確実性を徹底的に考えて、推計するべき
です。

Bonpay とディストリビューターとそれぞれ業務や事業に関するリスクと不確実性は Bonpay とディ
ストリビューターに実質的か有害な影響を与える実際の事件に発展したら、あなたは BON トーク
ンの全部か部分の価値を失うことができます。

リスクや不確実性


