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概要
本書では、INCX:International Crypto Exchange の大まかな概要が記載されています。INCX は、世
界水準かつ最先端で、拡張性が極めて高い仮想通貨取引プラットフォーム(以下、「INCX」また
は「INCX プラットフォーム」あるいは「InternationalCryptoX」)となることを意図しています。
このプラットフォームは、高性能、短い待ち時間の処理実行、シームレスなユーザー体験を提
供し、シンプルさとセキュリティー機能を兼ね備えて、アジアの仮想通貨市場に革命をもたら
します。INCX は InternationalCryptoXPte. Ltd.によって運営され、INCX という言葉は引用において
同様の意味を包含するものとします。
INCX プラットフォームにより、ユーザーは仮想通貨対仮想通貨の形で、仮想通貨(BTC、ETH、
LTC、BCH など) の取引を行うことが可能となります。また、INCX プラットフォーム上での仮
想 通貨購入に、規制環境に従った法定通貨の組み込み(USD/GBP/SGD/CAD/AUD/JPY/EUR)、さら
に
イニシャル・コイン・オファリングに準じた新規トークンの上場に努めます。
InternationalCryptoX では、INCX プラットフォーム上での取引目的で、トークン・クラウドセール
において INCX コイン(以下、「INCX コイン」)も提供します。
InternationalCryptoX のビジョンは、個人による仮想通貨取引を可能とするだけでなく、譲渡や
情報の流布が容易になるプラットフォームを開発することです。INCX プラットフォームによっ
て、ユーザーは使いやすく安全なグローバルアドレス帳を実装することで、あらゆるウォレッ
トやパスワードの管理を簡単に行うことが可能となり、ユーザーに利便性が提供されます。さ
らに INCX プラットフォームは、取引においてエンド・トゥ・エンドの自動化を実現し、取引
さ
れる仮想通貨の可動性、取引用に上場された通貨の流動性といった不可欠な情報、さらに国内
外の事業パートナーとともに API を活用して開発した損益計算書など、その他の付随的な情報
を 提供します。
InternationalCryptoX は、INCX プラットフォームを開発するために設立されました。設立者およ
び
顧問の多くは、テクノロジーにおける国際的かつ広範な経験を有し、大規模でデータ主導型の
安全な企業プラットフォームの構築に確かな実績があります。
この文書では、InternationalCryptoX チームのビジョンについての解説、解決しようとしてい
る問題についての説明、さらに目標を達成するための事業計画が述べられています。
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重要事項の通知
INCX コインセールへの参加決定に先立って、INCX ウェブサイトで入手可能な最新版のホワイ
ト
ペーパーを必ずお読みください。最新版のホワイトペーパーは、これまでにご覧になったこと
がある、以前のホワイトペーパーに修正が加えられており、以前のものに取って代わります。
このホワイトペーパーは情報提供のみを目的としており、潜在的なユーザーおよびトークン保
有者に対して INCX の意図を説明するものです。このホワイトペーパーの内容は、目論見書を
構
成するものではなく、また INCX コインの販売通知に関する何らかの意見、あるいは同コイン
の
購入提案に関する何らかの勧誘の一部を形成するものでもなく、さらに本書提示の事実が何ら
かの契約または投資意思決定の根拠を形成するものでも、何らかの契約または投資意思決定に
絡んで信頼されるべきものでもありません。INCX コインの購入予定者は、このホワイトペーパ
ー、特に「リスクおよび不確実性」の項ならびに本書その他の項で述べられている通り、INCX
コインおよび INCX プラットフォームに関係するすべてのリスク、不確実性、規制について、
慎 重に考慮する必要があります。
INCX と INCX コイン購入者との関係は、別途締結される INCX トークンセールに関する契約(以下
、
「トークンセール契約」)によってのみ規定されることとなります。トークンセール契約とこの
ホワイトペーパーとの間に何らかの矛盾が生じた場合には、前者が優先されるものとします。
トークンセール契約は、このホワイトペーパーの一部を構成し、ホワイトペーパーに参照する
ことで組み込まれ、これに沿って解釈されることとします。
トークンセール契約には、INCX コインの購入を申し出るための、購入者によって提示される申
込書が含まれるものとします。当該書式は INCX 取締役が随時決定することができるとともに
、
ウェブサイト上にある INCX コインの販売、購入、保管にかかる諸条件が、これに含まれると
見 なされるものとします。

このホワイトペーパーに記載されたいかなる情報も規制当局による検査・承認を受けていませ
ん。いかなる法管轄の法律、規制要件、規則に基づいても、当該検査・承認が過去に行われた
ことも、今後行われる予定もありません。
将来的な記述・声明に関する注意
このホワイトペーパーに含まれるすべての記述、プレスリリースまたは一般人がアクセスでき
るところで発せられた記述・声明、InternationalCryptoX あるいは InternationalCryptoX を代理す
る
その取締役、執行役員、社員によって発せられる口頭の声明は、それらが過去の事実に関する
©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
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重要事項の通知
ものでない場合には、「将来的な記述・声明」となります。これら記述・声明の一部は、「目
指す」、「見込む」、「信じる」、「可能性がある」、「見積もる」、「期待する」、「予測
する」、「もし～の場合」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「可能であ
る」、「潜在的な」、「予想する」、「おそらく」、「推定する」、「なるはずである」、
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「目標にする」、「であろう」、「予定する」、その他類似の表現など、将来を示唆する言葉
で特定することができます。しかしながら、これらの言葉が「将来的な記述・声明」を特定す
る唯一の方法ではありません。InternationalCryptoX の財務状態、事業戦略、計画および見込み、
InternationalCryptoX が関与する業界についての将来的見込みに関するすべての記述・声明が「将
来的な記述・声明」となります。以下に限定されるものではありませんが、InternationalCryptoX
の売上高および収益性、見通し、将来の計画、その他期待される業界のトレンド、このホワイ
トペーパーで議論されるその他事項など、InternationalCryptoX および INCX に関する「将来的な
記 述・声明」は、過去の事実に基づくものではなく、予想にすぎないものです。
これら「将来的な記述・声明」には、将来的な InternationalCryptoX の実際の結果、業績、成果
に
影響する可能性がある、既知および未知のリスク、不確実性、その他要素が含まれており、こ
のような「将来的な記述・声明」から期待、明示、暗示される将来的な結果、業績、成果とは
大きく異なる可能性があります。
InternationalCryptoX または InternationalCryptoX の代理人・代表者によって発せられる、あるい
は
それらに起因するすべての「将来的な記述・声明」は、上述の要素によって全体として明らか
に恣意性を伴います。このホワイトペーパーに記載された「将来的な記述・声明」から期待、
明示、暗示される結果、業績、成果とは大きく異なる、将来的な InternationalCryptoX の実際の
結
果、業績、成果をもたらす可能性がある、リスクおよび不確実性の存在を鑑み、これら記述に
過度の信頼を置いてはなりません。
これら「将来的な記述・声明」は、このホワイトペーパー発行日付においてのみ当てはまりま
す。InternationalCryptoX は、将来的に新しい情報が入手可能となり、あるいはその他事象が発生
した場合でも、それら「将来的な記述・声明」の更新あるいは何らかの改訂の公表を行い、将
来的な展開、事象、状況を反映するあらゆる責任を否認します。
市場および業界に関する情報、ならびに他者合意の不取得
このホワイトペーパーには、社内の調査、報告、研究、さらに必要に応じて市場調査、公表さ
れている情報、業界出版物から取得した、市場および業界に関する情報が含まれます。通常、
それら調査、報告、研究、市場調査、公表されている情報、出版物には、そこにある情報が信
頼できると考えられる情報源から取得された旨が記載されていますが、当該情報の正確性また
は完全性についての保証は一切ありません。
InternationalCryptoX およびその取締役、執行役員、社員を除いて、いかなる個人もその本人の
名前および/または本人に帰属している、あるいは本人に関連して帰属すると認識されるその
他の情報が、このホワイトペーパーに記載されることに同意していません。また、当該情報の
正確性または完全性に関して、当該個人はいかなる表明、保証もしくは責任の引き受けも行わ
ず、あるいは行ったものとはされず、当該個人に同情報に関するアップデートを提供する義務
はないものとします。
©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
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InternationalCryptoX は、情報が正確かつ適切な文脈で抽出されることを確保するために、合理的

©InternationalCryptoX Pte.Ltd.

7

な措置を講じているものの、InternationalCryptoX では第三者の情報源から抽出された情報につい
ての個別の確認、当該情報の正確性または完全性の検証、その情報において依拠された基本的
な経済前提条件の確認は実施していません。その結果、InternationalCryptoX あるいはその代理と
なる経営チーム、取締役、執行役員、社員は、当該情報の正確性または完全性に関して、いか
なる表明あるいは保証も行わず、同情報に関するアップデートを提供する義務はないものとし
ます。

使用される用語
InternationalCryptoX によっ て 購 入の 募集が 行われ る INCX コ イン 、 INCX プ ラッ トフォ ーム
、
InternationalCryptoX の事業および経営に関するより良い理解を促す目的で、特定の技術用語およ
び略語が、さらに場合によってはその説明が、このホワイトペーパーで使われています。これ
らの説明および割り当てられた意味は、決定的なものとして解釈されるべきではなく、業界の
標準的な意味や使い方とは異なる場合があります。
単数形が使用されている単語は、該当する場合には複数形も含み、その逆も同様となります。
人物への言及には企業が包含されるものとします。

©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
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序論
Investopedia によると、仮想通貨は分散化されたデジタルまたはバーチャルな通貨で、セキュリ
ティー1 用に暗号を使用しており、偽造が難しくなっていると定義されています。仮想通貨の利
用には、数多くの利点が存在します。
セキュリティー強化-分散型モデルにより、取引情報が中心的なハブに格納されないた
め、いかなる当事者も仮想通貨の支配権を持っていません。
不正の抑制-個々の仮想通貨はデジタルであり、偽造することができず、あるいはクレ
ジットカードのチャージバックと同様に、送り手の恣意的な取り消しが不可能となって
います(仮想通貨自体とは関係のない、不正 ICO と混同しないようご注意ください)。
ID 盗難防止-仮想通貨は「プッシュ」メカニズムを採用しており、これにより仮想通貨
の保有者は、ID 盗難につながる可能性のある個人データを使うことなく、送りたいもの
を正確に商人や受取人に送ることができます。
スピーディーな決済-仮想通貨を使えば、決済機関としての金融仲介業務が不要なので、
取引は数時間あるいは数秒のうちに記録することができます。
安価な取引手数料-金融仲介業務がないことで、自動的に取引手数料が低減することと
なります。
世界規模での利用可能性-各国の政府が管理する法定通貨と異なり、仮想通貨は誰もが
利用できるという考え方です(規制によって禁止されている地域を除きます)。

仮想通貨マップ上のアジア
アジア経済は 45 億人(世界人口の 60%)2 の人口から成っていますが、法定通貨と仮想通貨の分断
を橋渡しする仮想通貨取引所はほとんど存在しません。アジアにおいて現在稼働中の取引所の
大半では、仮想通貨の預け入れと引き出し、BTC/ETH といった対仮想通貨大手の取引が可能と
なっていますが、法定通貨との取引はできません。日本などの先進国では仮想通貨市場に関す
る規則が定められるようになった一方、韓国や中国など、多くの国では仮想通貨市場の研究が
始まったばかりです。最終的には、それらの国でも規則が定められることになるでしょう。ア
ジアのその他の国には、より多くの FUD(恐れ、不確実性、疑念)が存在します。INCX は、この
分断を橋渡しするアジア有数の仮想通貨取引所になろうとしています。

Investopedia 「仮想通貨とは」(n.d.)2018 年 4 月 25 日に情報取得
。
https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
2
Wikipedia 「 ア ジ ア の 経 済 」 (n.d.)2018 年 4
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Asia
1

月

25
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アジアは世界最大の経済圏であり、もっとも経済成長が速い地域です。多数のインターネッ
トユーザーに牽引され、モバイル、インターネット、デジタル決済、クラウドコンピューテ
ィング、IoT など、テクノロジーの爆発的な成長の幕開けを迎えています。
稼働中の仮想通貨トレーダーの大半は 25 歳から 44 歳となっていま
す:
• 仮想通貨トレーダーの 38.2%が 25 歳～34 歳
となっています 3
• 仮想通貨トレーダーの 25.5%が 35～44 歳となっています アジア人の年齢の中央値は 30.7 歳とな
っています: 仮想通貨トレーダーの平均とぴったり合致します。
アジア市場は拡大に理想的な位置づけとなっています。アジアを新しい仮想通貨のハブにする
ために必要なものは、適切なツール、正しい情報・認識です。
私たちは、アジアにおける仮想通貨の大々的な採用を阻害する問題が、主に 3 つ存在すると考えています
。
•

知識の欠如:仮想通貨取引の世界は複雑です。仮想通貨ファンやトレーダーが必要とす
る情報すべてを入手して、積極的に取引を行うことができる、集約化されたハブが存在
しません。

•

プラットフォームの限界:仮想通貨取引所に関するすべてのニーズを満たすプラットフォームは、ひと
つとして存在しません。
規制要件および法令遵守: これらが外貨の購入や自国通貨から外貨への交換において問
題となります。

•

アジアに重点を置いた現在稼働中の仮想通貨取引所では、ユーザーは数種の仮想通貨(大抵は
大手のもの)のみの売買を行うことができるものの、その流動性は不十分であり、非効率な売
買スプレッドとなっています。現時点で、ユーザーが世界の主要通貨を使って、複数の仮想通
貨を購入できる効率的な取引所はほとんど存在しません。
ユーザーが仮想通貨を購入できるとともに、仮想通貨をアルトコインに交換できる、最先端テ
クノロジーを使ったワンストップ・プラットフォームの存在は、仮想通貨の大々的な採用のお
膳立てに寄与します。

3 ビットコインユーザー層の構成: 25～34 歳のヨーロッパ人男性(n.d.)。
©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
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https://news.bitcoin.com/bitcoin-user-demographics-european-males-age-25-34/か ら 取得
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問題点 1:知識の欠如
仮想通貨コミュニティーは、何年にもわたって緩やかに、しかし着実に成長してきましたが、
依然として成長の初期段階にあります。信頼できる報道機関が、主にビットコインやその他仮
想通貨の価格など、その進展について報道し始めるようになっています。より心躍るようなニ
ュース記事が報道され、仮想通貨に対する世の中の関心が大きくなることで、より多くの人が
デジタル通貨の魅力的な世界に引き付けられます。しかしながら、多くの人がブロックチェー
ン技術に投資したいと考える一方、仮想通貨市場参入の複雑さがその障壁となってきました。
法定通貨を直接ビットコインや他の仮想通貨に換金することは、素人には容易ではありません。
通常この処理には、一定の技術的スキルや知識、セキュリティーに関する理解を要するととも
に、多くの人がこれまでに経験したものとは異なる、システムへの信頼が必要になります。ト
レーダーに電話をかけて取引することも、オフィスでアドバイザーと話をすることもありませ
んが、依然として詐欺に遭う危険性があることは言うまでもありません。現在、仮想通貨購入
のプロセスには、たいへん多くの段階の手間がかかります。
最初に、様々なプラットフォーム(例:ビットコイン ATM、ウェブサイト、アプリ)からビット
コインを購入する方法を学ぶ必要があります。次にそれを取引所に送って、希望する仮想通貨
の取引方法を理解しなければなりません。
これらのステップは複雑で恐ろしく感じ、場合によっては理解不能です。技術的知識を持つ経
験豊富なトレーダーでさえも、法定通貨をデジタル通貨に換金するプロセスはゆっくりと行い、
窮屈さやイライラを感じ、そして時にはリスクを伴うことがあります。このような不便さゆえ
に、知識や技術、そして関心もあるトレーダーが依然として仮想通貨市場に背を向けて、結果
的に機会を逃していると、私たちは考えています。
今日のインターネットにおける情報の氾濫によって、新規の仮想通貨ファンが十分な情報に基
づく意思決定を行うのに必要な情報を見つけ出すことがこれまで以上に困難になっています。
多くの情報が存在しますが、その多くは実際にためになるものではありません。最新ニュース、
市場のデータ、動画チュートリアル、最新技術情報が 1 か所にあり、トレーダーが適切なタイミ
ングで、正しい情報源からの正しい情報に、素早く簡単にアクセスできたら、理にかなってい
ると思いませんか？

問題点 2:プラットフォームの限界
現在、市場には数多くの仮想通貨取引所が存在します。仮想通貨取引所プラットフォームの質
は、ここ数年で大きく変化しましたが、取引プラットフォームから期待される成熟度にはまだ
達していません。ほとんどの仮想通貨取引所で見られる必要最低限レベルのユーザー体験は、
技術面および操作面の奥行き不足によるものと私たちは考えています。
©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
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ほとんどのプラットフォームが直面する 1 つ目の限界はパフォーマンスの問題です。どのよう
な
市場でも、高い変動性によってパワートレーダーに最高の機会が提供され、取引量の増加につ
ながります。仮想通貨取引所の大多数はスケーラビリティに問題があり、待ち時間、取引処理、
全体的なユーザー体験にかかる問題につながっています。頻繁に取引をするトレーダーは、そ
のニーズを満たすために複数のプラットフォームを利用することがよくあります。

トレーダーが複数の取引所プラットフォームを代わる代わる使うことで、取引量の減少、売買
スプレッドの拡大、不健全な市場状態を招くことになり、ユーザー数の停滞につながります。
これは多くの取引所プラットフォームが抱える問題であり、私たちは INCX プラットフォームで
、 この問題に対処しようとしています。
2 つ目の限界であり、おそらく仮想通貨取引所における最も重要な課題はセキュリティーの欠如
です。この課題は仮想通貨の性質ゆえに、仮想通貨取引所固有のものです。一般的に使われて
いるほとんどの仮想通貨取引所は集約型のシステムで、優れた性能と効率性を提供します。集
約型システムが分散型資産の取引を可能にしていることから、これら取引所はハッカーや内部
の悪意あるユーザーにとって、格好の標的となってしまいます。適切なセキュリティー制御が
最初から実施されていない場合、これは深刻なリスクになり得ます。
仮想通貨取引所プラットフォームでよく見られる 3 つ目の技術的限界は、円滑なユーザー体験
の 欠如です。仮想通貨取引には様々な人物が関わっています:
•
•
•
•

専門のトレーダーで仮想通貨ファン
専門のトレーダーで仮想通貨を初めて扱う人
仮想通貨の専門家でトレーディングが初めての人
仮想通貨もトレーディングも初めての人

仮想通貨取引所プラットフォームは、上記すべてのユーザーが必要な情報を届ける、フレキシ
ブルなユーザーインターフェイスを用意し、これらユーザーの仮想通貨取引を成功に導くサー
ビスを提供する必要があると、私たちは考えています。INCX は、ユーザーがその場で必要とす
る情報を提供することで彼らを手助けし、さらに取引体験を通じて、専門トレーダーや仮想通
貨ファンとなるようユーザーを導きます。

問題点 3:規制要件および法律遵守
仮想通貨が非道な行為に使われる懸念が高まっています。仮想通貨は本質的に追跡が難しく、
ユーザー識別情報を保有しません(擬匿名性)。通常、仮想通貨は分散型ネットワーク上で流通
し、そこではユーザー識別情報が実際には当該機関から発行されない代わりに、擬匿名という
形で生成されます。このことが、マネーロンダリング防止(AML)やテロ資金対策(CTF)といった
問題に関する懸念を生じさせています。
仮想通貨やトークンはかなり新しいものであるため、明確かつ厳格なガイドラインが存在せず、
©InternationalCryptoX Pte.Ltd.

13

そのことによって多くの潜在的顧客が、この市場への参加を躊躇してきました。この問題は、
各国政府が依然として評価を行っている段階であり、多くの否定的な憶測を呼んでいるため、
より複雑化の様相を呈しています。
仮想通貨経済は 2017 年に大きく成長しました。早くからの参加者の大部分は大幅な利益を上げ、
収入の報告や税金の申告が必要となるわけですが、ほとんどの取引所では納税義務に準拠した
文書やガイダンスを未だ提供していません。

©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
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[ここに入力]

INCX の ビ ジ ョ
ン
私たちのビジョンは、より素早く、簡単で、高度なセキュリティーが確保された仮想通貨市場
における購入とトレーディングによって、何百万という人々に何十億件という仮想通貨取引を
していただくことです。取引やコインに関する情報は、わずか 1 回のクリックで入手できるよ
う になるべきです。
ユーザーが仮想通貨市場に参加できるようになることが私たちのミッションであり、仮想通貨
の購入を簡素化することによって、これを達成しようと計画しています。私たちは、当社のモ
バイルアプリケーションおよびウェブアプリケーションを、法定通貨による仮想通貨購入およ
び仮想通貨交換の最も簡単な方法にしようとしています。
INCX プラットフォームでは中心となる情報ハブを備え、そこでユーザーは、デジタル通貨およ
びブロックチェーン・プロジェクトの参加に必要となるあらゆる仮想通貨メディアを受け取る
ことができます。つまり私たちは、仮想通貨に熱狂する人々が必要なすべてを備えた、唯一無
二のプラットフォームを構築することによって、ユーザーの限界に挑戦するのです。さらに、
SDK の製作を通じて開発者用ツールの限界も克服しようとしており、これによって当社のモバ
イルアプリおよびウェブアプリで、分散型アプリケーションを利用できるようになります。
仮想通貨の世界が本当に成長の可能性を秘めていることは、事実を見れば明らかです。2009 年
のビットコイン仮想通貨の誕生から、ブロックチェーン・ウォレットの数は増え続け、2018 年
末のブロックチェーン・ウォレットのユーザー数は約 2,400 万人に達します 4。これが真実で
あ るとすれば、現時点でアジアにおける仮想通貨ウォレットの個別の稼働中ユーザー数は、
1,500
～2,000 万人と見積もられますが、これはアジア地域の人口の 1%にも満たないということです
。 仮想通貨市場(アジアおよび全世界)全体の潜在的な勢力は、このホワイトペーパー作成時点
で は、ほとんど手つかずのままです。
コミュニティーのサポートと ICO 資金調達によって、InternationalCryptoX チームでは、アジア
に
おける稼働ユーザー数を可能な限りにおいて最大限に引き上げ、INCX プラットフォームが稼働
する最初の 2 年間で、シンプルでありながらスケーラブルなプラットフォームを待ち望む、新
た
な仮想通貨ファンすべてが簡単に法定通貨から仮想通貨に換金できるようになることで、その
数を 2,000 万人超にすることを目論んでいます。

[ここに入力]

4

2015 年第 1 四半期から 2018 年第 1 四半期までの世界全体のブロックチェーン・ウォレットのユーザー数(n.d.)。
2018 年
4 月 20 日に https://www.statista.com/statistics/647374/worldwide-blockchain-wallet-users から情報取得
。

[ここに入力]

INCX のソリューショ
ン
仮想通貨取引市場における現状のあらゆる問題を解決することを目指し、INCX プラットフォー
ムは現在利用されている他のあらゆる取引プラットフォームとは一線を画します。このプラッ
トフォームは、パフォーマンス、スケーラビリティ、セキュリティー重視で設計・構築され、
安全なマルチペイメント・ゲートウェイならびに最先端のウォレットを提供します。カスタマ
ー・エクスペリエンスを第一に考え、アプリにはシンプルでありながらエレガントな UX /UI
デ ザインを通じてアクセスすることができます。
現在の仮想通貨取引所に関する共通の問題:
•
•
•
•
•
•
•

国際的な取引所で、複数の法定通貨の預け入れを受けるところが存在しない– ほとんどが仮想通貨の
み
非効率で、仮想通貨の十分な流通量がない
急いで構築されたため、技術面での妥協が見られる
大量に取引がある場合のパフォーマンスの問題
スケーラビリティがない: 長い待ち時間とダウンタイム
セキュリティーの潜在的な抜け穴
乏しいユーザー体験

INCX プラットフォームの主な差別
化
•
•
•
•
•
•
•

独自の技術アーキテクチャ
シンプルで使いやすい UI
高性能で短い待ち時間
安全なマルチペイメント・ゲートウェイ
最先端のウォレット
スケーラビリティがあり、回復力、不具合耐性、安全性が高い
合理的な期間内で法律に準拠

[ここに入力]

INCX の機能と特
長
INCX 取引テクノロジー: 最先端テクノロジーを採用した当社のプラットフォームに
は、スポット、マージン、先物市場などにおける取引を対象とした、マッチングアルゴリズムお
よび効率的なアーキテクチャを含みます。プラットフォームはスケーラブルで、高い回復性、不
具合耐性、安全性を備えます。
使いやすいデザイン:当社の使いやすい UX/UI は、使いやすさを念頭に置いて構
築された、最先端のレスポンシブデザインで構成されます

INCX の端末互換性: 当社のプラットフォームは、一般的なあらゆるウェブブラウザおよび端末で
操作できるよう設計され ます。また、iOS および Android 向けのアプリ、モバイルブラウジングのため
のレスポンシブ・ウェブデ ザインを提供し、取引所間ならびにその他取引のインテグレーションのた
めに、RESTAPI をオープンに します。
INCX の多言語サポート:当社のプラットフォームでは、市場のリーチを最大化するた
めに、一般的な言語のサポートを模索します。需要に基づいて、その他言語も追加さ
れる可能性があります。

INCX の文書およびレポート: 当社のプラットフォームには書類作成機能が含まれ、カスタム収入
レポートをサポートして、ユーザ ーによる自国税法の遵守を支援します。

INCX 情報ハブ: 当社のプラットフォームでは、取引可能な仮想通貨すべての情報ハブを設け、チ
ャットボットといっ た使い勝手の良いテクノロジーをトレーダーに装備させて、必要な情報を提供
します。

[ここに入力]

[ここに入力]

INCX の アーキテクチ
ャ

INCX は、マイクロサービスベースのアーキテクチャを使って、無限に拡張が可能な分散型およ
びシャード化されたシステムとして構築されています。当社チームには、スループットが高く、
遅延が少ない産業規模のシステム構築に成功した経験があり、それにはインダストリアル・イ
ンターネット、IoT、その他スケーラブルで安全な大型プラットフォーム・アプリケーションの
構築経験が含まれます。さらに、それらに対する特許申請も行っています 5。私たちは、この豊
富な技術経験を活かし、遅延が少ないデータ保管ならびにキャッシュメカニズムを特長とする
INCX プラットフォームを設計し、高いパフォーマンスを実現するとともに、単一点障害を回避
することを目指しています。INCX の UI は高い反応性を持ち、ユーザーに対して即座にフィー
ド バ ッ ク を 送 り ま す 。 この ア ー キ テク チ ャ は 、水 平 的 に 拡張 可 能 な シ ス テ ム を 有す る
Google、 Amazon、Facebook といった、Web 2.0 企業のそれと類似しています。

INCX によるブロックチェーンの活
用
INCX の最初のバージョンは、集約型の仮想通貨取引所で、複数の仮想通貨をサポートし、それ
ゆえにサポートされている仮想通貨のブロックチェーン・ネットワークと相互にやり取りが行
われます。近頃、仮想通貨分野において、仮想通貨およびトークン双方のやり取りが爆発的に
増加しています。私たちは、INCX 仮想通貨のフルフィルメントシステム向けに独自の抽象化レ
イヤーを構築しようとしており、これによって新しい法定通貨、仮想通貨、トークンを素早く
追加できます。こうすることで、エコシステムの進展に合わせた拡張、さらに新通貨に対する
顧客需要の充足に寄与します。

[ここに入力]

5

発明者 Vineet Banga、Atul Kshirsagar、HimagiriMukkamala 氏による特許(n.d.)。2018 年 4 月 20 日
情報 取得 https://patents.justia.com/inventor/vineet-banga
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https://patents.justia.com/inventor/atul-chandrakantkshirsagarhttps://patents.justia.com/inventor/himagirimukkamala
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製品ロードマップ
(変更となることがあります)
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セキュリティーに対する姿勢
セキ ュリティ ーはビジネ ス の成功において最も重 要な事項です。このセ クション では、
InternationalCryptoX が INCX 内のセキュリティー問題にどのように対処するかについて、その概
要 を説明します。
取引所としての私たちの最大の責任は、内外双方の悪意ある攻撃者ならびにその他セキュリテ
ィー上の脅威から、お客様の資金を安全かつ確実に守れるようにすることです。私たちは、業
界の標準的な実践に従い、安全なシステムを構築・運営しようとしています。最高のセキュリ
ティー標準を確保するために私たちが行おうとしている、4 つの主な基本的実践事項を紹介しま
す:

セキュアな開発ライフサイクル(SDL):安全なシステムが偶然に構築されることはありま せん
。業界標準のベストプラクティスが存在しますが、ほとんどのスタートアップ企業
はこれを無視することを選びます。開発の開始からできるだけ早急に、最良の SDL プ
ラ クティスに従う必要があると、私たちは考えています(応急的な対応は、その後の問
題 発生につながります)。脅威モデルや STRIDE 分析、静的コード解析(SAST)、動的コー
ド解 析(DAST)、さらにペネトレーションテストといったベストプラクティスは、私たち
の開 発ライフサイクルを構成する手順のごく一部にすぎません。これによって確実に
、開発 期間中にあらゆる実装関連のセキュリティー上の問題を検出し、それらを排除し
ます。

業界標準の暗号を利用 /暗号の考案の不実施:
私たちは、AES-256、SHA256/SHA3 など、NIST 公告で推奨さる暗号化標準を使用し、独
自の暗号化方式を使うことはありません。内部のトラフィックも含むすべてのデータは、
暗号化されたチャンネルを通じて流れます。大抵の仮想通貨取引システムでは、TLS は
ロードバランサ―のところで終わり、トラフィックは内部ネットワーク全体で暗号化さ
れていない状態になります。しかしこのことによって、悪質な内部アプリケーションの
影響を受ける可能性が高くなります。私たちの計画は次の通りです:
• 蓄積された機微なデータはすべて AES-256 ビットによって暗号化されます。
• 転送中のデータはすべて TLS1.2 を使い、当社のウェブサイトは EV(エクストラ
・ バリデーション)証明書を使ってホストされます。
• すべてのパスワード/キー/パスフレーズは、一方向ハッシュ(SHA3)を使って保管されます
。
• 仮想通貨ウォレットは、地理上の異なる地域に分割されるので、ひとつの地域
でセキュリティー侵害があっても、すべてのキーが漏洩することはありませ
ん。
• 当社は最小権限の原則に従います:
o 処理は必要とされる最小権限に基づいて実行されます。
o オペレーションに必要なポートのみを開きます。

[ここに入力]

オペレーション上のセキュリティー:
攻撃者はシステムの脆弱性につけ込もうとします。INCX のオペレーションでは、システ
ム強化(オープンポートの回避、脆弱あるいはデフォルトのパスワード回避、パッチ管
理など)、単一障害点が存在しないことなど、すべての基本を守り、さらに徹底的な防御
アーキテクチャを構築します。私たちは、ネットワークの境界からソフトウェアが実行
される VM ならびにコンテナまで、ソフトウェアのあらゆる階層にセキュリティー対
策 を施します。これによって、仮にひとつの階層が侵害された場合でも、機微なデー
タが 失われることはありません。また、資金の大半をオフラインにすることで、ハッ
キング のリスクを低減します。
コンプライアンス上のセキュリティー: 内部の悪意ある者は、あらゆる取引所において大き
なリスクとなります。INCX プラット フォームでは、厳格なセキュリティー対策を導入
し、関心の分離を維持します。また、
InternationalCryptoX の社員が顧客データへの無制限かつ追跡不能なアクセスができない
よう、アクセスおよび監査管理を導入する予定です。強力な監査、厳格なアクセス管理、
ポリシーガバナンスによって、内部リスクの管理を行います。蓄積されたすべてのデー
タは暗号化されます。ユーザーは二要素認証を有効にする必要があります。さらに、高
度に機微なデータは断片化された暗号キーを使って保護するため、いかなる社員もその
データにはアクセスできません。INCX は市場で最も信頼できる取引所になることを目指
しています。これを実現すために、GLBA、PCI-DSS、ISO-27001 といったプライバシーな
らびにセキュリティーに関する規則に沿った指針を社内で導入します。私たちはこれら
の認定を受けるために、監査の実施に積極的に取り組みます。
集約型 vs 分散型取引所
INCX プラットフォームの最初のバージョンは、集約型モデルに基づくものとなります。これと
同時に、DEX(分散型取引所)(IDEX、OasisDEX、WavesDEX など)の動向に注視していきます。分
散型取引所モデルには、固有のセキュリティー上の利点があると理解しているためです。この
ホワイトペーパーに列記されている問題を適切かつユーザーのためになる方法で解決するため
に、私たちは分散型モデルの動向を注視し、研究開発リソースに投資をして、このテクノロジ
ーの進展に合わせて、そのバリュー・プロポジションを確実にモノにしょうとしています。

[ここに入力]

コンプライアンス指針
私たちは、マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金対策(CTF)関連の問題を回避すべく、
確実な顧客識別ならびに検証指針(顧客確認(KYC))を備えた強力な基盤を構築して、各国・各地
域の規制要件を充足していくことを計画しています。仮想通貨が非道な行為に使われるという
懸念が高まっており、その結果、世界各国の複数の政府で仮想通貨分野の規制が始められてい
ます。ブロックチェーン技術自体が相対的に新しいものであることから、慎重なアプローチに
よって、資金拠出ならびに取引双方の観点から、各国・各地域の規則に準拠する堅牢なプロセ
スを導入したいと、私たちは考えています。当社の指針はユーザーを保護すると同時に、規制
当局に対する透明性を提供します。これによって、仮想通貨の売買に関するプロセス全体をシ
ームレスにすることが可能となります。さらに、すべてのユーザーが税申告目的で必要となる、
正式な取引書類の入手を手助けすることも可能となります。
私たちは、アジア地域において支配的な規則に基づいて、資金拠出および引き出しの上限を設
ける予定です。さらに、税申告が容易になるよう、顧客に対して年間の実質損益計算書を発行
します。

顧客確認(KYC)指針
基本的な顧客識別・検証手順は次の通りです:
1.
KYC なし:取引所の基本的機能の使用。例えば、仮想通貨取引に関係するリアルタイムの
相場情報やチャート情報など。
2.

基本的 KYC:アカウントを開設し、INCX プラットフォームでの積極的な交換・取引を希望
するすべてのユーザーについて、当社では以下の書類を集めます。
身分証明(下記のいずれか一点)
•
政府発行の国民識別カード
•
パスポート
•
投票者 ID カード
•
運転免許証
•
その他、政府発行の有効な身分証明書類
居住地証明 (下記のいずれか一点)
•
パスポート / 運転免許証
•
水道光熱費の請求書(過去 3 か月以内のもの)
•
無効小切手を添えた銀行の取引明細書
•
郵便局発行の証明書/ID カード

*利用可能であれば eKYC も
可
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マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金対策(CTF)に関す
る指針
マネーロンダリングは、犯罪による収益の実態が偽装され、正当な収入と見せかけられるプロ
セスと定義 6 されています。犯罪者は具体的に金融サービス企業を狙い、その企業が知らない
と ころで、そこを通じて犯罪収益の洗浄を試みます。
マネーロンダリングの多大かつマイナスの影響に対応して、アジアの多くの国ではマネーロン
ダリングを防止し、テロリズムに対峙することを目的とした法律が制定されています。
当社の AML および CTF に関する指針は、企業が利用されて金融犯罪を助長するリスクを低減す
る ための、適切なシステムの導入および統制実施の必要性を含む、アジアにおける AML なら
びに CTF に関する法的義務を充足するよう設計されます。この指針では、遵守しなければなら
ない最 低限の基準が定められ、その内容は以下を含みます:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

適用される関連法令および規則の遵守を監督するための十分な年功と独立性を有する取
締役の任命。
INCX に対するマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを評価・管理するため
の、安全かつ厳格なプロセスの確立ならびに維持。
顧客識別・検証システムの確立ならびに維持。
既知の当事者リストとの氏名照合を通じた、重要な公的地位を有する人物の特定。
予想される行動および記録されたプロフィールとの顧客取引の対比・監視ならびに疑わ
しい取引の危険フラグ付け。
マネーロンダリングやテロ資金供与などを行う傾向という点での顧客リスクの判断。
顧客行動を判断するためのデータ分析。 ユーザーの個人データは、当社の技術に

よって完全に安全に保護され、暗号化されます。

国際コンプライアン協会「マネーロンダリングとは」(n.d.)2018 年 4 月 25 日情報取得。
https://www.int-comp.org/careers/a-career-in-aml/what-is-money-laundering
6
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データプライバシーおよびセキュリティー
InternationalCryptoX は、INCX ユーザーのプライバシーに関する権利の保護を目指したプライバシ
ー指針を展開し、それを実践することを意図しています。不正なアクセスや開示を防ぐために、
InternationalCryptoX は適切な物理的手順、電子的手順、管理手順を導入して、ユーザーデータを
保護します。これには以下の標準が含まれますが、この限りではありません:
1.

データは、安全なファイアウォールで保護された、安全なコンピューティング環境で保
管され、不正なアクセスを防ぐとともに、購入者データにアクセスする必要のある者だ
けに、アクセスの権限が付与されます。InternationalCryptoX の全チームメンバーは、セ
キュリティーに関するトレーニングを受け、本人の業務に関係する広範囲にわたるセキ
ュリティー指針、手順、標準を遵守することが求められます。

2.

ユーザーが INCX プラットフォームのセキュア領域を使用するときには、256 ビット暗
号 化とともに SecureSocketsLayer (SSL)プロトコルが使われます。つまり、ユーザーのコ
ン ピューターと INCX のセキュアコンピューター環境との間で送信されるすべての情報
が暗 号化されるので、転送中に読み取ることはできません。サイトのセキュア領域に
はタイ ムアウト機能があります。ユーザーがしばらく間、セキュアセッションを何も
せずにし ておくと、サイトはタイムアウトとなって不正なアクセスを防ぎます。

InternationalCryptoX が法律、裁判所命令、その他法的手続きによって、政府に対するコンプライ
アンス目的など、顧客に関する情報を外部に提供することが求められる可能性があります。そ
のようなすべての事例において、法律の適性手続きを確実に遵守することは InternationalCryptoX
の方針であり、このような状況下で情報の提供を求められた場合には、法律で禁止されていな
い限り、InternationalCryptoX は可能な場合にいつでも、情報が要求されたユーザーに対する通知
を試みます。
また、InternationalCryptoX は、法的義務を遵守するために、あるいはデータ保持指針に従って、
もしくは潜在的な紛争の対処に必要とされる合理的な期間、個人情報のコピーを保持すること
があります。

資産
InternationalCryptoX は、すべての仮想通貨を基本的な供給と需要に基づいて取引される外国資産
と見なします。その範囲において、当社の最先端テクノロジーのプラットフォームが、アジア
主要法定通貨でのこれら仮想通貨の最適かつ競争力のある価格に、シームレスなアクセスを世
界規模で確実に提供することを、私たちは望んでいます。
当社のプラットフォームは、ウェブポータルならびにモバイルアプリケーションを通じて、取
引可能なすべてのアルトコインおよびトークンに関して、各国の法定通貨でリアルタイム価格
を表示するよう設計されます。
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INCX コ イ
ン
私たちは、ユーティリティ・トークンであり、取引プラットフォーム
内の取引決済媒体として使用することが意図された、INCX コインの導
入を目論んでいます。INCX コインは、取引手数料、引き出し手数料、
上場手数料、その他該当する手数料といった、プラットフォーム上の
あらゆる手数料の支払いに使われます。

収益モデル
すべての手数料が INCX コインで課金されます。収益モデルと手数料体系は、事前の通知なく
変 更となることがあります。
収益は以下の収益源から生じます:

カテゴリー

内容

預け入れ

仮想通貨の預け入れは無料。電信送金による入金には、関与する銀行に
基づき、少額の手数料が課金されます。主要法定通貨(米ドル/英ポンド
/豪ドル/日本円/シンガポールドル/カナダドル/ユーロ)を受け付けま す。

取引

引き出し

INCX は取引 1 回当たり 0.2%の手数料を課金します。その他のバリエーショ
ン
は、後に導入される可能性がありますが、INCX では取引 1 回当たり 0.2%の
上 限を計画しています。例えば、BTC での取引があれば、取引額の 0.2%が
手数
料として、同額の
BTC が INCX に自動的に変換されて、INCX コインで課金さ
すべての仮想通貨引き出しには、少額の引き出し手数料が課金されます。送
れ
ます
金手数料は別途となります。各国銀行の基準に合致した、適切な書類がある
場合にのみ送金が行われます。

上場手数料

INCX はコイン/トークンおよびその他資産を厳選して上場し、その上場手数
料を課金します。

信用取引手数料

信用取引金利は、市場の基準に従って課金されます。

INCX コイン利用手数料の体系
INCX コイン使用の取引手数料体系はたいへん魅力的です。初年度の INCX コインを使った取引に
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は、0,1%の均一手数料のみが発生し、これは毎回の取引で 50%の割引となります。この手数料
は、業界内で最も低い水準となります。このコインは、取引所で発生したあらゆる種類の手数
料支払いに使うことができます。ユーザーが INCX コインを使って決済すると、最初の 1 年間は
手
数 料 が 50%割引になり、2 年目は 25%、3 年 目 は 10%の割引となります。さらに
InternationalCryptoX では取引所ユーザーに対して、他に類を見ない特別オファーを提供します。
自分の口座に 3,000,000INCX コイン以上を保有するユーザーは、取引手数料が無料となります。
持分の数は、特別オファーの参加件数および市場状況に基づいて変更される可能性があり、
プラットフォームリリース後に四半期ごとに見直される予定です

および市場の状況に関するレビューを行い、改定が行われます。当社では、技術的能力によっ
て移行が可能となった時点で、INCX プラットフォームが最終的に分散型取引所となることを目
指しています。その時点で INCX コインは、決済媒体ならびに主要基準資産のひとつとして利
用 されることになるでしょう。

トークンセールモデル
最高上限額:全体で 1,000 万 US ド
ル
プレセール:200 万ドルクラウドセール:800 万ドル(1ETH =800 ドルとする)
トークン名称: INCX コイ
ン 規格: EthereumERC20
トークン供給量: 10 億 INCX コインで内訳は次の通
り:
• 434,285,714 コイン(43.43%)をトークンセールで販売。
• 400,000,000 コインを設立者、社員、顧問、データプロバイダー、その他パートナーへの

分配用に、InternationalCryptoX の準備金として留保し、適宜需要に応じて購入用にリリ
ース。
100,000,000 コイン(10%) をクラウドセール中およびその後のマーケティング・プログラム用に割り当
て。
• 65,714,286 コイン(6.57%) でトークンセールおよび取引所上場コストをカバ
•

ー。 注記:
• InternationalCryptoX の準備金は、2018 年 5 月から 8 暦月の間留保され、当該 8 暦月経過後に

段階的にリリースされます。さらに、INCX コインセールに従って InternationalCryptoX
が 発行したトークン総数の 25%超が、任意の暦年内に InternationalCryptoX の持分から譲
渡 / リリースされることはありません。
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•

前述の分配で残った分については、InternationalCryptoX の準備金に移されるものとしま
す。

[ここに入力]

トークンの分配

6.57%

トークンセールで売却

10%

InternationalCryptoX が留保
43.43%

16%

設立者、会社、顧問に分配 マーケティ
ング・プログラムに割り当て

24%

トークンセールのコストをカバー

トークン保有者が適切にサービスを受け、INCX プラットフォームから最大の利用価値を引き出
すことができるよう、トークン販売は限定されます。

トークンの購入
トークン価格: 1INCX コイン=0.00003125ETH
最低購入額: 3200INCX コインまたは 0.1ETH

主要日付
プレセールの案内発表日: 2018 年 5 月 14
日 プレセールの終了日: 2018 年 5 月 21
日 トークンセール開始日: 2018 年 6 月
11 日 トークンセール終了日: 2018 年 7
月 11 日 INCX の転売/交換取引:2018 年 8
月
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ボーナス
プレセールのみ: 42%
メイントークンセール:
早期購入ボーナス: 最初の 48 時間で 10%
量的ボーナス:

INCX 購入額

ボーナス ボーナス
%
INCX

100,000

5%

5,000

500,000

10%

50,000

1,000,000

15%

150,000

2,400,000

20%

480,000

3,200,000

25%

800,000

注記:4,000,000INCX コインを超える購入に関するお問い合わせは、
info@InternationalCryptoX.io までご連絡ください。
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INCX および INCX コイン保有者の権
利
InternationalCryptoXPteLtd(INCX)
InternationalCryptoXPteLtd(INCX)は、シンガポール国の適用法 (以下、「シンガポール
法」)に基づいて設立された民間企業です。

INCX コ イ ン 保 有
者
INCX コイン保有者は、InternationalCryptoXPteLtd の株主ではなく、シンガポール法の下で株主と
しての権利を有していません。
INCX コイン保有者は、INCX の株式において、あるいは INCX の株式に対して、何らの権利また
は 利益も付与されておらず、INCX の取締役会の指名または解任に際してはその権利を持た
ず、 INCX の日々の経営に参加する権利を持ちません。INCX コインによって、INCX に関する何
らかの 種類の支配権が与えられるものではなく、INCX にかかるすべての意思決定は、INCX の
取締役会 で行われます。INCX コイン保有者は、INCX、その取締役、株主、社員、代理人と提
携または信 託関係を結ぶことにはなりません。また INCX コインは、INCX における、または
INCX に対する借 入もしくは所有持分を表すものではありません。

募集条件の変更
適用法に従って、INCX は INCX コイン保有者の承諾なく、このホワイトペーパーを改訂し、以
下 のいずれかの場合に募集条件を変更することができます:
(a) 重要な点において、INCX コイン保有者に悪影響を及ぼさないと INCX 取締役が考える変更 の
実施。
(b)

税当局を含む関係する規制当局、管轄権を有する裁判所、政府または政府機関の意見、
指示、命令、法令、裁定、規則に含まれる要求、条件、ガイドラインを満たすために必
要な、あるいは望ましい変更の実施。

(c) INCX の取締役が、INCX コイン保有者に重要な点で悪影響を及ぼす、またはその可能性が あ
ると考えるものの、影響を受ける INCX コイン保有者が、改訂の有効日以前の日付で書
面による変更通知を受け取るまで効力を発しない改訂による変更の実施。
当社は、特定の将来または既存の INCX コイン保有者と、このホワイトペーパーで定められた
も
のよりも有利な条件となる補足契約を結ぶことがあります。例えば当該条件では、INCX に将来
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参加できる特別な権利、特別な INCX コイン返却に関する権利、手数料および/またはその他条
件における減額あるいは割り戻し、より高い頻度で INCX に関するレポートを受け取る権利
、
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INCX コイン保有者と合意するその他の権利が提供されることがあります。改訂は INCX 取締役
の
独自の裁量で行われ、とりわけ INCX コイン保有者の参加規模、当該参加を相当期間維持する
た
めの INCX コイン保有者による同意、その他 INCX コイン保有者のコミットメントに基づいて行
わ れることがあります。

免責
INCX コインセールの条件には、INCX に有利となる各ユーザーからの幅広い免責が含まれます
。
トークンセール契約に同意することで、各ユーザーは、ユーザーが購入する INCX コインに関
係
して与えられた指示に基づく何らかの行為の結果に起因するいかなる種類の損失からも、INCX
およびその取締役、メンバー、パートナー、株主、執行役、社員、代理人、関連会社(以下、総
称して「免責当事者」)を免責し、これらに害が及ばないようにすることとなります。
また各ユーザーは、INCX コイン返却要求の申し出に関し、適用法(マネーロンダリング防止に関
する法律および規制を含む) を充足するために免責当事者から要求された証拠をユーザー提出で
きなかった場合、処理の遅延または不能の結果に起因するあらゆる損失から、免責当事者を免
責し、これらに害が及ばないようにします。
さらにトークンセール契約には、以下に関する INCX およびその取締役、メンバー、パートナー
、
株主、執行役、社員、代理人、関連会社の作為、不実施、不作為に関係し、これら当事者に有
利となる、その他特定のユーザーからの免除および免責が含まれます:(a)譲渡制限に違反して 譲
渡された INCX コイン、(b)ユーザーの顧客情報に関するデータ保護、(c)税金に関する情報交換。
また、各ユーザーおよび将来のユーザーは、個別の法的助言を受けることを含めて、該当する
条件を読み、理解し、その内容を認め、承諾することが不可欠です。
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INTERNATIONALCRYPTOX チーム
INCX を担当するチームは、合わせて 150 年を近くの業界における経験で、有益なサービス
を 提供します。

Sanjoy Gaddipati
設立者、CEO 兼業務執行取締役
シリコンバレーにおける 20 年超の経
験

PreetamKothapally
共同設立者、COO
シリコンバレーにおける 20 年超の経
験

Sudheer Kuppam 最高技術責任者

シリコンバレーにおける 20 年超の経
験

Atul Kshirsagar チーフアーキテ
クト シリコンバレーにおける 20 年超
の経験

Sudheer Kuppam 共同設立者、取
締役会メンバー Zebi 共同設立者、

取締役会メンバー
EpsilonVenturePartners マネージング
パートナー、仮想通貨業界における
18 年超の経験(米国、アジア太平洋地域)
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顧問
Babu Munagala

Zebi 設立者、CEO 兼業務執行取締役

シリコンバレーにおける 20 年超の経
験
インド工科大学マドラス校で科学技術学士を取得

Rao Surapeneni

ServiceNow シニアディレクター

Microsoft、TellMeNetworks、VerazNetworks、Lucent、AT&TBellLabs
を経験、シリコンバレーにおける 20 年超の経験
カリフォルニア大学バークレー校ハース・ビジネススクールで MBA を取得
ケンタッキー大学でコンピューター・サイエンスの修士号を取得
国立工科大学ワランガル校で科学技術学士を取得

Srinivas Tirumala

AppliedMaterials 財務担当副社長

シリコンバレーにおける 20 年超の経
験
インド工科大学マドラス校で科学技術学士を取得

Jitender Tanikella TRA 設立者、パートナー

コロンビア大学ロースクール (ニューヨーク州)
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顧問(前ページの続き)
Himagiri Mukkamala 共同設立者

シリコンバレーにおける 20 年超の経
験

AjayGaddipati

Hiisight,Inc.、UMMC Hospital、SignatureChoiceAuto、
TexanAuto 代表取締役兼最高経営責任者
20 年を超える経験

Ravi Bhagavatula

WFAGlobalInvestments パートナー

お問い合わせ
さらに詳しい情報は、SanjoyGaddipati(sanjoy@internationalcryptox.io)までお問い合わせください。
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その他諸条件
責任の否認
適用法、規制、規則で認められている限り、InternationalCryptoX は、ユーザーによるこのホワイ
トペーパーまたはその一部に対する承諾もしくは信頼に起因する、あるいは承諾もしくは信頼
に関係して生じる不法行為、契約、その他事象(以下に限定されるものではないが、売上、収 益
、利益の喪失および使用不能損失またはデータの喪失を含む)において、いかなる間接損害、
特別損害、偶発損害、結果損害、その他あらゆる損失に対しても責任を負わないものとします。

表明および保証の不実施
InternationalCryptoX は、このホワイトペーパーに具体的に記載されている場合を除き、いかなる
法人または個人に対しても、いかなる形でも、表明、保証、責任の引き受けをしない、もしく
はその旨を意図しないこととし、ここにあらゆる表明、保証、責任の引き受けを放棄します。

助言の不提供
このホワイトペーパーに記載されているいかなる情報も、INCX プラットフォームおよび INCX
コ
インセールに関する投資、ビジネス、法律、財務、税金についての助言であると考慮または解
釈されるべきではありません。ユーザーは、INCX プラットフォーム、INCX コイン、INCX の事
業
ならびに経営に関して、自己の法律、財務、税金、その他の専門アドバイザーに相談すること
が望まれます。ユーザーは、関連する利点およびリスクの評価を含め、自ら調査を実施するこ
とが望まれます。ユーザーは、期限の定めなく、INCX コイン購入において金銭的なリスクの負
担を強いられることがある旨を認識する必要があります。

追加情報または更新の不提供
いかなる者も、InternationalCryptoX およびその事業・経営、INCX プラットフォーム、INCX コイ
ン
セールに関して、このホワイトペーパーに記載されていない情報の提供または表明の実施を行
う 権限は 付与されておら ず、も し行われた場合 には、 当該情 報あるい は表明 につい て、
InternationalCryptoX が権限を付与した、もしくは InternationalCryptoX を代理して行われたと信
頼 してはいけません。
INCX コインセールは、いかなる状況下においても、InternationalCryptoX の業務、条件、見通し
、
あるいはこのホワイトペーパーに記載された事実または情報についての何らかの記述において、
合理的に重大な変更を伴う可能性がある変更もしくは開発がない旨の継続的な表明を構成する
ものではなく、あるいはその旨を示唆するものでもないものとします。

ホワイトペーパーの配布に関する制限

[ここに入力]

その他諸条件
このホワイトペーパーまたはその一部の配布が、いずれかの法管轄における法律、規制要件、
規則によって禁止あるいは制限されることがあります。

[ここに入力]

このホワイトペーパーおよびその一部ならびに複製を、このホワイトペーパーの配布が禁止ま
たは制限されている国に持ち込みあるいは移送することはできません。何らかの制限が適用さ
れている場合には、ユーザーは自らその事実を認識し、自らの負担で InternationalCryptoX に責
任 が生じることなく、このホワイトペーパーまたは(場合によっては) その一部を保有してい
る ことに適用されるあらゆる制限を遵守することとします。
非公式にこのホワイトペーパーを配布された者、このホワイトペーパーへのアクセスを与えら
れた者、あるいはその他の方法でこのホワイトペーパーを保有している者は、他のいかなる者
にも配布・回覧を行わず、このホワイトペーパーまたはそこに記載されている情報をいかなる
目的でも複製あるいは配布せず、もしくはその許可をせず、または複製・配布をさせないもの
とします。

販売の制限
INCX コインの販売は、法律または制約が金融セキュリティー上および/または規制遵守上の規
則に抵触する国の居住者には行われません。

税金面の影響
InternationalCryptoX は、INCX コインの販売、保有、利用における税金面の影響に関して、何ら
の
表明も行いません。ユーザーは、INCX コインまたは何らかの仮想通貨の購入、あるいはそれら
の将来的な価値の上昇または下落が、ユーザーの法管轄において税金面での影響があるか否か
の判断をする単独の責任を負います。InternationalCryptoX は、ユーザーによる INCX コインの購入
、
保有、利用に関連する、あるいは起因するいかなる納税義務に対しても、その責任を負いませ
ん。

ユーザーによる表明および保証
このホワイトペーパーはユーザーへの情報提供の目的のみであり、InternationalCryptoX が許可し
ない限り、他人に向けて複製、開示、配布することはできません。このホワイトペーパーまた
(場合によっては)その一部にアクセスすることで、さらに/ またはその保有を承諾すること で
、あるいはそれに従って行動することで、ユーザーは InternationalCryptoX に対して表明および
保証を行い、本書に記載された免責、制約、制限ならびに以下記載内容に拘束されることに同
意します:

(a)

ユーザーは、ユーザーが国民、居住者(税制上またはその他制度上)あるいは永住権保有
者となっている法管轄において、INCX コインが有価証券を構成しないことに同意し、こ
れを認めます。

(b) ユーザーは、このホワイトペーパーが目論見書またはあらゆる種類の提案文書を構成す る
ものではなく、ユーザーが国民、居住者(税制上またはその他制度上) あるいは永住 権
保有者となっている法管轄において、適正な規制機関で登録された有価証券の提案あ
るいは有価証券の投資勧誘を構成することを意図されたものではないことに同意し、こ
れを認めます。

(c)

ユーザーは、このホワイトペーパーに記載された情報が規制機関による検査・承認を受

[ここに入力]

けていないこと、いかなる法管轄の法律、規制要件、規則に基づいても、何らの検査・
承認が過去に行われたことも、今後行われる予定もないこと、ユーザーに対するこのホ
ワイトペーパーの配布が、ユーザーが国民、居住者(税制上またはその他制度上) ある
いは永住権保有者となっている法管轄における適用法、規制要件、規則を遵守している
ことを示唆するものではないことに同意し、これを認めます。

(d) ユーザーは、このホワイトペーパー、その一部または複製の配布、あるいはそれら の
受領が、ユーザーの法管轄における適用法、規制、規則によって禁止または制限
されていないこと、さらにこれらの保有に関して何らかの制限が適用される場合に
は、ユーザーが自己の負担で、InternationalCryptoX に責任が生じることなく、当該制
限を遵守していることに同意し、これを認めます。

(e) ユーザーは、INCX コインの購入が以下として解釈、分類、処理されないことに同意し、 こ
れを認めます:
(i)
仮想通貨以外のあらゆる種類の通貨
(ii)
個人または法人が発行した債券または株式
(iii)
当該債券または株式に関する権利、オプション、派生物
(iv)
集合投資スキームにおけるユニット
(v)
事業信託におけるユニットの派生物
(vi) 事業信託におけるユニット
(vii) その他あらゆる有価証券またはその類

(f) ユーザーは、仮想通貨、ブロックチェーンベースのソフトウェアシステム、仮想通貨ウ ォ
レット、その他関係するトークン技術ならびに機構の操作、機能、利用、保管、転送
メカニズムおよびその他仮想通貨の主要な特徴についての基本程度の理解を有します。

(g) ユーザーは、INCX コインの購入を望む場合、InternationalCryptoX およびその事業ならび に
経営、INCX コインセールに関連するリスクが存在することを完全に認識しています。

(h) ユーザーは、ユーザーによるこのホワイトペーパーまたはその一部に対する承諾もしく は
信頼に起因する、あるいは承諾もしくは信頼に関係して生じる不法行為、契約、その
他事象 (以下に限定されるものではないが、売上、収益、利益の喪失および使用不能損
失またはデータの喪失を含む) において、InternationalCryptoX が、いかなる間接損害、
特別損害、偶発損害、結果損害、その他あらゆる損失に対しても責任を負わず、さらに
差金決済取引、あるいは利益の確保または損失の回避を目的とするその他あらゆる契約
に基づく権利に対して、その責任を負わないことに同意し、これを認めます。

(i)

ユーザーは契約締結の資格(すなわち個人である場合には 18 歳に達していること、法人
である場合には当該法人によって代理で契約を締結する権限が正式に付与されているこ
と)を有します。

(j)

ユーザーは INCX プラットフォームおよび INCX コインを犯罪行為の支援、刑法ならびに

国

[ここに入力]

際法の違反、道徳の原則に反するに不法活動または行為に利用しないことに同意します。

(k)

上述の表明ならびに保証は、このホワイトペーパーまたはその一部(該当する場合)へ の
ユーザーによるアクセスおよび/ または保有の承諾時点から、すべて真実、完全、 正
確 で あ り 、 誤 解 を 招 く 恐 れ が あ る も の で は あ り ま せ ん 。

国固有の免責および制限
INCX コインは、いかなる法管轄においても有価証券を構成することが意図されていません。し
かしながら、証券規制当局がこれに反する見解を持ち、INCX コインが有価証券を構成するとさ
れた場合、この提案はそれが行われる特定の法管轄において、登録の免除要件を満たすことを
目的とします。
このホワイトペーパー、トークンセール契約書全般の配布、さらに INCX コインの提案または
購
入が、特定の法管轄において制限される可能性があります。さらに INCX が「制限された法管轄
」
として具体的に特定した法管轄内においては、それらが禁止となっています。現バージョンの
ホワイトペーパーにおいては、別紙(下記参照)に記載されていないすべての法管轄が「制限さ
れた法管轄」になるものとします。より具体的には、INCX コインが有価証券とされ、INCX コ
イ
ンまたは INCX 自体が法管轄における規制の対象となる、もしくは目論見書、資本の維持、資
産
の裏付け、その他規制要件を求める法律の対象となるあらゆる法管轄は、「制限された法管轄」
と見なされます。但し、このリストは INCX ウェブサイトでの発表をもって、変更となること
が あります。
このホワイトペーパーおよびトークンセール契約書全般の配布または受領は、(i) 招待を合法に
すること、または(ii)トークンセール契約の使用を合法にすることに関して、何らかの登録また
はその他法的要件を INCX が遵守する必要がある法管轄において、またはその法管轄からの
INCX
コイン購入の当該受領者に対する招待を構成するものではありません。いかなる当該受領者も、
このホワイトペーパーおよび/またはトークンセール契約書全般を INCX コイン購入の招待とし
て取り扱うことはできません。さらに、このホワイトペーパーまたはトークンセールの条件全
般を自ら利用、宣伝、配布することはできません。それら受領者は、このホワイトペーパーの
目的において、有資格購入者(以下に定義)とはなりません。
有資格購入者とは、INCX がなんらの登録またはその他法的要件を遵守することなく、INCX コ
イ
ンの購入に合法的に招待することができ、いかなる国、規制機関、政府機関の法律または要件
に違反することなく INCX コインを取得ならびに保有することができ、上述の内容を含む、
INCX
の取締役が必要に応じて決定する資格要件を満たす個人を意味します。疑義の発生を防ぐため、
「制限された法管轄」のいかなる個人も含まれません。
このホワイトペーパーおよびトークンセール契約全般は、以下において提案または勧誘を構成するものではあ
りません:
[ここに入力] 当該提案または勧誘が合法でない、あるいは当該提案または勧誘の資格が与えられていない法

[ここに入力]

管轄の個人によるもの。
当該提案または勧誘が非合法である、もしくは INCX コインの取得、保有、処分が制限、規制、
その他拘束される法管轄の規制および法律によって何らかの形で非合法となる個人に対するも

[ここに入力]

の(疑義の発生を防ぐため、このホワイトペーパーの目的において、それら個人は有資格購入
者とはなりません)。
拘束される法管轄の規制および法律によって、INCX コインの取得、保有、処分を行うことで、
INCX に規制遵守またはその他義務が課されることになる個人に対するもの(疑義の発生を防ぐた
め、このホワイトペーパーの目的において、それら個人は有資格購入者とはなりません)。
以下に関しては、このホワイトペーパーおよびトークンセールの条件全般を保有し、INCX コイ
ンの申し込みを希望するする各人の責任となります:
関連する法管轄の適用法および規制すべてを理解し、それらを遵守すること。
将来的な INCX コインの取得、保有、処分に関して、個別の法的および税金面の助言を受ける
こ と。
拘束される法管轄の規制および法律によって、INCX コインの取得、保有、処分がいかなる形で
も制限、規制されておらず、さらに非合法とはならないことを確認すること。
拘束される法管轄の規制および法律によって、INCX コインの取得、保有、処分を行うことで、
INCX に規制遵守またはその他義務が課されることにならないことを確認すること。

別紙 に記載された法管轄ごとの制限、販売に関する一般的な制限をご確認くださ
い。

リスクおよび不確実性
プロジェクトリスク
INCX コインの購入予定者および INCX プラットフォームのユーザーは、INCX コインならびにプ
ラ
ットフォームにかかるすべてのリスクおよび不確実性を慎重に考慮し、INCX コインの購入に先
立って、このホワイトペーパーに記載されたすべての情報を評価することが望まれます。その
ようなリスクや不確実性が現実の事象となった場合、INCX コインならびに INCX プラットフォ
ー ム本来の有用性は著しく損なわれる可能性があります。
以下には、INCX プラットフォームおよびコインセールに関わるリスクの例が記述されています。
市場ならびに規制環境が急速に進化しているため、このリストは網羅的なものとはなりません。

セキュリティー上のリス
ク
当社のソリューションには、個人または識別情報ならびに金銭的なデータを含む、ユーザーの
機密・専有情報の集積、保管、送信が含まれます。不正アクセスまたはセキュリティー侵害に
よって、情報および有用性の喪失、訴訟、賠償義務、その他責任につながる可能性があります。
当社のセキュリティー対策が侵害された場合、あるいはユーザーデータへのアクセスが確認さ

[ここに入力]

れた場合、当社のソリューションは安全でないとされ、ユーザーによる当社ソリューションの

[ここに入力]

利用減少または利用停止によって、INCX プラットフォームの有用性が損なわれる可能性があり
ます。

ブロックチェーンベースの市場
ブロックチェーンベースの市場は、企業の業務用ソフトウェア市場ほど成熟しておらず、ブロ
ックチェーンベースの市場が、高水準の需要と市場での採用を実現し、それを維持できるかど
うかは不確実です。ブロックチェーンベースの市場が、InternationalCryptoX の予測よりも緩やか
に発展した場合、あるいは減退した場合、当社の有用性は鈍化または失墜し、INCX プラットフ
ォームが悪影響を受ける可能性があります。

ブロックチェーンベースのソリューションの不安定性 InternationalCryptoX の商品はとても
複雑であり、未検出の欠陥またはエラーが含まれる可能性が あります。大抵の場合
InternationalCryptoX の商品は、大規模コンピューティング環境と絡み、
様々なオペレーティングシステム、システム管理ソフトウェア、装置、ネットワーク構成を使
って利用され、これによって当社商品あるいは当社商品が展開されたコンピューティング環境
のその他の部分にエラーや不具合が生じる可能性があります。INCX コインおよび INCX プラッ
ト
フォームにおける実際のエラー、不具合、混乱、あるいはそのような認識は、当社ソリューシ
ョンに関するユーザーの満足度に悪影響を及ぼし、さらに/あるいは業界内における当社の評
判ならびに INCX プラットフォームの有用性が損なわれる可能性があります。

限定的な業
歴

INCX は発展段階であり、ごく短期間の業歴ならびに少額の資本しか有していません。さらに、
InternationalCryptoX の経営チームには、様々な幅広い事業経歴ならびに技術専門性がありますが、
これ以前の仮想通貨取引プラットフォームの運営経験は限定的です。限られた業歴ゆえに、当
社の将来の見通しを評価することは困難です。InternationalCryptoX は、リスクならびに困難に遭
遇する可能性があり、これらリスクならびに困難を克服するために、InternationalCryptoX では以
下の取り組みを計画しています:
•
事業計画およびマーケティング戦略の実践と成功
•
十分な市場流動性を確保するための参加者誘致
•
安全で安定したプラットフォームと高品質なサービスの提供
•
市場参加者との当初の関係の活用
•
適切なセキュリティー手順および安全対策の提供と実施
•
有能な人材の引き付け、雇用、動機付け、慰留
これら目標が達成されない場合には、InternationalCryptoX が十分な成功を収めることはできない可能性があり
ます。

利益性の不保証
INCX では、まだ収益が生み出されていません。INCX が利益を生み出す保証はありません。

[ここに入力]

INCX コイン
権利の欠如 INCX コインによって、明示的にも暗示的にも、InternationalCryptoX における何ら
の権利も付与さ れません。INCX コインは、InternationalCryptoX の資産を所有するための手段で
はありません。

返金または 転売 InternationalCryptoX には、いかなる理由においても、INCX コインの買戻し
あるいは保有者への返 金を行う義務はありません。転売時の INCX コインの価値は、本来の価
値も含め、保証されてい ません。また、INCX コイン保有者に適用される法律および規制とは異
なる法律ならびに規制に
よって、転売が制限されることがあります。さらに、INCX コインの転売市場が稼働しない可能
性があります。

ブロックチェーンおよびソフトウェア
ブロックチェーンの処理
ブロックチェーンにおいては、ブロック生成が任意のタイミングで起こるため、処理が適時に
行われないリスクがあります。ユーザーは、このことを認識し、その発生可能性を考慮する必
要があります。ブロックチェーンでは、ユーザーが期待する瞬間に取引の処理が行われないこ
とがあり、ユーザーが必要な処理を完了した当日に INCX コインを受け取れない可能性があり
ま す。

ネットワークの過負荷ブロックチェーン・ネットワークは輻輳の影響を受けやすく、取引
が喪失または遅延する可能 性があります。個人および集団が優位を得ようとして、意図的に
当社のネットワーク全体に混 雑状態を引き起こすことがあります。

機能性
INCX プラットフォームは、速いイノベーションのペースによって、陳腐化するか適格性を失う可能性がありま
す。

知的財産保護の失敗
ソフトウェアには時として、あるいは後にエラーまたは脆弱性が存在することがあり、その一
部は製品またはサービスがリリースされた後に初めて明らかとなることがあります。リリース
後に INCX のコードに発見された何らかのエラーまたは脆弱性によって、INCX の製品への損害
、 評判、市場参加機会の喪失につながる可能性があり、そのいずれもが InternationalCryptoX の
事業 ならびに経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
第三者が、InternationalCryptoX の専有技術またはその他知的財産権を侵害あるいは濫用する可能
性があります。また、InternationalCryptoX の営業上の秘密は、社員、請負業者、その他個人によ
る不正な開示に対して脆弱であることがあります。様々な第三者が、特許、商標、その他
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InternationalCryptoX が有する、もしくは後に取得する知的財産権に対して、異議を申し立て、無
効化を試み、あるいはそれらから巧みに逃れることがあります。さらに、InternationalCryptoX の
知的財産権の主張、営業上の秘密の保護、他者の所有権の有効性および範囲の決定のために、
訴訟が必要となることがあります。

セキュリティー
プライベートキーの紛
失
INCX コインは、デジタルウォレットまたはデジタルキー(またはキーの組み合わせ)を必要とす
るその他のストレージに保管されることがあります。デジタルウォレットまたはストレージの
キーの紛失によって、残高へのアクセスを喪失することになります。さらに、第三者が保有者
のウォレットまたはストレージから、プライベートキーへのアクセスを取得して、結果的にそ
こにある INCX コインにアクセスすることが可能となります。InternationalCryptoX は、そのよう
な 紛失に対してその責任を負いません。
INCX インフラのセキュリティー ハッカーあるいはその他悪意ある者が、INCX プラットフォー
ムに介入または INCX の機能面を妨
害しようとすることがあります。これらには、マルウェアによる攻撃、サービス妨害攻撃、そ
の他デジタル破壊が含まれます。
INCX は高度に安全で、迅速に影響の測定が可能であることを目指しており、悪意ある攻撃から
INCX プラットフォームを守り、それによる資金の喪失を防ぐために、商業的に合理的な取り組
みを行うものとします。しかしながら当社は、仮想通貨取引所に対して行われる可能性がある、
あるいは想定されるすべての攻撃に対して、耐性を持つものであることを保証することはでき
ません。

仮想通貨ウォレットの非対
応
保有者によって利用されるウォレットまたは仮想通貨保管システムは、INCX コインに技術的に
対応するものでなければなりません。対応する技術の利用ができない場合には、INCX コイン保
有者が INCX コインへのアクセスを取得できないこととなる可能性があります。

INCX の 開
発
チームへの依
存
こ の プ ロ ジ ェ ク ト は、 エ コ シ ス テ ム に おけ る 競 争 力 の 維 持 に対 し て 責 任 を 有 す る
InternationalCryptoX 経営チームの取り組み結果として存在しています。経営チームのメンバーを
失うこと(あるいは追加スタッフの引き付けおよび慰留に失敗すること)が、INCX に多大なる悪
影響を及ぼす可能性があります。適正な経験を有するスタッフ獲得の競争は、有資格の専門家
の数が少ないことから、激しいものとなっています。この人材不足が、追加の適格な経営メン
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バーを引き付ける力に深刻な影響を及ぼし、INCX に多大なる悪影響を及ぼす可能性があります。
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収益の用
途
InternationalCryptoX の経営チームには、新しい機会が生じた場合、あるいは状況が変化した場合
に、INCX コインセールの収益金の用途に関しての裁量があります。経営チームの決定が、必ず
しも有益である、あるいは利益をもたらすとは限りません。

第三者への依
存
INCX が複数の第三者と協力を行う場合、InternationalCryptoX は当該第三者の行為に対して統制
力
を発揮しません。合意されたタスクの実施の際に、第三者側に不履行が生じた場合、INCX プラ
ットフォームの有用性が著しく阻害される可能性があります。これら第三者が適切に業務を実
施する保証はありません。

成長管理の失
敗
急速な拡大によって、業務、インフラ、経営、内部統制、財務システムに負担がかかる可能性
があり、当該負担が安定的で流動的な市場を提供する InternationalCryptoX の能力に、悪影響を
及 ぼす可能性があります。InternationalCryptoX は、事業の成長または拡大を効果的に管理でき
ない 可能性があります。成長をサポートするために、InternationalCryptoX では新入社員を雇用
するこ とを意図しているものの、これによって新入社員を戦力化して、適切に訓練するた
めに、 InternationalCryptoX の能力に負担がかかる可能性があります。不十分な社員の戦力化お
よび訓練 が非効率性につながり、売上または利益の減少をもたらす可能性があります。

事業の買収 または製品の取
得
適切な機会が提示された場合、InternationalCryptoX は、戦略的に実行可能であると考えられる事
業、技術、サービス、製品を取得することがあります。InternationalCryptoX は、それらを既存事
業と一体化できない可能性があり、さらに/またはそれによって、InternationalCryptoX の業績が
損なわれる可能性があります。現時点で、運用開始に必要なものを除き、何らかの買収・取得
に関する理解、約束、合意は存在しません。

競争
INCX プラットフォームの市場には競争があり、あらゆる業界でそうであるように、競争が
INCX
の売上および利益に悪影響を及ぼす可能性があります。

INCX の 活
動
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利益の相
反
InternationalCryptoX は、 関連法人との取引に関与することがあります。利益の相反が、
InternationalCryptoX 内または InternationalCryptoX と関連法人の当事者との間に生じる可能性が
あ
ります。関係する当事者との取引によって、独立企業の原則を遵守できない可能性があります。
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新興市場
INCX は、新興国の市場で業務を行う可能性があり、その場合著しい法的、経済的、政治的リス
クを含む高いリスクの影響を受けることがあります。

政府
未成熟の規制枠組み
世界をめぐる規制の展開によって、当社の有用性が様変わりし、あるいは暗号資産や仮想通貨
取引所の利用、当社が依存するブロックチェーン・ネットワークの運用が制限され、INCX の有
用性に悪影響を及ぼす可能性があります。
暗号資産および仮想通貨取引所の人気が高まり、市場規模が拡大するにつれ、各国の政府機関
では関心を寄せ始め、さらに一部の国では利用と運用を規制し始めています。仮想通貨の場合、
規制当局は新しい枠組みを作成し、あるいは既存の規制枠組みが暗号資産、特に仮想通貨に適
用されるかについてのガイダンスを発表しています。
以下に限定されるものではありませんが、カナダ、ドイツ、日本、中国、オーストラリア、シ
ンガポールなど、各国の規制当局は、イニシャル・コイン・オファリングおよびトークンセー
ルにおけるそれぞれの立場・姿勢に関して、何らかのガイダンスを発表しています。当社の有
用性および INCX コインの利用は、各規制当局がブロックチェーンまたは暗号資産取引のプラッ
トフォームに対して、権限の行使を決定するかどうか、さらにその方法によって、悪影響を受
ける可能性があります。
InternationalCryptoX は特定の法管轄において、コインの配布、INCX プラットフォームの開発、
InternationalCryptoX の活動(個人による購入、引き出し、交換といった取引の許可を含む)といっ
た行為が違法であることが明らかとなった場合、あるいは法制度の変更により、任意の法管轄
において経済的に非現実的となった場合に、これらを中止することがあります。

認可および許可
このホワイトペーパーの発行時点で、INCX プラットフォームまたは INCX コイン保有者が、仮想
通貨を使って運営・運用するための認可あるいは許可を取得する法律上の義務はありませんが、
将来的に InternationalCryptoX が業務を行う特定の法管轄において、そのような要件が導入される
可能性があります。規制当局は、様々な標準の遵守、ライセンスの取得、個人識別、報告など、
仮想通貨トレーダーに対して要件を設ける可能性があります。この場合、INCX における取引が、
不特定の期間停止する可能性があります。

国家規制 InternationalCryptoX は、新しい業界で事業運営を行っており、監視・監督の強化の
影響を受ける 可能性があります。InternationalCryptoX が運営する事業の全部または一部、ある
いは現時点での
職務(取締役を含む)履行における個人または複数の個人の適合性ならびに妥当性に関する規
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制上の許可の取り消しまたは改正によって、InternationalCryptoX の事業に関する特定業務の停止
を余儀なくされることがあります。
InternationalCryptoX の財産および業務は、様々な公的機関の規制対象となっており、検査・査察
の対象となることがあります。検査・査察によって、InternationalCryptoX が特定の法律、命令、
規制に違反したとされ、その時点で反証または修正できない可能性があります。
InternationalCryptoX が事業を行っている法管轄において、事前に規制上の許可を取得できなかっ
た場合、あるいは InternationalCryptoX が事業運営を希望する法管轄において、規制当局が許可
の 付与を拒否した場合、InternationalCryptoX による INCX プラットフォームの維持または拡大が
妨げ
られる可能性があります。適用法または検査・査察に基づく命令を遵守しないことで、罰金か
ら InternationalCryptoX 役員の行政または刑事訴追まで、重大な罰則が科される可能性があります
。

公 的機 関の
措置
多くの公的機関は、決定権を行使し、判断を実施する法的権限に基づいて、措置を講じる権能
において高い自由度を有しています。それら公的機関は、商業的または政治的思惑の影響を受
けて、選択的・独断的に、事前の通知なく、あるいは法に反する形で措置を講じます。これに
よって INCX の業務にリスクが生じます。さらに、そのような条件によって、競合他社が直接
的
な競争上の優位性に相当する様々な特権および優先権を公的機関から獲得する可能性がありま
す。

プライバシーに関する問
題
当社のアプリケーションは、個人または識別情報ならびに金銭的なデータを含む、ユーザーの
専有・機密情報の保管および送受信を要します。個人データの集積、利用、保持、保護、開示、
送信、破棄、その他処理には、様々な国内および海外法ならびに規制が適用されます。これら
データ保護ならびにプライバシー関連の法律および規制は進化途上であり、規制上ならびに公
的な検査の対象となる、さらに執行および制裁の度合が段階的に上がることとなる可能性があ
ります。政府規制に加え、プライバシー擁護団体ならびに業界団体が、異なる自主規制標準を
新たに提案する可能性があります。
プライバシー保護およびデータ保護に関する法律の解釈および適用は、依然として不確かであ
るため、これら法律が当社の既存データ管理実践または INCX ソリューションの機能と矛盾す
る
形で、解釈ならびに適用される可能性があります。これら法的ならびに規制に関するイニシア
チブが、当社アプリケーションの需要に悪影響を及ぼす可能性があります。プライバシーに関
する懸念やこれに関する法律、あるいはその他国内規制によって、INCX プラットフォームの採
用が促進される可能性がありますが、これと同時に、その有効性が低減する可能性があります。
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ご自身が行うべきことに不明な点がある場合には、法律、金融、税金、その他専門のアドバイ
ザ
ー
へ
の
相
談
を
お
勧
め
し
ま
す
。

別紙
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販売制限
特定法管轄における販売の制限
INCX は、以下の説明が適用可能で正確であると考えています。しかしながら、当該説
明 は各法管轄における INCX の法律顧問によって用意、確認、承認されたものではあり
ませ ん。この別紙に記載されていない条件は、ホワイトペーパーで記載されている意
味とな るものとします。
以下の説明文に含まれるいずれかの機密保持に関する条件に、本書ですでに課されてい
る機密保持の制約よりも厳しい条件が課されている場合、当該追加機密保持条件は、適
用される法管轄の証券法に準拠するために、合理的に必要である範囲においてのみ、適
用されると解釈されるものとします。
アルゼンチンの購入予定者向け アルゼンチン居住の投資家には、INCX コインの公募は
行われません。アルゼンチンの国
家証券委員会は、このホワイトペーパーの正確性または妥当性について、判断を行って
おらず、あるいはアルゼンチン居住の投資家に対する INCX コインの募集を承認または
許 可していません。
オーストラリアの購入予定者向け
INCX は、オーストラリア国内の登録外国法人ではなく、さらにその登録も要求されてい
ません。また、このホワイトペーパーは、オーストラリア証券投資委員会に提出される、
あるいは提出が求められている目論見書ではありません。INCX の INCX コインは、2001 年
会社法(Cth)の第 6D 章に基づき、目論見書を要せずに当該有価証券を提案できる個人に
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対してのみ、オーストラリア国内で提案されます。オーストラリア国内で投資家が購入
した INCX コインは、2001 年会社法(Cth)に基づく投資家への開示が必要とならない場合、
あるいは対応した目論見書が作成される場合を除き、割り当てから 12 か月間オースト
ラリア国内において転売の提案を行うことはできません。オーストラリア国内の投資予
定者は、自身の立場が不明である場合には、専門のアドバイザーに相談することが望ま
れます。
オーストリアの購入予定者向け
INCX コインは、オーストリア資本市場法、オーストリア投資資金法、その他オースト
リ ア国内における INCX コインの提案、発行、販売を統制するオーストリア共和国適用
法の 条件に準拠する形でのみ提案することができます。INCX コインは、オーストリア
国内の 限られた数の投資家に対して排他的に提案されるため、オーストリア資本市場
法または オーストリア投資資金法の公募要件の影響を受けません。INCX コインは、オ
ーストリア 資本市場法、オーストリア投資資金法、あるいはオーストリア国内におけ
るその他あら ゆる証券規制のいずれかに基づく登録、もしくは公募の許可を受けてい
ません。このホ ワイトペーパーおよびその他 INCX コインに関する販売資料の受領者は
、私募の形態で個 別に選ばれ、排他的に対象とされています。この提案は、このホワ
イトペーパーが親展 で送られた受領者以外のいかなる個人にも行われることはありま
せん。オーストリア国 内で INCX コインの提案および転売を意図する投資家は、あらゆ
る提案および転売が、オ ーストリア資本市場法、オーストリア投資資金法、その他あ
らゆる適用証券規制の適用 条件に準拠する形で行われることに対し、単独の責任を負
うこととなります。
バーレーンの購入予定者向け この提案は私募によるものです。証
券の公募に適用されるバーレーン中央銀行の規制対
象とはならず、これら規制に含まれる広範な情報開示要件およびその他保護の対象とは
なりません。そのため、このホワイトペーパーは、バーレーン国内の優れた金融知識を
持つ機関投資家向けにのみ意図されています。このホワイトペーパーに基づき提案され
る INCX コインは、最低購入額 250,000US ドルまたはこれと同等の外貨となります。バ
ー レーン中央銀行は、このホワイトペーパーにある記述および情報に対して何らの責
任も 負わず、このホワイトペーパーの内容の全部または一部への信頼に起因するいか
なる責 任に対しても、明示的にこれを放棄します。
ベルギーの購入予定者向け
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INCX は、投資ポートフォリオの特定集合管理形態に関係する 2004 年 7 月 20 日ベルギ
ー法
第 127 条 に 基 づ く 外 国 集 合 投 資 機 関 と し て 、 ベ ル ギ ー 銀 行 金 融 保 険 委 員 会
(Commissie voorhetBank-,Financie-enAssurantiewezen/CommissionBancaire,Financièreet des
Assurances)(CBFA)に登録されておらず、今後の登録予定もありません。このホワイトペ
ーパーおよび INCX コインの募集について、CBFA に通知することはなく、CBFA は承認
も 否認もしていません。ベルギー国内における INCX コインの公募は、2004 年 7 月 20
日ベル ギー法ならびに投資商品の公募および規制対象市場への投資商品上場の認可
に関する
2006 年 6 月 16 日ベルギー法の意義の範囲内において、CBFA によって承認されていませ
ん。 従って、募集の広告は行われず、以下を除いて直接的にも間接的にも、いかなる個
人あ るいは法人も INCX コインを購入することはできず、これら個人・法人に対して
INCX コイ ンを提案、販売、譲渡、分配することはできず、ホワイトペーパー、情報回覧
、パンフ レット、その他類似の文書を配布することはできません:(i)最低投資額 250,000
ユーロの 制限を受ける個人または法人、あるいは(ii)現在の募集が 2004 年 7 月 20 日ベル
ギー法に基 づき、公募とはされないその他あらゆる状況。このホワイトペーパーは、意
図された受 領者に対して、個人的な利用目的のみに、さらに募集の目的で排他的に発行
されていま す。そのため、その他あらゆる目的での利用、ベルギー国内のその他あらゆ
る個人への 譲渡はできません。
バミューダの購入予定者向け バミューダの市民に対して、直接的にも間接的にも、
INCX コインの売り込み、提案、販
売を行うことはできません。また、このホワイトペーパーは、バミューダ金融当局ある
いは会社登記局の承認対象ではなく、それらから承認を受けてもおらず、さらにこの点
について、明示的にも暗示的にも反する記述を行うことは許可されていません。INCX
コ インに関して、本書に含まれるいかなる募集資料または情報も、バミューダの国民
に提 供すること、あるいはバミューダの国民に対する INCX コインの購入予約または販
売の提 案に関係して使用することはできません。バミューダの投資家は、外国為替管
理に関す る承認、関連するバミューダ外国為替管理規制に基づく申告義務、オフショ
ア投資認可 要件の対象となることがあります。
ブラジルの購入予定者向け
INCX は、いかなる証券取引所、店頭市場、証券取引電子システムにも上場されていま
せ
ん。INCX コインは、ブラジル証券取引委員会(ComissãodevaloresMobiliários または the
CVM) など、いかなる証券取引委員会あるいはその他類似の機関に登録されておらず、
また今後登録される予定もありません。法律 No.6,385(1976 年 12 月 7 日)、CVM 規則
No.
©InternationalCryptoX Pte.Ltd.
48

400(2003 年 12 月 29 日)など、ブラジル法および CVM 発行の規則ならびに必要に応じて
実
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施されるその改正、あるいは将来それらに取って代わるその他あらゆる法律または規則
で定められる通り、直接的にも間接的にも、ブラジル国内での公募を通じた INCX コイ
ン の提案または販売は行われません。

法律 No.6,385 (1976 年 12 月 7 日)、CVM 規則 No.400(2003 年 12 月 29 日)など、ブラジル
法お よび CVM 発行の規則ならびに必要に応じて実施されるその改正、あるいは将来そ
れらに 取って代わるその他あらゆる法律または規則で定められる通り、ブラジル国内
における 公募が含まれる行為は、事前の登録なく実施することが禁止されています。
ブラジル国 内において INCX コインの取得を望む者は、これら登録要件の適用可能性ま
たはその免除 に関して、自己の顧問に相談する必要があります。上述を害することな
く、INCX コイン の販売および購入勧誘は、CVM 規則 No. 409(2004 年 8 月 18 日)および
必要に応じて行われ るその改正、あるいは将来それに取って代わるその他あらゆる規
則で定められる有資格 の投資家に限定されます。
このホワイトペーパーは機密扱いであり、受取人の利用目的のみが意図され、いかな
る形でも受取人以外の個人または法人に配布もしくは開示することはできません。
ブルネイの購入予定者向け このホワイトペーパーは 2001 年ブルネイ・ダルサラーム国
投資信託命令に基づいて指定
された当局に対して配布されておらず、当該当局による認可または許可を受けていませ
ん。
カナダの購入予定者向け このホワイトペーパーは、公募・募集が非合法となるあらゆ
る法管轄において、いかな
る状況でも有価証券の公募または有価証券購入の募集とは解釈されるものではありませ
ん。カナダにおける証券委員会または類似の機関によって、ここで提案されている INCX
コインの利点について、いかなる形でも判断は行われておらず、これに反するいかなる
表明も非合法となります。このホワイトペーパーに基づいて INCX コインを取得する者は
、 カナダにおけるいかなる証券規制当局による資料確認の恩恵も受けることができませ
ん。
購入契約を承諾することで、INCX はこのホワイトペーパーを受領したカナダ居住の購
入 者に対して、このホワイトペーパーまたはその改訂に虚偽表示がある場合には、
INCX に 対する損害賠償または取り消しに関する契約上および/または法律上の訴権を付
与しま す。
この訴権は、法律上の株主に用意されたその他あらゆる権利または救済に加えて付与されます。
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ケイマン諸島の購入予定者
ケイマン諸島の市民に対して、INCX コイン購入の提案または招待を行うことはできま
せ ん。INCX コインについて、ケイマン諸島の居住者または定住者への発行、譲渡、当
該居 住者または定住者のための登録を行うことはできず、当該居住者または定住者が
有益に
保有することはできません(ケイマン諸島に設立された特例または一般の外国企業を除
く)。
中国の購入予定者向け 中国法に基づき、中国の国民に対して、あるいは公開と見なさ
れる手段によって、INCX
コインの提案、募集、販売への招待は行われません。INCX コインの提案は、このホワ
イ
トペーパーが INCX から宛てられた投資家に対して私的に行われます。中国法に基づき
設 立された企業法人(外国投資企業法人を除く)は、INCX コインの購入に先立って、中
国政 府当局からの承認を申請することとなります。さらに、中国法に基づき設立され
たすべ ての企業法人ならびに中国国内に居住する中国国民は、INCX コインの購入に先
立って、 中国外国為替当局からの承認を取得することとなります。
デンマークの購入予定者向け
投資家が INCX に投資するには、少なくとも 50,000 ユーロの投資が必要です。INCX コ
イン は、ごく限られた数の選ばれたデンマーク人投資家に提案されるため、デンマー
クの市 民に対する INCX コインの募集が可能となる活動は行われておらず、今後その予
定もあり ません。さらに、このホワイトペーパーは、デンマーク国内における INCX コ
インの募集 に関連するデンマーク法および規制に基づく、デンマーク金融監督庁ある
いはデンマー ク法務局での登録は行われておらず、今後その予定もありません。従っ
て、デンマーク の市民に対する売り込みまたは提案とはならないと見なされる状況を
除いて、このホワ イトペーパーをデンマーク国内で入手可能にすることも、INCX コイ
ンを販売のために売 り込み、そして提案することもできません。
フィンランドの購入予定者向け
フ ィ ン ラ ン ド に お い て 、 INCX コ イ ン は フ ィ ン ラ ン ド 投 資 信 託 法(sijoitusrahastolaki,
29.1.1999 およびその改正、MFA) に定められた職業投資家としての資格を有する投資家
に対して排他的に提案されます。従って投資予定者は、このホワイトペーパーが MFA
で 意味するところのファンド目論見書ではなく、INCX コインのマーケティングがフィ
ンラ ンド金融監督庁(Rahoitustarkastus、FIN-FSA)のマーケティング許可の対象とはなら
ない
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こ と を 認 識 す る 必 要が あ り ま す 。 さ らに INCX コ イ ン が 、 フ ィ ン ラ ン ド 証 券 市場
法
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(arvopaperimarkkinalaki,26.5.1989/495 およびその改正、SMA)で定められた有価証券と解
釈されることとなった場合においても、財務省発令の省令 452/2005 で定められた免除
規 定に基づき、INCX コインの募集は SMA の目論見書要件から免除されます。従って
投資予 定者は、このホワイトペーパーが SMA の定めにおいて意味するところの目論見
書ではな いことを認識する必要があります。また投資予定者は、INCX の出資者あるい
は INCX のい
かなる関連会社も、フィンランド投資会社法(lakisijoituspalveluyrityksistä,922/2007 およ
びその改正ならびに修正)で意味するところの投資会社(sijoituspalveluyritys)ではなく、
FIN-FSA の監視対象とはならないことに留意する必要があります。FIN-FSA は、いかなる
INCX コイン購入の募集を許可しておらず、従ってフィンランド法で認められる場合を
除 き、フィンランド国内においてあるいはその居住者に対して、INCX コインの提案ま
たは 販売を行うことはできません。このホワイトペーパーは、私的な情報の目的のみ
に用意 され、INCX コインの公募に使うことはできず、またそのように見なされないも
のとしま す。このホワイトペーパーは、厳密に保有者の私的用途であり、第三者への
譲渡あるい は公への配布はできません。
フランスの購入予定者向け
このホワイトペーパー(その改訂、補足、差し替えを含む )は、フランス通貨金融法
(Code monétaireetfinancier)第 L.411-1 条の意味において、フランス国内における公募を
意図して配布されるものではありません。このホワイトペーパーは、フランス国内での
承認のためにフランス金融市場監視局(AMF)に提出されておらず、また今後その予定も
ありません。従って、このホワイトペーパーをフランスの国民に対して配布することは
できず、その予定もありません。
AMF 一般規則第 211-3 条に従って、フランス居住者はここに、以下について通知され
ま す:
1

取引には、目論見書を AMF に提出して承認を受ける必要がないこと。

2

通貨金融法第 L.411-2 条セクション II ポイント 2°に言及されている個人または
法人 は、通貨金融法第 D.411-1、D. 411-2、D.734-1、D.744-1、D.754-1、D.764-1
条に 定められた通り、自己の責任において単独で取引に参加することができる
こと。

3

そこで取得した金融商品は、通貨金融法第 L.411-1、L.411-2、L.412-1、L.621-8 か
ら L.621-8-3 条に従う形以外で、直接的にも間接的にも公に対して配布できない
こ と。

このホワイトペーパーの受領者は、フランス国内でこれをさらに配布または複製(全部
または一部)しないこととします。このホワイトペーパーは、その受領者のみが自己の
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責任で、INCX コインの発行または販売に参加し、すべての適用法および規制、特に通
貨
金融法第 L. 411-1 および L. 411-2 条に準拠する場合以外に、直接的にも間接的にも、フ
ラ ンスの国民に対して INCX コインの譲渡を行わないことを約束するという理解に基づ
いて 配布されています。
ドイツの購入予定者
このホワイトペーパーは、ドイツ金融サービス庁 (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht または BaFin)に提出されておらず、今後その予定もなく、ま
た承認も受けておらず、さらにドイツ国内において目論見書の発行は行われておらず、
今後も行われません。INCX コインは、ドイツ国内における一般配布用として登録されて
いません。このため INCX コインは、ドイツ銀行法(Kreditwesengesetz)で定められた信用
サービスおよび金融サービス機関、公共または民間保険会社、投資会社、投資証券会社、
年金基金(これら法人に委託された無限責任パートナーを含む)に対して提案が行われる 場
合にのみ、ドイツ連邦共和国の領土において、提案、販売、配布を行うことができま す
。このホワイトペーパーおよび INCX コインに関係するその他の文書、さらにそれらに 含
まれる情報は、ドイツの国民に対して提供することも、ドイツの国民に対する INCX コ イ
ンの購入提案または販売に関連して利用することもできません。このホワイトペーパ ー
および INCX コインの提案に関係するその他提案資料は厳格に機密扱いであり、ここに あ
る受領者以外のいかなる個人あるいは法人に対しても配布することはできません。
ギリシャの購入予定者向け
INCX ならびにこのホワイトペーパーのいずれも、ギリシャ資本市場委員会に登録され
て おらず、その承認も受けておらず、あるいは今後それらの予定もありません。この
ため INCX コインには、ギリシャ国内において広告、斡旋、公的な流通を実施する資格
が与え られていません。このホワイトペーパーに記載された情報は、ギリシャ国の個
人または 法人に対する、ギリシャ国内における INCX コインの販売、取引、譲渡の提案
、もしくは 提案を行うための招待ではありません。このホワイトペーパーの全部また
は一部は、そ の受領者によって配布あるいは複製されないこととします。このホワイ
トペーパーは、 その受領者のみが自己の責任において、ギリシャ国外における INCX コ
インの発行に参加 し、直接的にも間接的にも、ギリシャ国民に対する INCX コインの譲
渡を行わないことを 約束するという理解に基づいて配布されています。
ガーンジーの購入予定者
INCX はケイマン諸島の特例会社であり、1987 年投資家保護(ガーンジー管区) 法および
そ の改正に基づく、ガーンジー金融サービス委員会の認可を受けていません。従って
、
ガ
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ーンジー管区内において、INCX に関するいかなるマーケティング資料または目論見書の
流通はできず、今後の配布も予定されていません。 香
港の購入予定者向け
警告 この文書の内容は、香港規制当局によ
る確認あるいは承認を受けていません。この提 案に関しては注意が必要です。本文
書のいずれかの内容に疑問がある場合には、独立 した専門家の助言を取得することが
望まれます。
このホワイトペーパーは、香港市民に対する INCX コイン取得の提案あるいは招待を構成
しません。従って、香港の証券法で認められない限り、いかなる者もこのホワイトペー
パー、もしくは INCX コインに関する広告、招待、文書を発行、あるいは発行の目的で保
有することはできません。これは、その対象が香港内であるか否か、もしくはその内容
が香港外の人物に対してのみ、または職業投資家(香港先物条例(Cap.571)(SFO)および その
補足立法に定義の通り)に対してのみに意図された INCX コインに関連する以外で、 香港
市民によって入手されるもしくは読まれる可能性があるか否か、このホワイトペー パー
が香港会社条例(Cap.32)(CO)で定められた目論見書とはされない状況であるか否か、 SFO
または CO の目的において公に対する提案または招待を構成しない状況であるか否か に
かかわりません。INCX コインの提案は、INCX からあるいは INCX に代わって、このホワ
イトペーパーが配布された人物に対する私的なものであり、INCX コインの購入はそれら
の人物からのみ受け付けられます。このホワイトペーパーの複製が発行された者は、香
港内でこのホワイトペーパーの発行、流通、配布を行うこと、あるいは他のあらゆる個
人に向けてこのホワイトペーパーの複製を作成するもしくは与えることはできません。
この提案に関しては注意が必要です。このホワイトペーパーの内容に疑問がある場合に
は、独立した専門家の助言を取得することが望まれます。
アイスランドの購入予定者向け このホワイトペーパーは、INCX コインの私募のみに関
連して、私的な利用目的のみで、
受領者に対して発行されています。従って、受領者がこのホワイトペーパーをその他あ
らゆる目的で利用したり、アイスランド国内の他のあらゆる個人または法人に転送した
りすることはできません。このホワイトペーパーに記載されている INCX コインの募集は
、 アイスランド法に基づく私募であり、アイスランドの譲渡可能証券の集団投資事業に
関 する法律(UCITS)および投資資金に関する法律 No.30/2003(UCITSAct)に基づいて定めら
れた機関投資家およびアイスランド居住の限られた数の非機関投資家に対してのみ、ア
イスランド国内において INCX コインの提案および販売(さらに転売)を行うことができま
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す。さらに、アイスランド国内における後続のあらゆる INCX コインの譲渡または転売
に
ついては、UCITSAct の適用条件を遵守する必要があります。
アイスランドにおける投資予定者は、投資による税効果に関して、自己の税顧問に相談
する必要があります。
インドネシアの購入予定者向け このホワイトペーパーには番号が付されており、表紙
に氏名が記載された者の独占的な
利用を目的としています。このホワイトペーパーの表紙にある番号が赤でない場合には、
このホワイトペーパーが不適切に複製・流通された疑いがあり、その場合 INCX および
そ の関連会社は、その内容または利用に対するいかなる責任も放棄します。いかなる
場合 でも、このホワイトペーパーの全部または一部を複写、複製すること、あるいは
他のい かなる個人に対しても配布することはできません。このホワイトペーパーの条
件に従っ た以外の、他のいかなる個人に対する配布は認められていません。提案を受
けた者が取 引を進めない場合、あるいはそのように要求された場合、その該当者は速
やかにこのホ ワイトペーパーを INCX に返却することとなります。インドネシア共和国
内において、あ るいは所在地に関係なく、インドネシア国民または企業に対して、も
しくはインドネシ アの法律および規制に基づいて、INCX コインの公募を構成すること
となるインドネシア 国内の法人または居住者に対して、直接的にも間接的にも、INCX
コインの提案あるいは 販売は行われません。
アイルランドの購入予定者向け このホワイトペーパーおよびそこに含まれる情報は非
公開かつ機密扱いであり、当該資
料が宛てられた個人のみによる機密扱いを前提とした利用を目的としています。いかな
る目的においても、このホワイトペーパーの全部または一部の複製、再配布、他のあら
ゆる個人に対する引き渡し、出版を行うことはできません。INCX コインの募集は、私
募 の方法によって、少数のアイルランド居住者に対して門戸が開かれています。この
ホワ イトペーパーはアイルランドの市民に対する招待を構成するものでも、その一部
が INCX コインまたはその他任意企業の有価証券の契約または購入のためのものでもな
く、従っ て、目論見書指令規則の意味において目論見書とはなりません。このホワイ
トペーパー は、受取人以外の者に対する提案または勧誘を構成するものではなく、
1990 年ユニッ ト・トラスト法の意味において、アイルランドの市民による参加のため
の便宜を構成す るものでもありません。
イスラエルの購入予定者向け
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このホワイト ペーパーに記述され ている INCX コインは、1968 年イスラエル 証券
法
(SecuritiesLaw)または 1994 年イスラエル共同投資信託法に基づく登録は行われておらず、
今後その予定もありません。従って、ここで説明されている INCX コインは、イスラエル
国内において、SecuritiesLaw の 15A(b)(1)項に記載されている有資格投資家に対してのみ、
提案ならびに販売が行われます。イスラエル国内におけるこのホワイトペーパーの複製
の受領者が有資格者でない場合には、当該受領者は速やかにこのホワイトペーパーを
INCX に返却する必要があります。INCX およびその取締役および/または株主は、「1995 年
投資助言の提供、マーケティング投資、ポートフォリオ・マネージメントの規則に関 す
る証券法」に基づく、認可を受けた投資顧問ではなく、INCX では当該法に基づいて要 求
される保険を維持していません。投資に関するイスラエル法に基づいて、提供された と
見なされる投資に関するいかなる助言も単発の事象であり、INCX では投資家に対して、
継続的ないかなる投資助言サービスも提供しません。
イタリアの購入予定者向け
INCX は UCITS ファンドではありません。イタリア国内における INCX コインの募集は
、イ タリア銀行および CommissioneNazionaleperleSocietàelaBorsa(CONSOB)からの認可を
受 けておらず、今後その予定もありません。INCX コインは、投資家自らの意志で INCX
また はそのスポンサーに直接問い合わせを行った、投資家による明示的な要求に基づ
いて提 案されます。イタリア国内において、INCX の積極的なマーケティングは行って
おらず、 また今後もその予定はなく、このホワイトペーパーは投資家の任意の要求で
、投資家に 対して送られています。投資家は上述を認め、これを確認し、適用法で明
示的に認めら れていない限り、さらに適用法に準拠しない限り、イタリア国内におい
て INCX コインの 販売あるいは譲渡を行わないこと、もしくはこのホワイトペーパーを
流通させないこと をここに同意します。
日本の購入予定者向け
INCX コインは、日本の金融商品取引法(FIFL)第 2 条 2 項 6 号で定められた有価証券とな
りま
す。日本国居住の投資家に対して INCX コインの公募は行われず、また FIEL の第 2 条
3 項 3 号に従って、日本における INCX コインの募集に関して、FIEL の第 4 条 1 項に基
づく有価証 券の届出は行われておらず、今後も行われる予定はありません。日本にお
ける INCX コイ ンの募集および INCX に関する投資管理は、FIEL の第 63 条 1 項に基づ
く適格機関投資家等 特例業務として行われます。このため、INCX コインは日本国内の
限られた数の投資家に 対してのみ提案されます。INCX ならびにその関連会社のいずれ
も、FIEL に基づく金融商 品取引業者として登録されておらず、今後登録される予定も
ありません。日本の金融庁 ならびに関東財務局のいずれも、このホワイトペーパーの
正
確
性
あ
る
い
は
妥
当
性
に
つ
い
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て判断を行っておらず、また日本居住の投資家に対する INCX コインの募集を承認もし
く
は認可していません。
ジャージーの購入予定者向け ジャージ―居住の投資家に対
して、INCX コインの公募は行われません。INCX コインは、
ジャージー代官管轄区における限られた数の機関投資家および優良個人投資家に対して
のみ提案されます。
クウェートの購入予定者向け
INCX コインは、商工省、クウェート中央銀行、その他関連するクウェート政府機関から
、 クウェート国内における募集の認可を受けていません。そのため、私募または公募を
前
提としたクウェート国内における INCX コインの募集は、1990 年法令 No. 31 およびその
改 正ならびに 1992 年省令 No. 113 およびその改正に基づき制限されています。クウ
ェート 国内において、INCX コインの私募または公募は行われず、INCX コインの販売に
関する契 約は締結されません。クウェート国内において、INCX コインの提案または売
り込みに、 なんらのマーケティング、勧誘、誘引活動も行われません。
ルクセンブルクの購入予定者向け ルクセンブルク居住の投資
家に対して、INCX コインの公募は行われません。INCX コイン
は、ルクセンブルク国内における限られた数の優良投資家および職業投資家に対しての
み提案されます。ルクセンブルクの金融監督委員会は、このホワイトペーパーの正確性
あるいは妥当性について判断を行っておらず、またルクセンブルク居住の投資家に対す
る INCX コインの募集を承認もしくは認可していません。
マレーシアの購入予定者向け このホワイトペーパーに基づいて実施される募集は、マ
レーシア国内における何らかの
有価証券の契約または購入に対する提案あるいは招待を構成するものではなく、さらに
そのように解釈されるべきではありません。INCX は、このホワイトペーパーを発送す
る ことによって、何らの有価証券もマレーシア国内での契約または購入可能にしてい
ませ ん。このホワイトペーパーは、情報目的のみにマレーシア国内で配布されます。
このホ ワイトペーパーは、マレーシア国内における INCX コインの購入提案、あるいは
購入を可 能にするものではなく、そのように解釈されるべきではありません。
メキシコの購入予定者向け
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このホワイトペーパーに基づいて実施される募集は、メキシコ法に基づく有価証券の公
募を構成するものではありません。このため、メキシコ国家銀行証券委員会による事前
の許可取得、またはメキシコ国家証券登録局での INCX コインの登録の対象とはなりま
せ ん。
オランダの購入予定者向け

オランダ金融監督法(Wetophetfinancieeltoezicht)のセクション 1:1 の意味における有資
格投資家に対して、提案が排他的に行われる場合、取締役は提案を行うホワイトペーパ
ーに関して、目論見書指令 2003/71/EC ならびに目論見書規則 809/2004/EC に従って、
オ ランダ金融市場庁または欧州経済圏の他加盟国の監督当局から承認を受ける義務を
負い ません。
ニュージーランドの購入予定者向け ニュージーランドの投資家に
対して、INCX コインの公募は行われません。INCX コインは、
1978 年証券法に基づく目論見書の免除要件に従って、ニュージーランド国内の投資
家
に対して提案されます。ニュージーランド証券委員会は、このホワイトペーパーの正確
性あるいは妥当性について判断を行っておらず、またニュージーランド居住の投資家に
対する INCX コインの募集を承認もしくは認可していません。
ノルウェーの購入予定者向け
このホワイトペーパーは、ノルウェー王国における有価証券に対する招待またはその公
募を構成するものはありません。それは、元々の受領者向けのみに意図されたものであ
り、ノルウェー王国における一般的な流通の目的ではありません。本書に記載された提
案は、ノルウェー証券取引法に定められた目論見書要件の対象ではありません。このホ
ワイトペーパーは、ノルウェー国内のいかなる政府機関でも登録されておらず、またそ
の認可を受けておらず、今後それらの予定もありません。
オマーンの購入予定者向け オマーンの一般市民向けに、このホワイトペーパーおよび
それが関係する INCX コインを
広告、売り込み、配布、あるいは入手可能にすることはできません。INCX コインの募
集
に関して、いかなる目論見書もオマーン中央銀行、オマーン商工省、オマーン資本市場
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庁、オマーン国内のその他あらゆる規制機関での登録は行われておらず、またそれらの
認可を受けていません。このホワイトペーパーに記載された INCX コインの募集および
販 売は、オマーン国内では実施されません。INCX コインは、限定的な非公開ベースで
提案 され、オマーン国内の一般市民向けにマーケティング、募集、販売は行われませ
ん。そ のため、このホワイトペーパーは厳格に非公開ならびに機密扱いであり、限ら
れた数の 優良投資家に対して発行され、その他あらゆる目的においても複製、利用す
ることはで きず、さらに意図された受領者以外のいかなる者に対しても、提供するこ
とはできませ ん。
ポルトガルの購入予定者向け この提案は、ポルトガル証券法(2000 年 11 月 13 日付法令
486/99 およびその改正) に基づき
有資格とされた機関投資家、ならびに限られた数の特定投資家に対してのみ宛てられて
おり、集団投資事業法の Article1No.3exviArticle15 に基づく、集団投資事業における参
加機関のマーケティングには相当しません。
カタールの購入予定者向け このホワイトペーパーに記載されている INCX コインは、直
接的にも間接的にも、公募を
構成する形でカタール国内において提案、販売、配布されておらず、また今後いかなる
ときでも提案、販売、配布される予定はありません。このホワイトペーパーは、投資フ
ァンドに関する法律 No.25(2002 年)、中央銀行裁定 No.15(1997 年) およびその改正、あ
るいはあらゆる関連規制に基づく、カタール政府機関による確認あるいは登録が行われ
ていません。このため、このホワイトペーパーは、厳格に非公開ならびに機密扱いであ
り、限られた数の優良投資家に対して発行され、その他あらゆる目的においても複製、
利用することはできず、さらに意図された受領者以外のいかなる者に対しても、提供す
ることはできません。
シンガポールの購入予定者向け このホワイトペーパーが、シンガポール国内の購入者
に対して提供される場合、それは
機密扱いを前提に、当該購入者の情報目的のみで提供され、これをいかなる他人にも複
製、開示、配布することはできません。本書を承諾することで、購入者は(i)自身が機
関投資家(シンガポール証券先物法(SFA)4A 項の定めの通り)、適格者(SFA305 項の定めの
通り)、あるいは提案が行われた対象者(SFA305(2)項に言及の通り)のいずれかであるこ
とを表明ならびに保証し、(ii) 本書に記載された権利放棄、制限、制約に拘束されるこ
と
に
同
意
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
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購入者は、ここで対象となる提案が、SFA302B(1)項、304 項、305 項に定められた免除
規 定に依拠して行われ、シンガポール金融管理局によって、さらにそれに従って登録
され る目論見書に記載されるものでも、目論見書を伴うものでもないことを認識しま
す。さ らに購入者は、ここで提案され、承諾される対象物は、本書の諸条件に従うも
のである とともに、後続の販売が SFA に準拠して、さらに/あるいは SFA に定められた
適用免除規 定に依拠して行われない限り、いかなる者に対しても転売できないことを
認識し、無条 件に承諾します。

サウジアラビアの購入予定者向け このホワイトペーパーならびに INCX コインのいずれ
も、サウジアラビア王国における資
本市場庁あるいはその他あらゆる政府機関から、いかなる形でも承認、否認、判断を受
けておらず、さらに INCX は、サウジアラビア王国内で INCX コインの売り込みまたは販売
を行うための、サウジアラビア王国における資本市場庁あるいはその他あらゆる政府機
関からの許可または認可を受けていません。このホワイトペーパーは、提案または招待
を構成するものではなく、その目的で利用することはできません。INCX コインの申し込
みの受領ならびに割り当てまたは償還など、INCX コインに関係するいかなるサービスも
、 サウジアラビア王国内において INCX が提供することはできません。
南アフリカの購入予定者向け このホワイトペーパーならびに
INCX コインのいずれも、南アフリカにおける金融サービ
ス委員会あるいはその他あらゆる政府機関から、いかなる形でも承認、否認、判断を受
けておらず、さらに INCX は、南アフリカ国内で INCX コインの売り込みまたは販売を行
う ための、南アフリカにおける金融サービス委員会あるいはその他あらゆる政府機関
から の許可または認可を受けていません。このホワイトペーパーは厳格に機密扱いで
あり、 その他あらゆる目的においても複製、利用することはできず、さらに意図され
た受領者 以外のいかなる者に対しても、提供することはできません。
韓国の購入予定者向け
INCX あるいはそのいかなる関連会社も、以下に限定されるものではありませんが、外
国 為替取引法ならびにそれに基づく規制など、韓国の法律に基づくこのホワイトペー
パー の受領者に関する INCX コインの取得資格について、何らの表明も行いません。
INCX コイ ンは、金融投資サービスおよび資本市場法施行令第 301 条 2 項に規定された
者に対しての み、韓国国内で提案および販売が行われ、韓国の適用法および規制に従
う
場
合
を
除
き
、
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韓国国内において、あるいは韓国のあらゆる居住者に対して、直接的にも間接的にも、
いかなる INCX コインも提案、販売、配布、あるいは再募集または転売のための任意の
個 人への提案または販売を行うことはできません。さらに、INCX コインの購入者が、
INCX
コインの購入に関して適用される規制要件(以下に限定されるものではないが、外国為
替取引法およびそれに従属する施行令ならびに規則を含む)すべてを遵守しない限り、
INCX コインの韓国居住者に対する転売を行うことはできません
。 スペインの購入予定者向け
INCX コインは、公認流通市場における有価証券の取引認可、公募、そこで必要となる
目 論見書について定められた、スペイン証券市場法(Ley24/1988,de28deJulio,delMercado
deValores)およびその改正ならびに修正、国王令 1310/2005 の要件に従い、さらに/ある
い は 当 該 規 制 (Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmentelaLey24/1988,de28dejulio,del
Mercado
deValores,enmateriadeadmisióna
negociacióndevalores enmercados secundariosoficiales, deofertas públicas deventa o
suscripciónydelfolleto exigibleatalesefectos)(R.D.1310/2005)ならびに後続の法令に含ま れる
要件に拘束され、これを遵守する場合を除いて、スペイン国内において提案または 販
売を行うことはできません。このホワイトペーパーは、スペイン証券取引委員会にお
いて確認および登録されておらず、このため INCX コインのスペイン国内での公募は行
わ れません。
スウェーデンの購入予定者向け このホワイトペーパーは、スウェーデン金融監督庁
(Finansinspektionen)における登録ま
たはこれによる承認を受けておらず、今後その予定もありません。従って、このホワイ
ト ペ ー パ ー は 入 手 可 能 と は な ら ず 、 ス ウ ェ ー デ ン 金 融 商 品 取 引 法(1991:980)(Sw.lag
(1991:980)om handelmedfinansiellainstrument)に基づく目論見書が不要であると見なさ れ
る状況を除いて、スウェーデン国内において、ここで提案される INCX コインの売り込
みおよび販売提案を行うことはできません。従って、INCX コインの募集は、投資家 1
人
当たり最低 50,000 ユーロの合計出資額で INCX コインを購入する、スウェーデン国内の
個 人のみが対象となります。
スイスの購入予定者向け
2006 年 6 月 23 日付集団投資スキーム法(CISA)に基づき、スイス国内またはスイスから
の 外国集団投資スキームにおける投資ユニットの募集、販売、配布は、スイス金融市
場監 査局による許可の対象となります。外国集団投資スキームの概念には、とりわ
け集団 投資の目的で設立された外国企業および類似のスキーム(集団投資契約または類
似

の
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果を持つ別種の契約に基づいて設立されたものを含む) が含まれ、当該企業またはスキ
ームがクローズエンド型かオープンエンド型かは問いません。スイス金融市場監査差局
の許可を受けていない外国投資スキームの投資ユニットは、スイス国内において、また
はスイス国内からの宣伝のみが可能であるものの、スイス国内において、またはスイス
国内から事業を営む者による公に対する勧誘、募集、広告は実施されません。スイスの
法的な観点から、INCX が外国集団投資スキームとして分類されると考える合理的な根
拠 があります。INCX コインは、CISA に基づいて配布の登録または許可が行われておら
ず、 さらに登録または許可を受けることができないため、INCX コインの募集ならびに
INCX に 関するその他あらゆる形態での投資家の勧誘は、例えば CISA および 2008 年 11
月 20 日付ス イス金融市場監査局の公募に関する通達 08/8 で定められた、有資格投資
家と見なされる 投資家に提案を限定することなどにより、私募の形式で実施する必要
があります。上述 の要件を遵守しなかった場合には、CISA の違反となることがありま
す。
台湾(中華民国) の購入予定者向け
INCX コインは中華民国において登録されておらず、中華民国行政院金融監督管理委員
会 (FSC) による必須の承認を受けていません。購入予約者は、財務情報および関連す
る文 書の確認、独立したコンサルタントへの相談を行い、この投資のリスクを負担す
ること が望まれます。中華民国領土内の購入予約者は、オフショア資金を統制する規
則に定め られた特定の要件および FSC が公布した条件を満たす必要があります。購入
予約者は、 INCX コインを転売することはできず、この募集に他のいかなる購入者も勧
誘することが できません。
タイの購入予定者向け このホワイトペーパーは要求によってのみ提供され、タイ国に
おける有価証券の購入予
約または購入目的の提案、販売、招待を意図していません。このホワイトペーパーは、
目論見書としてタイの証券取引委員会において登録されていません。従って、このホワ
イトペーパーおよび INCX コインの購入予約または購入目的の提案、販売、招待に関する
その他あらゆる文書ならびに資料は、流通あるいは配布することができず、さらにタイ
国内の市民またはあらゆる一般人に対して、直接的にも間接的にも、INCX コインについ
て購入予約あるいは購入目的の提案、販売を行うこと、もしくは招待の対象とすること
はできません。INCX、その関連会社ならびにそれぞれの代表者のいずれも、タイ国内に
おけるいかなる認可、許可、登録も保持しておらず、また INCX はタイ国内で登録されて
いません。タイ国内における有価証券の提案および販売、ならびにタイ国内における、
またはタイ国の個人あるいは法人に対する証券関連サービスの提供は行うことができず、
もしくは法的制約または条件の対象となることがあります。
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アラブ首長国連邦(アブダビおよびドバイ) の購入予定者向け
このホワイトペーパーを受領することで、発行先となった個人または法人は、このホワ
イトペーパーならびに INCX コインのいずれも、アラブ首長国連邦(UAE)中央銀行、UAE
証券・商品委員会(SCA)、その他 UAE 内の機関によって、いかなる形でも承認、否認、
判断を受けておらず、さらに UAE 内で募集を実施する法人が、INCX コインを UAE 内で
売 り込みまたは販売するために、UAE 中央銀近、SCA、その他あらゆる UAE 内の機関か
ら許 可または認可を受けていないことを理解し、認識し、これに同意することとなりま
す。 SCA は INCX に関して何らの責任も負わず、投資に関するいかなる勧告も行ってい
ません。 INCX コインの申し込み受領および/またはその割り当てあるいは償還など、INCX
コイン
に関するいかなるサービスも、INCX は UAE 国内で提供しておらず、今後その予定もあり
ません。このホワイトペーパーに含まれるいかなる内容も、UAE における投資、法律、
税務、会計に関する、あるいはその他専門的な助言を構成することを意図していません。
このホワイトペーパーは、投資予定者の情報目的のみであり、このホワイトペーパーに
あるいかなる内容も、具体的な一連の行動を支持または推奨することを意図していませ
ん。投資予定者は、それぞれの状況に基づいて適切な専門家に相談し、具体的な助言を
得ることが望まれます。INCX コインの購入予約または販売に関する提案あるいは招待は
、 ドバイ国際金融センターにおいて、あるいは同センターから、いかなる者に対しても
提 供されておらず、今後その予定もありません。
イギリスの購入予定者向け
このホワイトペーパーはイギリス国内において、2000 年金融サービス・市場法(金融プ
ロモーション)指令 2005 に基づいて、合法的に発行先とすることができる者に対しての
み配布されます。これには、イギリスの 2000 年金融サービス・市場法(FSMA)に基づい
て認められた者、投資に関する事案に専門的な経験を有する特定の者、多額の正味資産
を有する企業、多額の正味資産を有する法人格のない団体および基金、高額信託の受託
者が含まれます。本書は、投資活動に参加するための招待または誘引に関し、FSMA で
許可されていない者によるやり取りについて定めた FSMA21 項にある禁止規定の対象
外 となります。それは、本書がその種の者にのみ発行され、その種の者のみが本書ま
たは そのいずれかの内容に基づいて行動し、あるいはこれらに依存することができる
という 根拠からです。INCX は、金融サービス機構の規制対象外であり、投資家は金融
サービス
補償機構ならびに FSMA あるいはそれに基づく規則および規制によって提供されるその
他の保護を利用することはできません。 アメリカ合衆国全般の
すべての居住者向け
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INCX コインは、1933 年連邦証券法およびその改正に基づいて登録されておらず、また
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INCX は、1940 年連邦投資会社法およびその改正に基づいて登録されておらず、今後そ
の 予定もありません。取締役の裁量で、アメリカ合衆国内において、あるいはあら
ゆる アメリカ合衆国市民に対して、直接的にも間接的にも、INCX コインを提案、販売
、譲渡 することはできません。この目的において、アメリカ合衆国市民とは 1933 年
連邦証券 法およびその改正に基づく規則 S で定める通りです。
投資の決定を行う際には、投資家は発行者ならびに内在する利点およびリスクを含む募
集の条件について、自己の検討に依存する必要があります。INCX コインは、あらゆる
連 邦・州証券委員会ならびに規制当局から推奨されていません。さらに前述の機関は
、こ のホワイトペーパーの正確性を確認しておらず、その妥当性の判断を行っていま
せん。 これに反するいかなる表明も犯罪行為となります。
INCX コインは、譲渡性および転売に関する制限の対象であり、1933 年連邦証券法およ
び その改正ならびに適用される州証券法に基づいて認められ、それらの登録または免
除要 件に従う場合を除き、譲渡または転売を行うことができません。投資家は、期間
の限定 なく、投資による金銭上のリスクを負担することが強いられる可能性があるこ
とを認識 する必要があります。
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