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抽象

私たちは、グローバルな普遍分散型プラットフォームBILLCRYPT PLを作成しています。これは、企業、専門の

コミュニティ、専門家や製品の代表事務所の多機能Blockchain統合システムです。

Blockchain表現（BR）は、快適なインターフェースを備えたblockchain上の分散型アプリケーション（DAPP）の形で

ユーザによって作成されます。 

プラットフォームに基づき、技術的、経済的性質のinterblockchainインフラストラクチャは、実際の部門のblockc

hainプロジェクトとプロジェクトを統合、構築されています。単一快適な環境は、確実な信頼の単一のシステムを

形成し、誰もが自分のBRを作成することができます。

これは、新しい前例のないレベルにどのようなビジネスの発展をリードします。 

システムに組み込まれた投資不動産は、あなたが最も効果的にあなたのビジネスを開発することを可能に有益なパートナー

シップを確立し、経済的にお互いを推進していきます。シナジー効果により、多種多様なメリットを受けます。

投資家にとって、これは仮想イメージ（仮想イメージのパート -  VIP）を調べることで、可能に最も理解しやす

いと説明の構造になります迅速かつ確実に代表される企業を評価するために、および収益性の高い投資判断を

行います。 

普通のユーザーの場合、これは専門家、サービス、製品を選択するための最も簡単で信頼性の高い方法になります。 

プラットフォームと投資のエコシステムの全体の可能性が有効に機能するために、新世代のユニバーサルデ

ジタル資産が作成されました - イーサリアムのblockchain上ERC-20標準の進化BILLCRYPTトークンを。 

同時にそれは `s： 

• デジタル資産価値貯蔵; 

• Blockchain駐在員事務所とプロジェクトの機能へのアクセスを提供し、特権クラブカード。 

• システムのプロジェクトのクローズプリセールスを入力するチケットの種類; 

• あなたはまた、他のプロジェクトのトークンの形で新しい暗号資産を取得することができたためBlockchain駐在員

事務所の機能を支払うための内部デジタル通貨。それぞれのそのようなトークンは、順番に、また保有者とユーザーに

大きな権限を与え、彼らの福祉を向上させます。



 

プラットフォームの一定の発展は、Blockchain駐在員事務所の人気の高まりは、トークンの需要の増加は、進化

の性質とBillcryptを提供し、それ不可欠な金融ツールとなっています。 

前書き 

Blockchain時代の開発は、日常生活の中で分散化技術の導入のしきい値に近くなってきました。 

我々はblockchainの普遍的な日常の有益な利用の概念を提案した最初で唯一のものであることを発表することを誇

りに思っています。 

プラットフォームBillcrypt PLは文字通り、皆のためのblockchainが必要になります。 

私たちは、新しい概念を導入しました： 

BR  - Blockchain表現 BR  - Blockchain表現 

VIP - 仮想画像パート（仮想イメージのパート） VIP - 仮想画像パート（仮想イメージのパート） VIP - 仮想画像パート（仮想イメージのパート） 

IVO - 初期のVIP売出し IVO - 初期のVIP売出し IVO - 初期のVIP売出し 

現在のところ、決定することは非常に困難です 

任意のオブジェクトや主題についての情報の信頼性は、それが会社または任意のフィールド、あるいは製品の専門家であるかどうか

。これは、意思決定の難しさを作成します。

投資分野で働いて長年にわたり、我々はまた、多くの場合、有望とでも画期的な企業の資金調達の問題に直

面しました。 

通常、理由は複雑かつ長期にわたる意思決定プロセス、潜在的な機関投資家による過剰な政権にありました。で

も暗号市場への投資を誘致する可能性の出現で、信頼の問題は非常に関連したまま。

私たちは常に、このビジネスはすでに動作している場合でも、信頼性の高い情報に自信を持っていない、潜在的なプロジェクトの評

価に関する包括的な、骨の折れる作業を行う必要があるため私たちは、長年の経験を持つ専門家として、理解されています。注意す

るだけでなく、実際の投資だけでなく値する、実際の多くのプロジェクトの中で見つけるには、あなたは、このような有望なプロジ

ェクトを見つけると労力、お金と多くの時間を過ごすことができるようにする必要があります。

Blockchainは、任意の人的要因の関与なしにデータの絶対的な信頼性を維持するための原理を実装することを可能

にします。 

blockchainシステムアドオン、その概念的なアプローチ、技術と機能を持つこれらの問題を解決します - したがって、我々は

プラットフォームを作成することを決めました。 



 

企業、プロジェクト、企業は投資家が迅速かつ最大の自信を持って投資判断を行うことができます、ビジネスに

関連するすべての情報が表示されますプラットフォーム、上の彼らのBlockchain-駐在員事務所を、作成すること

ができます。普通のユーザーは、彼らが必要とするサービスや製品を選択することが簡単になります。

仮想画像パート -  blockchainでのBRの所有者の情報に基づいて、VIPの会社（虚像ページ）の信頼性の高い仮

想イメージは、順番にパーツ分けされる、形成されることになります。VIPの各部分は評価と状況に応じた一

定の値を持つことになり、特定の事業や製品への直接投資のための別のツールになります。

投資家は減少または増加し、いつでも会社や製品の総務の状態を仮想イメージ（信頼性の高いデータのセット

）を監視し、時間に投資を調整することができるであろう。 

We`veは企業、プロジェクト、制度的、一般投資家のシステムの所有者のすべてのユーザの経済的な相互作

用のための新しい原則を開発しました。 

これらの目的のために、ユーザートークンBULCRYPTは、統合システムの世界的な建設の過程で機能的な開発

の進化の原理を持っている、作成されました。 

バックグラウンド 

問題： 

実際の生活の中でblockchainの使用は混沌とした、非システムです。 

分散システムは、長い時間のために存在していた、と最初blockchainはすでに十年を迎えたという事実にもかか

わらず、日常生活でBlockchain-技術を使用しての問題は、まだ関連残ります。 

普通のユーザーは、例えば、いくつかのサービスを申請する書類の真偽を確認するか、権利を登録するときに、まだ自分

でblockchain使用しますが、時折それを使用しないでください。 

全体Blockchain業界のためのもう一つの問題は本日、統合、プロジェクトの技術的、経済的、断片化の欠如です

。現在、各プロジェクトは、独自に存続して、練習が示すように、誰もが成功します。これはスタートアップに

とっては特にそうです。



 

既存の企業にとって、あまりにも、日常業務にBlockchain技術を使用する簡単な、明確かつ費用対効果の高い

方法はありません。積極的に開発したい企業は、画期的な技術を使用する必要性に直面しました。彼らの活動

にblockchain技術の導入が根本的にそれに値する人々に利益を与えるだろう、彼らのビジネスを変革します。

しかし、現時点での暗号化とblockchain業界に侵入することは容易ではありません。追加の知的、技術的、財

政的資源を誘致する必要があります。

投資家のために、同じ問題が他の側に存在する - 彼らは本当にビジネスを評価する機会を持っていません。彼ら

はしばしば不正確または不十分な情報に基づいて投資判断を行うことを余儀なくされています。

また、一般投資家は、機関投資家とは異なり、多くの場合、それらの準備不足や情報を検証するのが困難に完全に

プロジェクトを分析する機会を奪われています。したがって、ほとんどの場合、彼らは先行販売の段階で深刻な企

業やプロジェクトに投資することができないとcrowdsalesの最終段階または総額後の証券取引所の市場価格でデジ

タル資産のより高い価格のために解決することを余儀なくされています。

これは、実世界の企業、機関、企業家、専門家、商品の信頼の共通の問題です。 

私たちのすべてが常に不正確な情報、膨張評価、偽のレビュー、偽のニュースに直面しています。これは、しばしば誤解を招くおそれがあ

り、正しい行動を防ぐことができます。

既存のソリューションは、本当に現実の世界へのステップにするための新しい積極的に開発し、分散型の市場セグメ

ントには適していません。 

溶液： 

blockchain（BR）を結びつけ、技術的、経済的性質のエコシステム - すべてのこれらの問題に対する最善の解決策は、統

合プラットフォーム、単一のグローバルな普遍的環境の形で連結ユニバーサルスペースを作成することです。完璧なソリ

ューションは、プラットフォームBILLCRYPT PLのだろう。

どのような企業、専門家のコミュニティは、あらゆる分野の専門家は、プラットフォーム上で、独自のBlockchain表現を作成するこ

とができます。BRはまた、履歴情報の信頼性を必要とするすべてのもののための商品のため、一般的に作成することができます。

このように、プラットフォーム上で時間をかけて、それは、BRの所有者の地位や評判の本当の信頼できる情報を視覚的に表

示して巨大な統一BRカタログを作成します。 

これは、誰もが右の決定を行うために必要であることが非常に重要な指標となります。 



 

プロジェクトの説明

blockchainのあらゆる情報の登録・保管はblockchain技術を使用するための理想的な方法です。 

任意のユーザーが以下に詳細に形成されると表示する所有者により選択されたすべてのプロパティの明確な、グラフィカル

ビューで表示するために、蓄積されBlockchain表現オフィス（BR）を、（作成およびホストすることを可能にするプラット

フォームでプラットフォームの説明のセクション） 

BR  -  BILLCRYPTプロジェクトの目的は、単一のグローバルシステムBlockchain表現オフィ

スを作成することです 

これまで： 

• 誰もが作成された製品や商品について、ビジネスについて、専門家として自分自身について信頼できる情報

を蓄積する機会を得ました。 

• 無条件の信頼の評判を構築し、興味を持って顧客、パートナー、請負業者、バイヤー、投資家に理解

しやすい方法でそれを提示します。 

• 信頼性の高い情報を持つすべてのユーザーに提供します。 

• 名声と地位を収益化。 

• すべてのビジネスは、その後のトークン化のための強固な基盤とcrowdsalesのいずれかの種類を取得するこ

とができます信頼できる情報環境を作成します。 

• 前例のないレベルに意思決定セキュリティのレベルを上げます。 

Blockchain-表現の単一のグローバルなスペースを作成するには： 

• 単一のグローバルネットワークに接続するための様々な既存および新規に作成されたblockchainに技術的な

機会と統合ソリューションを提供 - 新世代インターネットWEB3.0 

ブランドの新しい経済モデルを作成します。 

• 組み込みの開発機能と進化BILLCRYPTトークン。 

• プログレッシブ金融商品、システム内の決済機能を備えたデジタル資産の価値の保存; 

• 相互集落とプラットフォーム内Blockchain駐在員事務所間の相互投資。 

• Blockchain表現サービスや商品の利用者によるお支払い。 

• 所有者の権限。 



 

• BRの評判値を反映内プラットフォーム新しいデリバティブ金融商品VIP、。 

• Blockchain駐在員事務所が提供する作品や注文を実行し、システム内で普通のユーザーのための機会を

獲得。 

• 自己資金と自己規制の革新的なモデル。 

BILLCRYPTプロジェクトは、それ自体に大きな、しかし現実的で達成目標を設定しました： 

• blockchain技術を行い、理解しやすい手頃な価格ですべての人に便利。 

• 直感的なインターフェースを備えたプラットフォームBlockchain駐在員事務所を構築します。 

• グローバルな多機能な統合サービスを作成します。 

• イントラプラットフォームの統合BR-2-BR; 

• 他のblockchainプロジェクト、システム、サービスとの外部統合。 

• オフラインビジネス、B2B、B2Gセグメントとの統合。 

• 他の技術と組み合わせます。 

• 隣接するニッチを接続し、効率的に彼らと対話します。 

• 既存のソリューションを進化させるさらなる精緻化。 

• 革新的な、まったく新しい経済モデルを構築します。 

進化の経済モデル - 個々のBRの総額で開発と増加が自然に発生し、総業務量が増加します。BULCRYPTは、それ

が簡単かつ安全彼らが投資している事業者と対話することにより、世界中の人々の利益になります。

企業や企業が簡素化し、パートナーや投資家との信頼できる関係を作ります。 

BILLCRYPT統合システムは、いずれかの意思決定を行うために必要な情報を完全に信頼性があるグローバルトラ

ストスペースを作成します。 

Billcryptの分散型インフラの値は、それぞれ特定のビジネスの効率を高め、全体の時価総額を高めるために保証さ

れている相互作用の透明性、セキュリティと使いやすさ、です。 

プラットフォームの説明 

BILLCRYPT PLはBlockchain、駐在員事務所のためのグローバルな分散型の統合システムである（BR） 

blockchain（DAPP）上の分散型アプリケーションの形でBlockchain駐在員事務所を統合、単一の多機能インフ

ラストラクチャ。 



 

現実世界と仮想空間、おなじみのインターネットおよびblockchainのすべての利点を組み合わせたユニークなプラットフォ

ーム。 

本当の可能性を秘めた仮想空間 - これは、開発の次のステップです。 

快適なインターフェースを備えた便利なプラットフォーム環境は、誰もが最も効果的に自分のBlockchain表現

を介してシステムに統合され、その事業を展開することができます。 

プラットフォーム上でそれが可能になります。 

• blockchainに関連付けられている必要な活動を行うために、 

• 独自のBlockchain表現を作成します。 

• あなたのビジネスや製品についての代表的な情報を収集するために必要なBRの特性や機能を選択します。

 

• VIPを形成する情報の流れを選択します。 

• 様々な製品、サービス、ビジネスラインのためのBRグループを作成し、メインのVIPページ（仮想イメージページ）に

それぞれについて代表の情報を要約し、 

• 同時に共通のVIPが形成されるべきかどうかを選択するか、製品ごとに別々のサービス、単一のビジネスの

ビジネスライン、またはVIPの両方のタイプ。 

• あなたのビジネスや製品についての代表的な情報を収集するために必要なBRの特性や機能を選択します。

 

• VIPを形成する情報の流れを選択します。 

• 様々な製品、サービス、ビジネスラインのためのBRグループを作成し、メインのVIPページ（仮想イメージページ）に

それぞれについて代表の情報を要約し、 

• 同時に共通のVIPが形成されるべきかどうかを選択するか、または別個の各製品のVIP、サービス、単一のビジネス

のビジネスライン、またはVIPの両方のタイプ。 

• VIPを収益化 

• あなたのビジネスをトークン化。 

• デジタル資産を作成します。 

• あなたのビジネスのための追加的な資金の流れを作成します。 

• あなたのビジネスを宣伝します。 

• 資金を誘致。 

• すべてのタイプのcrowdsalesを実施。 

• crowdsaleの新しい内のプラットフォームのビューを行うために -  IVO（初期のVIP売出し）。 

• 既製の大規模な、絶えず成長している投資家基盤を取得します。 

• パートナーや投資家、顧客を見つけるし、それらと対話します。 

• 相乗効果にこのことから、複数の恩恵を受けて、経済的にお互いを推進します。 

• 安全で信頼性の高いレジスタ（生産、貯蔵、輸送、など）を作成し、維持 



 

投資家のことが可能になります。 

• 彼らのビジネスの状態について、プロジェクトや企業についての信頼できる情報を受け取ります。 

• より正確な投資判断を行います。 

• 特権条件にプラットフォームを使用して行わcrowdsalesに参加しています。 

• 閉じられたラウンドに参加しています。 

BILLCRYPT PLは既製の統合ソリューションとリソースの参加者を提供しています。 

• 仮想Blockchain表現を作成し、管理するためのインフラと技術。 

• 既製投資管理ソリューション。 

• 開発者は、自分のDAPPを作成し、プラットフォームに接続し、BRの所有者から報酬を受け取ることができます。 

プラットフォーム機能もアナリスト、予報士やコンサルタントのために有用であろう。 

BRは何ですか（Blockchain表現） 

Blockchain表現は、所有者は、すべてのアクションと設定を行い、サイト、上のキャビネットの原則にBRの所有者のた

めの通常の形で実装さBILLCRYPT PLプラットフォーム上の分散型アプリケーション（DAPP）の独自のソフトウェア

パッケージです。 

BRの外側部分は、プラットフォームの適切なテーマのセクションに配置され、すべてのユーザに利用可能です。そこでは、

ユーザーがBRの所有者に関するすべての信頼できる情報を取得し、彼らは（BR、そのトークンとVIPの所有者の商品やサー

ビスを売買する必要のあるアクションを実行し、プロモーションに参加し、受注を行って、それのために報酬を受け取ること

ができます）。

ソフトウェアレベルでは、BRは、（必要がある場合）プラットフォームとし、その後グローバルblockchainで

自社の外部blockchain資源のプラットフォームと統合に所有者のblockchainリソースへのアクセスを提供DAPP

複合体です。 

ViР（仮想イメージページ） - 自動的に保存されているBlockchain常に確認したデータに基づき、総務、ステータViР（仮想イメージページ） - 自動的に保存されているBlockchain常に確認したデータに基づき、総務、ステータ

スとBRの所有者の評判の状態を反映した信頼性の視覚的なイメージを作成するBlockchainRepresentativeオフィス

、でページを結果として生成されます。 

このデータは、BRの所有者のための追加的なビジネス価値を作成します。 

VIR（仮想イメージページ）自動的に総務、ステータスや状態を提示し、Blockchain-結果ページの表現、絶え

ずに基づいて、純粋な視覚的なイメージを作成するには、Blockchainに格納されたデータを再確認して生成さ

れますBRの所有者の評判。 

このデータは、BRの所有者のビジネスのための付加価値を作成します。 



 

BR所有者は、任意の数に彼の総合的な仮想画像を分割することができ VIP（仮想画像パート） BR所有者は、任意の数に彼の総合的な仮想画像を分割することができ VIP（仮想画像パート） 

部品は、1つのVIPのコストを決定し、プラットフォームのユーザーにそれらを販売します。このため、BRの所有者は、その結

果として、VIPの市場価値の増加を彼らのビジネスの発展のための追加資金を受け取るとします。

いつでもプラットフォームのユーザーは、いつでも担保としてVIPの任意の量を与え、交換を販売することができます。 

BRの所有者は、それらのトークンを生成し、プラットフォームまたは独立Crowdsaleを行うことができます。彼らは互いの為替レ

ートの値に影響を与えるように、彼は彼のトークンと彼のVIPを関連付けることができます。

このように、革新的な経済システムBILLCRYPTとBILCはトークン進化の発展を獲得します。 

仮想イメージのパート（VIP）は評判値の単位、金銭面で信頼のレベルを表現し、他の誰かにそれを渡すための

革新的な方法です。

虚像は、ビジネス、商品またはBRの所有者によって提供されるサービスに関するblockchainで利用可能な情

報のセット全体のシステムによって分析し、グラフ表示です。 

例えば、会社、その資産、在庫、販売のダイナミクスやその他の活動についてblockchainに保存されている信頼

性の高い情報に基づいて、システムは、独立して、過去の期間の評価、収益性、投資セキュリティのレベルを決

定します。BRは、製品に属している場合、システムは（場所や製造日、配送方法、消費者の需要の量、販売数

、顧客満足度など）に関するすべての情報を分析します。

BRは、サービスのために開いている場合、システムはそのすべてのパラメータ（アクションの始まり、時間の期間、価格ダ

イナミクス、顧客満足度などのためのサービスの量）を解析します。 

システムは、自動的にすべてのパラメータを分析し、仮想イメージページ上のグラフィック画像として結果を表

示 -  VIP（虚像ページ）。 

プラットフォームが生成して常にBRの所有者に関するblockchainで利用可能な情報の全体に基づいて、VIPの

現在の状態を表示します。 



 

これらの要因は、集団投資の発展を促進します。スマート契約は、オブジェクトや投資プロジェクトへの権利を構

造化するため、事実上無限の可能性を提供し、これは、様々なクラウドファンディング・フォーマットを構築する

のに役立ちます。プラットフォームを通じて投資した場合の銀行規制やコンプライアンスの欠如は、潜在的に安価

な資金を集めるために、過度の管理を負担できないBRの所有者が可能となり、これはコストを削減し、収益性を向

上させます。

マーケティング分析 

研究、調査、実装 

長年にわたり、我々は常に投資と金融市場、新しい技術の可能性を探求し、明確にそれが時間であることを

理解し、実装blockchain技術と概念的に新しいアプローチへ。 

私たちの研究の結果は、blockchainや日常生活を統合BlockchainRepresentationプラットフォームの画期的な概

念の開発でした。 

この分野の研究は、国際的なコンサルティング会社によって行われた。マッキンゼー。 



 

アクセンチュア; 

CoinSchedule; 

インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）。 

PwCの（プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッド）。 

これらの研究は、blockchain技術が開発の初期段階にまだあると成長、成熟および質量のアプリケーションに

移動するビジネス社会の大きな関与を必要とすることを主張しています。 

blockchain技術への投資の関心は、このように、すべてのビジネスプロセスを変革、などさまざまな企業が安全と

不死身に分散レジストリにそのデータを配置増加しています。 

情報技術と通信、研究、コンサルティング会社インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）の市場

に特化した様々なビジネスプロセスにおけるblockchain解決の見通しについて鋭意研究を行い、国のリストをコ

ンパイルしたところDLT技術の開発（分散元帳テクノロジー）優先順位となってきています。 

IDCの推計によると、今後5年間で、blockchainソリューションの実装の年間成長率は81.2パーセントとなりま

す。分散レジストリ技術の利用におけるビジネスへの投資は、2022年末までに167億に到達する必要がありま

す。

国際的なコンサルティング会社マッキンゼーは、常に市場を分析し、最大blockchain技術の投資家や商業部門へ

の導入とサービス部門のリストは、米国が率いることになるという結論に達しました。彼らは西ヨーロッパ、中

国、金融セクターに焦点を当てる太平洋地域の国々が続いています。

blockchainが自分自身を証明するために良いでしょうする他の産業があります。技術革新に焦点を当てた企業

は技術を採用することができます。

方法論的原理に基づいて、オッカムの剃刀は、最も簡単な解決策が最善であることを宣言し、マッキンゼーの研究者は比較

的困難ではすべての分野で必要とされないblockchainbasedソリューションを実装することを確信しています。 

研究は、分散レジストリの導入は、このような分散型レジストリが非効率、詐欺の問題を解決し、プロセスの透明

性を向上させることができ、保険、サプライチェーン、資本市場、などの領域が必要であることを示しています。

 

また、研究者は、同社が技術革新にコミットしていることを示しており、blockchainの導入の非常に事実は、常

に投資家のための正の信号であることを確信しています。 



 

PwCのコンサルティング会社（プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッド）は、

15カ国から600人の幹部の間で調査を実施し、回答者の62％が自分のblockchainプロジェクトの立ち上げ、約告

げながら、84％はすでに、自社のビジネスプロセスにblockchain技術を適応していることが判明している25の調

査対象企業の％はblockchainネットワークのパイロット版を立ち上げの段階に達しています。また、経済のほぼ

すべての既知のセクターの代表がblockchainに彼らのビジネスを転送しようとしていることが報告されています

。PwCの回答者の約四分の一、彼らはblockchainで作業を開始することは考えていると述べ、ビジネスの代表者

の14％は、管理メカニズムとblockchainへの移行をスローダウンした新構造、との相互作用の欠如に不満。

コンサルティング会社アクセンチュアの予測によると、blockchainは2019年から2024年に資産の多くの異なる種類に

広がっていく、そして2025年までにそれがマス現象とグローバルな資本の不可欠な一部となります。 

2019年は世界的なプロポーションの問題を解決するためのblockchain技術の開発および活動の様々な分

野でその実施のためのターニングポイントになります。 

コンサルティング会社CoinScheduleによって行われた研究は、2018年、唯一ICOを通じて、$ 21.4十億を業界に魅了され

たことを示しました。 

現在、既存の技術ソリューションは、主にこれblockchainの分節発展を確保し、狭い問題を解決します。 

市場が深刻な包括的な統合ソリューションを欠いていること、絶対に明らかです。blockchainトークンため、投資を誘

致、証券取引所にそれらを取引 -  blockchainプラットフォーム用として、これらは主に、ユーザーが自分の暗号資産を

作成することができますプラットフォームです。

拡張バージョンでは、地域社会の規制、投票および暗号化されたメッセージの送信の追加機能を持つ分散型

クラウドファンディングのためのデジタル資産のリリースに加えインチ 

実用的な観点からは、これらのプラットフォームおよび資産は非常に機能的ではありません。 

インフラ形成があまりにも使いにくいと定期的にフィアットの通貨と背面にトークンを変換するには、ユーザーを強制的に日

常現実の生活ではほとんど使用されているとおり。これは、追加の複雑さと、システム全体の不安定性を作成します。

いわゆるレジストリblockchainプラットフォーム用として、彼らは法律の登録、物流、社会保険、教育、医療、

製品の品質管理の分野で使用されているが、それらは通常、自己中心、その他blockchainsと統合されていません

。 

現時点では、開発者が積極的にblockchains間のデジタル資産とcryptocurrenciesの交換を可能になる、オープン

・ソース・コードの作成に従事しています。この



 

またblockchain技術の可能性はまだ十分に開示されていないという事実を確認しました。 

私たちが見ることができるように、既存のプラットフォームは、非構造化、複雑な条件に存在し、何の本格的な統合プラットフォームソリュ

ーションはまだありません。 

したがって、BILLCRYPT PL統合システムはBlockchain駐在員事務所を作成するために不可欠な環境になりま

すし、ビジネス、投資家や一般のユーザにとって非常に有用であろう。 

そしてBILLCRYPTトークンはcryptocurrencyの評価をリードする位置に到達するための強力なチャンスを持っています。 

blockchainの目的は、デジタル形式での値の安全な保管と転送の全く新しい方法になることであることをすでに

明らかです。 

その主な機能の一つは、伝統的な銀行ネットワークの参加なしに送金を行う能力です。 

すべての国の経済では、例外なく、最も規制の一つは、銀行です。まず第一に、それは免許証、定期点検や金

融機関の流動性を監視する数多くの手数料への定数の報告があります。

暗号空間プロジェクトでは、外部規制とは無関係に、その経済モデルを構築します。Blockchainは、完全な

分散型の自己規制を提供します。

このように、blockchainプラットフォームに基づいた伝統的な銀行業務は、運用コストはゼロに近く、業務

（会計処理の正確性と顧客間の入植地）の精度は、従来の金融機関よりも桁違いに高いです。オンラインホル

ダーCoinbaseの暗号通貨財布をお客様の現在のアカウントを組み合わせた仮想1、そのうちの一つ、ノルウェ

ーの銀行スカンジナビア銀行、と古典金融システムの成功合併の例がすでにあります。

現在、明確な予測可能かつ安全な投資の世界で巨大な需要がすでに存在しています。その開発には、それは

25年前の決済システムとプラスチックカードの市場と同じ段階程度であるため、市場では、あまりにも巨大

で、その成長の可能性です。

Blockchainは驚異的な成長の段階にあります。それは現実の世界への適応、技術と大規模に成長します。ほぼ

すべての分野での使用の例としては、その有望な未来を語ります。より多くの投資家がblockchain技術に興味

があるように、我々は業界で日常生活の両方で、blockchainの巨大な影響と分布が表示されます。それらをよ

り効率的かつ実用的にするためにAI、ビッグデータなど、 - また、人工知能など、他の技術と組み合わせて使

用されます。

統合ソリューションのための緊急の必要があります。これはさえ異なるの相互浸透について1人の声で話すサム

スンとアップルのような巨人、によって、理解されています



 

でも、直接の競合他社への相互利益をもたらすことを約束する市場のための重要な傾向として、お互いにプラットフ

ォーム。 

程度の差で、それは様々な企業がますます技術を交換しているコンポーネントには、例えば、非常に異なる領域

で発生し始め、それだけでは開発コストを習得したり、開発スピードを維持することは不可能です。市場が協力

する企業を強制し、ユーザーは非常に異なる製品を得るよう、これは、非常に良いですが、いくつかの共通分母

を持ちます。

このような状況では、BILLCRYPT統合システムに起工動作原理は、最も先進的なblockchainプラットフォー

ムの1つ作りましょう。これは、FacebookやGoogleにユニークなプロジェクト、規模が同等で、かつ電位で

す。

技術的な部分

BILLCRYPT PLはBlockchain-駐在員事務所を作成することを可能にする、オープン、オープンソース、多機能プラットフ

ォームです。 

プロジェクト内のblockchain技術の使用は、すべての参加者に対して透過的検証システムを作成することができ

ます。 

プラットフォームは、論理、理解構造サイトと関連するモバイルアプリケーションの形で実現直感的なインターフ

ェースを有しています。 

プラットフォームが統合し、分散型アプリケーション（DAPP）、イーサリアムのblockchainおよびその他のインタラクションサービ

スのスマート契約のシステムを運営しています。 

DAPPは、特別に特定の目的のために設計された、blockchain上の分散型アプリケーションであるblockchainにプログラムされた

アクションを実行します。 



 

これは、バックエンドとフロントエンドのコードで構成されています。BRとユーザーの所有者との接触の場所で特定の機能を実行する

ために、バックエンド・コードを指すフロントエンドコード、によって作成されたユーザーインターフェースを有しています。DApps

は直接ユーザーとBRの所有者間の相互作用を提供し、中央のサーバーは必要ありません。完全にオープンソース。

DAppsユーザ機能は、任意の時点で複数のユーザがアクセスすることができます。すべての機能がWebブラウザでユーザーフレンドリー

な、直感的なモバイルアプリケーションを通じて利用できるようになります。

プラットフォームの開発者によって作成されたDAppsは、プロセスの継続的な効果的な自動化のために、BILLCRYPT PL技術サービスによっ

てサポートされています。 

DAppsは、その機能に関連するスマート契約をコード化されたアルゴリズムに取り組んでいます。DAppsのアカウントに評判

を取り、変更を追跡し、プラットフォーム内で生成されたBRの状態を維持します。

スマート契約は、特別ソリディティアプリケーション・アルゴリズム検閲、サードパーティの介入、詐欺やダウ

ンタイムの可能性なしにプログラムされたとおりに働くの言語で書かれています。 

スマート契約のコンピュータコードは、あなたが取引をするために対話しようとしている2つの当事者間の規則や規

制を適用することができます。スマート契約は法的な契約の自動実行を提供しています。

書面による合意たら何回でも実行することができます。スマート契約は、タスクを自動化し、システムの行動の透明性を確

保するためにコンピュータコードで書かれている法的な契約です。例えば、スマート契約は購入または売却、あるいは現実

世界の資産の所有権を証明するために使用することができます。

プラットフォームは、すべてのプラットフォーム機能と個々の能力を拡大するために、プラットフォーム上での表

現を通じて、自分や関係する専門家の追加DApps＆スマート契約を作成する機能の動作を保証する、統合されたD

Appsのセットをユーザーに提供します。DAPPのSDKは、分散型アプリケーションのための成長市場での使用の

ためのBillcryptのAPIが魅力。

DAppsソリディティの主なプログラミング言語は、（Lispのリスト処理言語に類似）LLLと蛇（汎用の

Pythonプログラミング言語に類似）言語を実装することも可能です。DAppsは、金融取引に縛られず

、任意の目的に使用することができます。

すべての参加者（個人、団体、政府機関）平等な権利を持っていると接続するときと同じプロトコルを使用し

ます。 

プラットフォームへの接続は、ISO20022または電子サポートXMLプロトコルである金融商品マークアップ言語

（FpMLの）、などのメッセージング規格に準拠する任意のアプリケーションと互換性のあるJSON純粋なAPI

（ウェブAPI）プロトコルを使用して可能です金融の分野での商業活動。FpMLのは、電子ビジネスで使用されて

います



 

クロノスソフトウェアおよびコメルツでエキゾチックなトランザクションを管理するミドルオフィス用FpMLbasedシステム上のロジカ

の仕事が開発したJava用のFpMLの（Java用FpMLのツールキット）パッケージでDutsche銀行、ロイター、サンガードのトレーディン

グおよびリスク管理システムの。 

システムに組み込まれた支払いモジュールは自動的に対応する操作や、その逆のために米ドルにトークンを転送します。これ

は、Exchangeは、トークンのためにドルやドルのトークンを交換する工程を転送することができます、そして為替レートは

常に取引所1に対応させていただきます。支払いサービスプロバイダー - ゲートウェイの助けを借りて、ユーザーがトークン

に、バックそれぞれのオペレーターを通じてフィアットの通貨を変換することができるようになります。

使用Blockchain 

最初は、BILLCRYPTプラットフォームはイーサリアムのblockchainに構築しています。 

イーサリアムは現在、それが最も分権になり、すべてのblockchainsの中でのノードの最大数を、持っています。 

Blockchainはチューリングプラットフォームをベース。 

blockchainの主な特長 

• ブロックに入るすべての情報が符号化されます。 

• ハッシュはブロック鎖に付加ブロックの不変性の保証です。 

• デジタル署名と鍵（プライベートおよびパブリック）、不正なアクセスから情報を保護部外へのシステム、および到

達不能内のセキュリティを確保します。 

したがって、データはblockchainに格納されたデジタル署名を使用して強力な暗号化により保護されています。 

ブロックにデータを書き込む処理は、1回のプロセスです。これは、任意の手段によって変更することはできません。

すべての情報は、データ構造として形成され、彼らの様々な種類を格納しています。 

• アイデンティティ管理 

• ドキュメント 

• 管理活動 

• 事業運営 

• トランザクション処理 

• 等 



 

安全アクション 

blockchain内の各ブロックには、一意の識別子として機能するハッシュ値を有します。どの2つのブロック識別子は同じになることはでき

ません。これは、ハッシュ関数の値が変化するので、ブロックデータは、変更することができないことを意味します。加えて、ブロックに

格納されたすべての情報は暗号化によって保護されています。データが最初にそれを作成した人にロックを解除することができます。秘密

鍵は、データにアクセスするために必要です。

ブロックに格納されているトランザクションがデジタル署名され、したがって、一旦保存され、必要に応じてブロックに必

要な整合性と透明性を与え、変更することができません。 

プラットフォームのアーキテクチャ 

プラットフォームは、プロジェクト内の任意の活動を行うことができたとの統合されたモジュールで構成されます。 

適応性の高いレベル - プラットフォームBRの所有者が独立して自分のニーズに合わせて異なるモジュールを組み合わせることができます

。 

モジュールは、一致DAppsの特別な組み合わせから組み立てられ、グループに分割されます。 

• インフラ 

• 機能の 

• 支払い 

• 専門 

• サービス 



 

作成されているアルゴリズムは、ユーザーのニーズに基づいて、自然な進化に基づいており、自動的にさまざまなタスク、コンポー

ネントやビヘイビア・モデルを組み合わせ、スマート契約を構築することができるようになります。 

DAppsの助けを借りて、継続的インテグレーション（CI）と連続配信（CD）のプロセスが実装され、同行して

います。同時に、参加ユーザーの数に制限はありません。

コラボレーション 

我々は、彼らが基本レベル以上の自分の追加の技術を作成できるように開発者コミュニティの代表者へのア

クセスを提供していきます。 

開発者は、積極的に他のプラットフォームとblockchains間で情報やcryptocurrenciesを交換することが可能に

なり、オープンソースコードの作成に従事しています。 

様々なblockchainsを統合し、blockchain技術の向上の問題を解決するには、新しいアプローチが開発されてい

る、既に別の証明書のSegWitの技術をサポートし、いくつかのblockchainsに実装されている特定のアトミッ

ク（不可分）スワップ、（中に基づき、正常に実装の開発、分別証人）。これは、ネットワークが以前のよう

に動作することを可能にすると同時に、本体により多くの情報を配置し、そして、同じトランザクションの識

別子の変動を排除します。その結果、安全性が向上し、より高い速度が確保されています。

これをブロックと本格的なネットワーク・ノードのトランザクション検証機構内のデータストレージの構造を変更

することによって達成されます。シナリオと署名が別の証明書の構造の中で目立ちます。

いくつかのワーキンググループがイーサリアムエンタープライズアライアンス・コンソーシアム（EEA）を含む、マルチプラットフォームの互換

性技術に取り組んでいます 

BILLCRYPT PLプラットフォームの統合の一部はblockchains間の電流情報を送信する、0xのリピータとして機能し

ます。 

BILLCRYPTサービスは、技術的には、最低取引手数料を支払うために使用される独自の通貨単位を、持っているb

lockchain、に基づいて操作を実行します。計算の平易かつ明快にするために、様々なblockchainプラットフォーム

報酬のユーザーは、単一の通貨単位で課金されます -  BILCトークン。

直接の国際収支については、Microsoft Dynamicsのシステムは、参加者の口座に直接資金を転送することがで

きます一緒にSWIFTとのプラットフォームに統合されます。 



 

トークン説明および財務モ

デル

BILLCRYPTトークンは、Exchange名前BILC 

イーサリアムプラットフォーム上で発行ERC20標準のスマート契約コードによって保護され、貴重なデジ

タル資産。 

ワンタイム放出と152 000 000 BILCの量に制限。 

トークンは、0.00000001 BILCに分割することができます。 

デフレ、金融モデル - 市場に限らラウンドの導入、利益からのトークンの償還は、スマート契約は市場価値を保

護するために創設者のトークンを燃焼する機能を有しています。 

必要な場合は、すべてのプラットフォーム上でのトークンの合計数を維持しながら、それが将来的には他のプラットフォームに転送すること

ができます。 

各BILCトークンはBILLCRYPTのPL上無制限のメンバーシップを提供します。長期保有者は、プラッ

トフォーム上の特権メンバーシップを受け取ります。

進化のトークンBILLCRYPTは、モダンで革新的な、ハイテクや投資の収益性の高い方法です。これは、内部相

互決済を提供するシステムの主要コンポーネントです。

BILLCRYPTデジタル資産はイーサリアムのblockchainに格納されていきます世界中の既存の多くのblockchainネ

ットワークの少なくとも1つのノードまで、でも地球規模の大災害が発生した場合には、無期限に存続します。

 

すべてのノードが等しいと独立しています。データは、分散型保たれ、ネットワーク全体に分散されます。システムは、独立して、そ

れを管理することができ、単一の所有者を持っていません。ノードのほとんどが受け入れ、これらの変更を確認した場合にのみ、シス

テム内のすべての変更が発生する可能性があります。デジタル資産BILCへのアクセスは、インターネットの存在下で、世界中のどこか

らでも行われます。

BILLCRYPTデジタル資産は、インターネットの非存在下で冷財布に格納することができます。 

BILСは、プロジェクトの機能へのアクセスを提供バリューストレージおよび特権クラブカードのデジタル資産、およびクローズド

プリセールスを入力するチケットの種類の両方で、あなたは、新しいデジタル資産を購入することができます内蔵のデジタル通貨

、 VIPや他のプロジェクトのトークンの形。 



 

それぞれのそのようなトークンは、順番に、また保有者とユーザーに大きな権限を与え、彼らの福祉を向上させます。 

BILCは自由に取引交換、賃借し、それらをリースと同様に、取引所に配置することができます。多くの取引所は、柔軟な条

件でトークンを借りるための追加の機会を提供します。このように、BILLCRYPTトークンは、多くの取引所で取引してレン

タルすることになります。

相互権限の付与との相互の和解のためのBlockchain表現によってBILСの使用は、資金の定期的な売上高を作成

し、BILCのための一定の需要が増加します。 

時間が経つにつれて、ますます多くのBRは、効果的な開発のための内部プラットフォーム通貨としてBILCトークンが必要になりますプ

ラットフォーム、上に作成されます。 

BILSはのために必要とされるであろう。 

• 商品やサービスに対する支払い。 

• 内のプラットフォームへの投資のためのVIP買収。 

• 保証金額の特定の日付（保持）に配置するため、 

• それは本当の部門へのプロジェクトから広い範囲への投資のための暗号コミュニティからの資金を誘致。 

• 業績として、ユーザーへの支払い。 

• フリーパッケージに加えて、プラットフォームの追加サービスのための最小限の手数料の支払い。 

プロジェクトの経済は、金融、セキュリティ、任意の時点で、システムの柔軟性、安定性、及びその更なる成長と

発展の可能性を確保するために設計されています。 

最低限必要な基本的な機能セットを持つBRの作成は無料です。これは、新しいBRの

質量作成を保証します。

資金の流れやプラットフォームの収入： 

1.ユーザーがストレージおよび将来の使用のためBILLCRYPTを購入します。彼らの資金の価値を維持するために貯蓄を作成します。

2.のBR問題とBILLCRYPTのためのプラットフォームのユーザー、権限、割引価格、ボーナス、より良い条件を提供するた

めの彼らのプロジェクト（企業）のトークン、または他のcryptocurrenciesとフィアットの通貨のためのプラットフォームに

実装しますが、権限のありません。したがって、BILLCRYPTの需要は、その交換や購入価格に影響する、形成されています

。特権を得るためには、投資家は事前にBILLCRYPTの任意の量を購入して、右の瞬間まで、必要な量を維持することができ

ます。



 

3.投資家はパートナーとして、現実の世界に新たな支店を開設、例えば、プロジェクトのトークンを取得するだけでなく、実際のビジネ

ス自体を開発するだけでなく、できるようになります。これは、フランチャイズ開発の次の、進行期呼び出すことができます。また、こ

れはBILСのための追加的な資金の流れを作成します。

プラットフォームの4.ユーザーがBlockchain駐在員事務所（命令や技術的なタスク、スマート連絡先を作成、情報を収

集し、広告、プロモーションや懸賞金プログラムへの参加、など）の指示に特定の作業を行うことができます。これ

らの作品は、BILCで支払わされています。

VIP、実オブジェクトの誘導体評価反射である -  5虚像仮想画像部分の一部を取得するBILLCRYPTを使

用しました。 

6.家賃BILLCRYPT。トークンの保有者は有料で、他のユーザーにそれらを借りることができます。ユーザーは、所有者への家賃を払って、

自分の裁量でリースBILLCRYPTトークンを使用することができます。

7.営業活動。プラットフォームは、手数料の形で利益を作ります。統合システムのホスティング、追加機能およ

びサービスのためのBRの所有者から。提供の権限や商業関係のためのプラットフォームリソースを使用するた

めのユーザから。手数料はサービスとユーザーが実行するタスクのための支払いに償還することができます。

8.投資プラットフォームの活動。企業の仮想イメージの分析に基づいたプラットフォームは、自動的にBRデジ

タル資産へ積立金から資金を投資に投資判断を行います。

他のプロジェクトとそのBRからバーター交換により取得したトークンの売却による収入9。 

プラットフォーム上の広告から10.領収書 

毎月、プラットフォームの純利益の80％がBILC買戻し資金を形成するために使用されます。その結果、追加の

需要が作成されます。このように利益を増加させることは常に、市場の法則によると、その値の増加につなが

るBILCトークン、のための溶剤需要が作成されます。時間の長い期間BILCトークンを保存する投資家が最終的

に高い価格でそれらを販売できるようになることも理解する価値があります。

BILLCRYPTは独自性とマスの文字を組み合わせたものです。 

これらの要因は、独自の内部の経済関係を持つ独立した技術革新のモデルを作成します。彼らは投資関係の発

展を促進し、集団投資に新たな弾みを与えます。新しいレベルにBRの所有者の収入を上げます。

BR、VIP、DApps＆スマート契約は、オブジェクトと投資プロジェクトのデジタル資産に様々なクラウドファンディン

グ形式と構造の権利を構築するために、ほぼ無限の可能性を提供します。信頼性の高い代表的な情報の可用性と一緒に

銀行規制やコンプライアンスのプロセスを複雑の欠如は、潜在的に最も可能性の高い義務を負担する彼らのプロジェク

トのための資金を調達していないためにBRとプロジェクトのイニシエータを可能にし、また、コストを削減し、収益性

を向上させます。



 

BILLCRYPT ITO（初期トークン募集） 

ITO BILLCRYPTは本当に歴史を作る参加者は、最新技術の革新のコンセプトと開発の実現を推進してい

ます。 

BILCトークンの販売から調達した資金は、ITOを通じて、今後5年間でBILLCRYPTエコシステムの創出と開発の

資金を調達するために使用されます。 

先行販売 

ホワイトペーパーのこのバージョンの執筆日現在のプリセールスの初期段階では、初期の投資家はBILLCRYPTに変換

しました 7 775 981 USD しました 7 775 981 USD 

プリセールス価格チャート 

TOKEN特売2019年7月3日から9月30日まで、または時に到達ハードキャップ 

価格ITO - 1 BILC = 1米ドル= 0.005 ETH価格ITO - 1 BILC = 1米ドル= 0.005 ETH価格ITO - 1 BILC = 1米ドル= 0.005 ETH

ソフトカップ= 10 000 000 USD = 50 000 ETH 

ハードカップ= 80 000 000米ドル= 400 000 ETH 

問題=6688万BILCの44％は、ITOに売却可能になります 
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TOKEN DISTRIBUTION 

Tokensale BILC後最短時間で交流市場で取引されます。 

/ BILCの広範な使用は、その値が増加します、したがって、それは投資のための優れたツールになります。 

資金の使用 

25％ - 開発25％ -  15％のマーケテ

ィング - 安定化基金は15％ -  10％

のスケーリング - チーム5％ - 法的

 

5％ - 管理費 



 

プロジェクトの実施は段階に分かれています。 

・開発 

・募金 

・プラットフォームの作成 

・スケーリング 

・他のblockchainsとの統合 

調達した資金の額は、発射段階に影響を与えます。 

crowdsaleの結果は、ハードカップよりも低い場合は、プロジェクトがどのような場合に実行可能な、潜在的に成

功した製品を作成する資金の収集量に応じた仕事の量をさせて頂きます。次のステージの打ち上げと完全なプロジ

ェクトのための追加資金を調達するために、追加のcrowdsaleラウンドを保持することができます。

法務部 

法的観点からは、BILLCRYPT暗号トークンは、デジタル製品として実装されており、事業の証券や株式と同一視す

ることはできません。実際には、トークンは、統合システムの機能、システム内の特定のBR、VIPおよび他の製品

の価値に接続されています。このように、トークンは、あなたが会社のコントロールを維持すると同時に、投資家

の利益を満足することができます。

ロードマップ 

2016 

アイデアの出現は、既存の企業、投資プロジェクトや投資家のた

めの統一された多機能blockchainプラットフォームを作成します。

 

2017

概念形成。 

・テクノロジーズ、タスク、ソリューション。 



 

Q2 2018 

プロジェクト、経済システムやセキュリティシステムの開発。

 

交渉やプロジェクトパートナー、投資グループの現在の参加者との

協定の締結。トークンBILLCRYPTスマート契約を書きます。クロ

ーズド先行販売の準備。

BILLCRYPT（テスト版）の6月27日発売。

クローズド先行販売、価格1BILC = $で0.5受付中のスタート 

Q3 2018 

試験期間。 

プロジェクト、経済システムやセキュリティシステムの開発を継続

。 

08 08 2018年問題BILLCRYPT  - 放射152 000 000 BILC 

クローズド先行販売：BILLCRYPTに既存の（早期）の投資家

からの投資資金の万BILC = $ 5,000人の変換を購入する価格1

BILC = $ 0.5〜最低 

Q4 2018 

プロジェクトの継続作業と経済システ

ム 

ホワイトペーパーV.1開発はプロジェクトサイトを作成し

終えました 

10月18日 - クローズド先行販売価格1BILC = $ 0.6最終段階の開始 

万BILC = $ 6,000購入する最低 

11月16日 - オープン先行販売（アプリケーションの受け入れ

）価格1BILC = $ 0.75 

2万BILC = $ 15,000購入する最低 



 

Q1 2019 

プロジェクトプロセスのモデリング; 

用語とBRとVIPの概念の導入。技術革新経済モデルを作成

します。ホワイトペーパーV.2。

機関投資家との交渉。 

Q2 2019 

BRの概念の拡張機能。システムプロセス

のモデル化。

用語とIVO（初期のVIP売出し）の概念を導入。ホワイトペーパーV.3。

言語のローカライズ（フランス語、スペイン語、韓国語、ドイツ語、イタリア語、日本

語、中国語など） 

マーケティング、PR＆トークン販売を開始する前に広告。暗号世界

のプロジェクトキー数値への接続。機関投資家との交渉。

Q3 2019 ITO 開始 午前13時15 UTCв03.07Q3 2019 ITO 開始 午前13時15 UTCв03.07Q3 2019 ITO 開始 午前13時15 UTCв03.07

.2019 

価格1 BILC = $ 1 

法的 

交換のためのアプリケーション 

完成ITO 2019年9月30日5時03分UTCまたはハードカップ 

完了BILC配布所上場

Q4 2019

外部リソースBILLCRYPT交換取引とプラットフォームの開発、インフラ、

デザイン、レイアウト、MVPプラットフォームの統合は、開発経済BILLC

RYPTを開始します



 

Q1 2020 

プラットフォーム上でのテストのBRを実行します。V

IPのテスト;

増加した市場でのプレゼンス。 

Q2 2020 

プラットフォームの技術的および経済的発展の作品の複雑な。

試験期間BR＆VIP

Q3 2020 

すべてのプラットフォーム機能の打ち上げ。基本的な機能を持つBRの打ち上げ。IVO（初期の

VIP売出し）の打ち上げ。パートナーシップ・プロジェクトのプラットフォーム上で起動しま

す。プールからパートナーシップ・プロジェクトの閉じプリセールスを開始します。

Q4 2020 

フル機能のBRを起動します。統合ソ

リューション。

オープンプリセールスパートナーシップ・プロジェクトを開始し

ます。ICOパートナー・プロジェクトを開始

2021 そしてさらに2021 そしてさらに

プラットフォームの機能を拡張。世界展

開BR＆BILLCRYPT



 

コミュニティでの作業

ソーシャルネットワークはとてもしっかりと彼らはコミュニケーションと情報の普及の主な手段であることを私たちの生活に根ざして

います。 

それにもかかわらず、ソーシャルネットワークの普及と利用の規模は、地理や人口統計学的要因によって異なり

ます。特定の視聴者をターゲットとする場合、これらの違いを理解することが重要です。

私たちは、Billcryptの単一のグローバルコミュニティにそれらを統合し、周辺地域の言語の場所や地

域社会と協力して世界的な聴衆に到達する予定。 

我々は、我々のプロジェクトは、世界中の興味がある人々の可能な最大数に知ってもらうために努力しています。興味がある人

の可能な限り広い範囲に及び、私たちのプロジェクトのサポーターになります。

この目的のために、我々はプロジェクトの多言語ローカライズを実施し、積極的にすべての大陸に関連する言

語分野での情報を発信します。 

潜在的な聴衆Billcryptは、通信、毎日の仕事のために様々なサービス、ソーシャルネットワークとアプリケーションを使用して

います。 

ソーシャルネットワークでのターゲット広告 

2019年の初めにソーシャルネットワークの観客は約4億人を持っています。携帯電話ユーザーの数が以上の50

億人です。一年間40％以上の成長率 - そして、これらの数字は、特にモバイルデバイスからソーシャルネット

ワークのアクティブなユーザーのために、急速に成長しています。

私たちはそれらのいくつかは、一人のために不正行為及び第二または第三のアカウントの偽アカウント、「ボット」であること

を考慮に入れたとしても、実際のユーザーの数はまだ非常に印象的です。Webトラフィックの構造については、デバイスの種類

に応じて、最もトラフィックがモバイルユーザー56％によって生成されます。

すべてのプラットフォームが必要な情報を伝えるための広告ツールを多数提供するので、これらは、興味を持って観客を引き

付けるための絶好の機会です。Facebookは20億を超えるアクティブユーザーへの市場のほとんどの感謝を占めています。Ins

tagramのは、億を超えるアクティブユーザーがいます。

QQ、微信とQzoneは、およそ30億アクティブユーザーの合計で、AsiaPacific地域のほとんどをカバーしています。 

メッセンジャーは、多くの著者チャンネルは気配りとアクティブな加入者の多くを引き付ける興味深い有用な

コンテンツを使用して作成されている、より多くの人気を集めています。世界で最も人気の一つは、百万900以

上の巨大な観客で、中国微信です



 

人。これはただのチャットが、支払い、予約などの可能性を含むエコシステム全体ではありません

カカオは、1億人以上の観客で、韓国人のための主要なランドマークとなっています。 

電報は積極的に世界中で使用インスタントメッセンジャーで、観客は200以上の万人です。 

プロジェクトのグローバルな発展のためにも関連している：YouTubeの、VK、ツイッター

、Redditに、ミディアム。 

これらは、材料への著者の内容と深い浸漬を好むユーザーに情報を伝えるための現代との関連チャネル

です。 

これらのソーシャルネットワークやメッセンジャーはBillcryptで具体アイデアについて国際社会に伝えるための主な方法です

。 

コンテンツターゲット広告 

インターネットを検索しながら、潜在的なユーザーに、興味アピールするための実証済みの方法は、コンテンツターゲット広告です

。 

私たちは、blockchainプロジェクトに投資する決定は、常にすぐに起こらない可能性があること、そのため、ユーザー

は毎日私たちの生活に付随するすべての情報の騒音の中で、当社のサービスに注意を払うようにするためには、最大値

を確保する必要があるよく知っていますタッチの数。これらの目的のために、検索エンジンの中で世界の指導者たち

 - グーグル、ビングと中国のBaiduは - 完璧です。

評判のアグリゲータでICOリスト 

作るのを助ける、グローバルとローカルの両方の多くのリストがありますが、日付、トークン値（プロジェクトコイン）、ステ

ージ、賞与など、：ICOアグリゲータは、世界中から今後のICOプロジェクトに関する情報をそのユーザーに提供する専門のイ

ンターネットリソースです購入決定は、それについて、他のユーザーの意見を見つける、プロジェクトの長所と短所を比較検討

します。 

作るのを助ける、グローバルとローカルの両方の多くのリストがありますが、日付、トークン値（プロジェクトコイン）、ステ

ージ、賞与など、：ICOアグリゲータは、世界中から今後のICOプロジェクトに関する情報をそのユーザーに提供する専門のイ

ンターネットリソースです購入決定は、それについて、他のユーザーの意見を見つける、プロジェクトの長所と短所を比較検討

します。 



 

メディア -  Blockchain / Cryptocurrency / IT 

もちろん、私たちは、日々のITの観点から、世界で何が起こっているかをカバーし大規模なインターネットリソース、と我

々のプロジェクトの詳細かつ徹底的なレビューにblockchain技術とcryptocurrencyを特別な注意を払います。ポータルのジ

ャーナリストの権威の意見は、潜在的なBillcryptユーザーの間で意見を形成するために、だけでなく、専門的なプロジェク

トの分析に関わる人々からのフィードバックを得るためだけでなく、できるようになります。

このように、情報の投稿や人気のソーシャルネットワークで広告、インスタントメッセンジャー、検索エンジン、ICOアグリ

ゲータや専門メディアでのコンテンツターゲット広告は、最も広い聴衆のカバレッジとプラットフォームのユーザーの大規模

な流入を提供します。 

コミュニティの構築 

ソーシャルネットワークのページBILLCRYPT。ミディア

ムとGolos上のプロジェクトのブログ。

電報、微信、カカオでBILLCRYPT公式チャットルーム。 

ユーザーの利便性のために、我々は、プロジェクト開発の進捗状況と、すべての質問に関連するすべての情報が公開され

ているさまざまなリソース、上の公式BILLCRYPTページを維持します。だけでなく、あなたが個人的に私たちのチーム

と話をすることができます最寄りのイベントの告知は、新たな課題と解決策、チームの補充や新たなパートナーシップを

議論します。当社のウェブサイト上のリンク billcrypt.io 議論します。当社のウェブサイト上のリンク billcrypt.io 

これらは、地域社会とのコミュニケーションの私達の主要なチャネルです。あなたは、プロジェクトの詳細を知りたいですか？技術的また

はその他の質問をしますか？あなたのアイデアを共有するために、プロジェクトにフィードバックを与えたいですか？それともチームとの

チャット？韓国語、英語、ロシア語、中国語で微信、カカオにおける当社の公式電報チャットはすべてこれを行うには最高の場所です。我

々は可能な限り迅速かつアクセスできるようにしようとします。

ミートアップ、会議、展示会 

ITOの後、我々は個人的にすべての質問にお答えできるようになりますblockchain技術に専念し、最も重要な世界会議や展示会のリス

トを準備します。そしてまた、私たちのためにこれはDAPP開発チームに私たちの主なアイデアを持って来るための素晴らしい機会

です。これは、だけでなく、パートナーを見つけるために、だけでなく、我々はインフラストラクチャに自分のプロジェクトのおか

げで問題を解決することができますどのようにそれらを示すことによって、チームに力を与えるチャンスです。

https://www.billcrypt.io/


 

Bitcointalk.org支店 

cryptocurrencyとblockchainの世界に興味を持つ人々の間で最も人気のあるブログは、100％bitcointalk.orgです。したがって、我

々はあなたがあなたの質問をするとBILLCRYPTについての詳細を学ぶことができ、この専門的なblockchain / cryptocurrencyリ

ソース、上に表され、すべての言語での公式なプロジェクトブランチを計画しています。

ベンチャーファンドと協力 

PRE-ITOとITO段階でのベンチャー資金を誘致することは、私たちは、プロジェクトの開発に必要な量を収集することがで

きます。私たちは、この相互作用に細心の注意を払っている我々は強力なアイデアではなく、よく考え抜かれたコンセプト

とするだけでなく、ITOに来ているため、開発戦略、プロジェクトの革新的な経済性、よく発達した金融およびマーケティ

ング計画、これは間違いなく仕事を持っていないだけで、私たちの能力を確認し、グローバルなビジネスの成功を構築する

だけでなく、最後に開始しました。

Cryptocurrencyの交流と協力 

ユーザーは常に我々のプロジェクトへの投資から利益を得ることができるように、我々は、それがBILCは、システム内だけ

でなく、利益ということがいかに重要であるかを理解するだけでなく、取引所で取引します。そのため、すぐにITOの終了

後に、我々は大cryptocurrency取引所に私たちのトークンの配置に対処します。cryptocurrency交流と協力

ユーザーは常に我々のプロジェクトへの投資から利益を得ることができるように、我々は、それがBILCは、システム内

だけでなく、利益ということがいかに重要であるかを理解するだけでなく、取引所で取引します。そのため、すぐにITO

の終了後に、我々は大cryptocurrency取引所に私たちのトークンの配置に対処します。取引所BILCのリストのすべての発

表はタイムリーに私たちの公式リソースに掲載されます。



 

チーム 

プロジェクトチームは、愛好家や専門家blockchainの機会と見通しに自信を持っている、とcryptocurrency市

場、経済の革新的な発展と近代的な金融技術で構成されています。 

プラットフォームBillcryptはPL成功したグローバルブランドのプラットフォームの開発に関与し、プロの開発チーム

に従事します。 

プロジェクトの創設者やクリエイターは、古典とcryptocurrency市場への投資でビジネスマンや金融起業家

や経営活動の経験を持つ、成功するビジネスのプロジェクトを作成し、開発に実践、長期実践的なスキルで

す。 

経営陣は、その計画を実行するために、プロの能力と精神的な資源の印象的な店舗を持っています。チー

ムが成功した長年の経験を持つ経験豊富な投資家、個人投資家のグループの先頭で向かっています。

エフゲニー・クリコフ 

個人投資家グループリッチ投資の創設者兼CEO BILLC

RYPTヘッド 



 

Siarhei Lutsenka 

ビジネス開発ディレクター

ダニエル・グリーグ

マネージングディレクターのTECH チームのコーディネーター マネージングディレクターのTECH チームのコーディネーター 

Zahidイムラン 

投資銀行家、TOP ADVISOR、UA

EでICO EXPERT、代表 

We`veは、作業を開始するために待っている技術的、法的、財務、マーケティング、および他のグループのための候補者の広範なリ

ストを選択しました。 

それらのいくつかは、プロジェクトの形成の準備段階に参加しました。 



 

結論 

私たちのプロジェクトは、積極的にそれぞれ、ホワイトペーパーのこのバージョンは未完成と考えることができる、開

発しています。これは、改善や追加が行われます。最新版は適時にプロジェクトbillcrypt.ioサイトに掲載されます。

このホワイトペーパーでは何もあらゆる種類の目論見書、投資の申し出や招待状と考えることはできない、と決し

ていかなる管轄権にいかなる証券の購入の申し出が接続されています。この文書は、投資家を保護することを意図

しており、それらによって規制されていない法域の法律や規則に基づいて作成されていません。

当社は、収益性を保証するものではありません我々は唯一評価し、プロジェクトの可能性を説明し、唯一の勧告で

はなく、保証することができ、専門家の意見を、提供しています。投資家は、独立して、このまたはそのプロジェ

クトへの貢献度の判定を行います。

著作権*（C）2019 billcrypt.io 

* すなわち、非商業的な使用のために、教育の目的のために、このドキュメントから任意の材料の複製

および配布を許可： 

報酬や商用アプリケーションのない任意の使用は、Expressの許可なしに、元のソースが引用され、その著作権

が適切に記載されていることを条件とします。 
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