ホワイトペーパー
SAVE Token

最初のスマートクリプトコイン買い戻し条件契約のご招待

www.saveinvest.io

Please take notice: This translated version does not represent the official contract
represented by the original "English whitepaper". As a result use the information in
this document as a guide and the English version available on the website as the
official version.

ご注意ください：この翻訳版は、元の「英語のホワイトペーパー」が代表する正式な契約書では
ありません。 その結果、このドキュメントの情報をガイドとして使用し、公式バージョンとし
てWebサイトで入手できる英語版を使用してください。
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ご紹介
クリプトコインで投資家が直面する問題：
クリプトコインで潜在的な投資家が直面する主な障害は、短期間（日々）に大き
な変動をもたらし、市場のニュースや噂に非常に脆弱であるその価値の不確実性
です。これにより、潜在的な投資家はハイリスクの投資などの投資を考慮になり、
特に、クリプトコインを禁止したり厳重に規制している国などの脅威を恐れます。
当社のソリューション:
SAVE買い戻し条件契約は、あなたのクリプトコインが崩壊するリスクをカバーし
ています。あなたは1年間の投資をカバーするために投資の何パーセント割合を
支払って、購入したクリプトコインが初期値の特定の割合を下回った場合には、
以下で説明するように、最初の投資を100％回復します。
なお、クリプトコイン投資の範囲に対するの新しいコンセプトをご紹介します：

クリプトコインの購入されたスマート買い戻し条件契約。
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SAVE買い戻しスマート契約の仕組み
SAVE買い戻しスマート契約を作成することで、クリプトコインを安全に守ることが
できます。もし初期値の一定割合を下回った場合には、契約書は自動的にあなたからの正
確な初期値でコインを買い戻します。
たとえば、1つのZコインがあり、1つのZ = 100ユーロ €で買い戻し契約を作成し、買い戻
しの合意されたパーセンテージは2％です（パーセンテージはコインごとに異なる場合が
あります）。もし1つのZ価値が30日間以上に2ユーロ €以下に下がった場合、買い戻しス
マート契約は自動的に100ユーロ €の価値であなたからの1つのZを買うように申し出ま
す。
買い戻し契約を作成するためにSAVEクリプトコインが必要になります。これ
は、カバーしたい価値の7％です。7％のうち5％は金額（ユーロ €）で、2％はSAVE
コインで支払う必要があり、このSAVEコインはICO期間中に特別価格かICO後の市場
で購入できます。
たとえば、100ユーロ €のクリプトコインの買い戻し契約を作成するコストは７ユーロ €がか
かり、次のようになります：
• ユーロ € 5は不換紙幣（ユーロ €）での支払い
• ユーロ € 2はSAVEコインを使用するの支払い。
買い戻し契約は、30日間の買い戻し契約に含まれるコインの価値が初期値の
平均2％を下回ると自動的に実行されます。
買い戻し契約作成のために購入されたSAVEコインは、自動的に1年間ブロックさ
れます。それらに何が起こるのかは2つのシナリオがあります：
1. 買い戻し契約のコインの価値は、契約期間の1年間の初期値の2％を下回らないです。
ロックを解除されてSAVEコインを保管することができるか、新しい買い戻し契約の購
入に使用するか、利益を得るために市場で販売することもできます。

2. 買い戻し契約の対象となるコインは、初期値の2％を平均して30日間下回りま
す。当初の値でカバーしたコインを買い戻し、SAVEコインを元に戻します。
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スマート契約をサインする
投資額をカバーするために現
金で5％を支払う

顧客
1年間にロックされるSAVEコ
インを2％買う

スマート買い戻し契約
当事者間のオプション契約は、コ
ードをブロックチェーンに挿入と
して書き込まれます。個人は匿名
ですが、契約は公的元帳です。

最初の投資価格で
カバーされたSAVE
コインを買い戻
す。

最初の投資は1年間にカバーされます
2つのシナリオが発生する可能性がある

2.30日間、投資価格の2％以下
の価格でお金が崩壊すること
はない
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1年後にSAVEコインの
ロックを解除して、市
場で取引ができる

30日間に投資が2％を下回る価格で
崩壊する。
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ICOトークンの配布
SAVEトークンクラウドセールは2つの主要な段階で配布されます：１つ目は私的
先行販売ICOののためであり、2つ目は公的ICOのため、そして4つの段階に分かれてい
ます。公的のクラウドセールが終了してから1ヶ月以内に、SAVEコインはすべての主要
取引所に発行されます。
ハードキャップとして知られているICOでは、最大3億5,000万のトークンが生成
されます。後に追加のトークンは発行されません。.
トークン

％無料

0.1

50.000.000

10%

ボーナス
トークン
5.000.000

1週目

0.15

50.000.000

5%

1週目

0.15

50.000.000

3

1週目

0.15

4

1週目

0.15

準備資金
*

-

-

合計

-

-

割り当て

段階

期間

PreSale

0

4週間

公的

1

公的

2

公的
公的

価格

総トークン

%

55.000.000

15.7%

2.500.000

52.500.000

15.0%

4%

2.000.000

52.000.000

14.9%

50.000.000

3%

1.500.000

51.500.000

14.7%

50.000.000

-

0

50.000.000

14.3%

-

89.000.000

-

-

89.000.000

25.4%

-

339.000.00
0

-

11.000.000

350.000.000

100%

ユーロ €

*私的および公的段階の売却されていないトークンは、予備資金に残り、一定期間ロ
ックされます。
ICO段階のおおよそのタイムライン*は次のとおりです。:
• Pre-Sale：2018年2月23日〜2018年3月23日
• 私的段階と公的段階の間で休止：2018年3月24日〜2018年4月21日
• 公的段階1週目：2018年4月22〜2018年4月30日
• 公的段階2週目：2018年5月1日〜2018年5月8日
• 公的段階3週目：2018年5月9日〜2018年5月17日
• 公的段階4週目：2018年5月18日〜2018年5月25日
*タイムラインは、私的および公的目標を満たすことによって変更されることがあります。
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ICOクラウドセール中に調達された資金の分配
ICOクラウドセール中に調達した資金の50％は、買い戻しのスマート契約プラットフ
ォームとブロックチェーン、モバイル、ウェブウォレットの構築に使用されます。
資金の15％はマーケティング、広告、宣伝のために使用され、その成功を保証しま
す。

全ての資金がどのように使用されるかは、下の図を参照してください。
Consultați
graficul de mai jos pentru a vedea cum vor fi utilizate toate
fondurile:
ICO資金配信
コンテンツライセンス

5%

法律上のネットワーク 5%
総務と管理

7%

運用業務 8%
準備資金 10%

開発 50%

マーケティングとキャンペーン 15%

コンテンツライセンス
運用業務
開発
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法律上のネットワーク
準備資金

総務と管理
マーケティングとキャンペーン
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ロードマップ

-

Q4 – 2017
コンセプト開発:
ホワイトペーパー

-

ウェブサイトの開発

-

ロードマップ

-

Q1 – 2018
SAVEトークンICO:
- クラウドセールのプロセスを開始するには、SAVEトークンICO（ウェブサイト
とスマート契約）を準備して起動します。
- 開発チームは、SAVEトークンの最初のプロトタイプの実装に取り掛かります。
Q2 - Q3 - 2018

-

サービス＆プロジェクトの発表:
SAVEトークンとともに使用される可能なサービス（支払いソリューシ
ョンと買い戻しスマート契約）、プロジェクト（ウェブウォレット、
モバイルウォレット）、第三者のツールを完成させる。

Q3 – 2018
-

コインの性能テスト
開発チームによってトークンのパフォーマンステストが開始される
スマート契約のテスト。
Q3 – 2018

-

コインテストネット開発開始:
開発チームは、開発段階ですべてが正常に動作することを確認する
ためのテストネット開発を検討している。
Q3 - Q4 – 2018

-

買い戻しプラットフォームの打ち上げ：
完全に機能する買い戻しウェブサイトとスマート契約を開始する。
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