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イントロダクション 
新世紀の暗号通貨 - 製品のトークン 

 
Nimbusトークンプラットフォームは、事業を大幅に拡大し、新規従業員を雇用し、新製

品を開発できるように、プレセールスを通じてプロジェクトに資金を提供します。他の暗

号通貨プラットフォームとは異なり、私たちはあらゆる製品やサービスにブロックチェー

ン技術を使用する方法を見つけました。初めてブロックチェーン技術を使用して、中小企

業向けプロジェクトや暗号企業家のために資金を調達し、アルトコインのコレクションを

成長させることができます。 

NIMトークンに長期的な実行可能性を与えるために、製品トークンのバイヤーは膨大な柔

軟性を持っています。彼らが購入した製品トークンのようなものではない場合、おそらく

ストアのパフォーマンスが悪い、または提供されている製品に興奮できない場合、別のス

トアの別の製品トークンを交換できます。トークン市場の変化、またはストアが記録した

売上に基づいてトークンの比例払い戻しを得ることができます。この柔軟性とスマートコ

ントラクトを組み合わせることで、NIMトークンをより有用な暗号通貨にすることができ

ます。 

この新しい、根本的に破壊的なアイデアは、トークン化とブロックチェーンテクノロジの

広大な分野を開きます。それは商品やサービスのためにまだ達成されていない方法でビジ

ネスを民主化する。 

このモデルでは、製品トークンと呼ばれる別のタイプのトークンを使用します。製品トー

クンに関する最も異なる点は、その値が特定の店舗が生み出す売上から得られることです。

Bitcoinは希少性に基づいて価値のあるストアですが、NIMトークンは店舗と顧客の間の実

際の商取引に基づいて価値のあるストアです。私たちの理論は、商取引が増えるほど、

NIMトークンが持つ価値が高くなるということです。これがNIMの価値を時間の経過とと

もに増大させると信じているだけでなく、特に、通貨通貨が役に立たない第3世界の国々

では、Ethereumの広範なエコシステムを充実させると考えています。 
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暗号通貨の世界が現在立ち上がり始めたように、暗号通貨はデジタル資産として容易に使用

できるデジタル資産とみなされます。ママとポップのパン屋が暗号通貨を使用してビジネス

を拡大できる場所はありません。Nimbus トークン プラットフォームはそれを変更します。 

NIMトークンの所有者は、店舗を開いたり、店舗を売ったり、資金を調達したり、ビジネスを

拡大したり、独自のブランドトークン（NIM.FranksDeli）を発行したり、NIMを使って他の店

舗を運営することができます。もちろん、店舗はプライバシーとセキュリティの恩恵を受け

ることができます。これは暗号通貨とスマートコントラクトから得られます。 

Nimbus トークン プラットフォームは、製品を販売するシステムだけでなく、金融技術では

現在利用できない新しい職業を全面的に創造できる職業クラス全体の台頭について話してい

ます。 

 

製品トークンは、顧客が事前販売によって製品またはサービスを購入できる新しいタイプの

暗号通貨である。販売（トランザクション）が記録されると、顧客はトークンを使用して店

舗の製品やサービスを購入したり、別の店舗の商品トークンを交換したり、払い戻しを受け

ることができます（発行されたトークンの総数）。これを使用するか、または後で使用する

ためにトークンを保持します。ウォールストリートの高頻度取引とは異なり、プラットフォ

ームは民主的理想と公平性を商品やサービスの交換にもたらします。 

 

店舗が販売を行うたびに、販売の一部（販売トークン配分）がETHの形で製品トークンウォ

レットに入れられます。また、NIMがクラウドセールから残っていた場合、NIMの額は各売却

からマイニングされ、店舗のウォレットに入れられます。 

 

これらの機能はNIMの価値を高め、より多くの店舗をプラットフォーム上に移動させます。私

たちは、この販売、生産、報酬と交換（SPRE）のサイクルが、プラットフォームを暗号通貨

の世界で長期的に実行可能なツールにしていると考えています。それはショッピングSPREを

再定義する！
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ユースケース 

 
Nimbus トークン プラットフォームは、ほぼすべてのビジネスプロジェクトに使用で

きます。店舗は、ベンチャーキャピタリストとの闘いや典型的な銀行業務の屈辱に苦

しむのではなく、独自のブランドトークンを販売することで、プラットフォームを使

用して収益を上げることができます。 

 

私たちは店主にとって何がメリットかを知っていますが、クラウドセールの中でNIM

を買った顧客にとっては何がありますか？NIMトークンは、プラットフォーム上の機

能のロックを解除します。NIMは店舗をオープンするために使用され、ブランディン

グされた製品トークンを購入する能力を発揮します。 

 

製品トークンを使用すると、顧客はいつでも製品トークンの按分払い戻しを受けるこ

とができます。ヨーグルトトークンを使用する代わりに、それらを自転車に交換でき

るトークンに交換することができます。 

 

店頭販売期間中に製品トークンを購入すると、KickstarterやOverstockのような小売店

のようなプラットフォームには存在しない様々なオプションがお客様に提供されます。

これは起業家が中小企業の拡大を支援するための、起業家にとっての本当のチャンス

です。起業家は新しいツールとトークンポートフォリオを拡張する新しい方法を持っ

ています。 

 

次のページでは、3つの異なる業界の、3つの異なるユースケースを検討します。農業、

複雑な製造、および個人的なサービス。 
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AVOCADOをブロックチェーンにする方法 

アボカド農家は、果樹園を広げて、空き地のいくつかに木を増やしたいと考えています。

農家はNimbus トークン プラットフォームを使用して、果樹園を拡張するために事前販売

アボカドを使用することができます。すべての栽培シーズンの終わりに、新しい畑からの

各アボカド作物の販売の一部が製品トークンウォレットに向かっていくでしょう。顧客は、

いくつかのアボカドのためにトークンを交換したり、別のNIMx製品トークンタイプを交

換したり、比例した払い戻しを受けたり、将来の使用のためにトークンを保持することが

できます。最後に、いずれかのNIMがクラウドセールから残っていた場合、各セールで、

ストアは新しいNIMトークンをマイニングしてウォレットに送ります。 
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航空機工場をブロックチェーンにする方法 

成功した航空機メーカーは、新しいジェット機の設計と10機の契約を持っています。航空

機を作るために金型を作る必要があることを除いて、素晴らしいことに聞こえます。だか

ら、彼らが始めるためのお金を得るために、Nimbus トークン プラットフォームを使って

航空機の事前販売を提供しています。トークンが販売されると、航空機製造業者は最新の

新しいジェット機を建設するのに必要な金型を作成することができます。販売された各航

空機について、販売の割合は製品トークンウォレットに送られます。その後、顧客は、ト

ークンを使用して航空機を購入するか、トークンを保持するか、比例して払い戻すか、プ

ラットフォーム上の別の製品トークンのトークンを交換するかを選択できます。最後に、

売り上げごとに、NIMがクラウドセールから残っていれば、ストアは新しいNIMトークンを

マイニングしてウォレットに送ります。 
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マッサージをブロックチェーンにする方法 

起業家は盛況なスパを持っており、別の場所で別のスパを開くことを望んでいます。起業

家はNimbus トークン プラットフォームを使用して、新しい店舗を開く際に助けを求める

ことができます。マッサージ、ヘアカット、マニキュア、または海藻ラップのいずれであ

っても、スパが販売するあらゆるサービスについて、各販売のパーセンテージは顧客が使

用するために製品トークンウォレットに入れられます。そこから、お客様はサービスメニ

ューで何でもトークンを使用したり、払い戻しを受けたり、トークンを保持したり、トー

クンをプラットフォーム上の別の製品トークンと交換することができます。最後に、売り

上げごとに、NIMがクラウドセールから残っていれば、ストアは新しいNIMトークンをマイ

レージしてウォレットに送ります。 
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NIMマイニング 
NIMは、最初はプラットフォーム・トークンクラウドセール中にのみ使用可能です。クラ

ウドセールの終わりには、販売されていないトークンはすべて後で店舗で採掘するために

プールされ、後で売り上げが記録されます。 

 

NIMトークンは、Nimbusトークン・プラットフォームで店舗を開く必要があります。クラ

ウドセールの間にトークンを購入しない人は、NIMが取引所に現れるまで、または新しい

NIMトークンが採掘されて売られるまで待たなければなりません。 

 

NIMトークンをマイニングできる唯一の方法は、プラットフォーム上のストアが販売を記

録する場合です。そのストアを購入した顧客は、そのストアを受け取るでしょう。それが、

固有の製品トークン - NIMx。NIMxを所有する顧客は、店舗の商品やサービスを交換したり、

別の商品トークン（NIMy）を交換したり、その商品トークンを保持したり、トークンの比

例払いを受けることができます。しかし、店舗では、NIMトークンが採掘され、ウォレッ

トに移されます。 

彼らは、これらのNIMを使用して別の店舗をオープンしたり、他の店舗にビジネスを開か

せたり、他の暗号通貨のための取引をすることができます。 

 

どの店舗もプラットフォーム上で売上を記録するので、NIMは残りのクラウドセール NIM

トークンプールから採掘されます。各NIMxは、店舗が記録する商品またはサービスの取引

の価値によって裏付けられます。これにより、プラットフォームおよびサードパーティの

交換を介してすべてのNIMトークンの有用性が高まります。 

 

NIMトークン・プールが空の場合、マイニングは停止します。新しいNIMマイニングは、

NIMトークンの総量がクラウドセールの元のNIMミントよりも小さい場合に再開します。
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NIM と NIMX 
プラットフォームは、NIMとNIMxという2種類のトークンを使用します。それぞれ独自の目

的を持っています。 

NIMは、トークンクラウドセールの間に販売されるユーティリティー・トークンです。クラ

ウドセールから残ったNIMがあれば、プラットフォーム上の店舗が販売を記録するたびにこ

れらのトークンを採掘することができます。NIMはまた、プラットフォーム上の店舗を開く

必要があります。 

NIMxは製品トークンです。プラットフォーム上の各ストアには一意のトークンIDがありま

す。ホワイトペーパーでは、NIMx（またはNIMyまたはNIMz）を使用して異なる製品トー

クンを示しています。実際の一意のトークンIDは、NIM.MillerAvocados、NIM.LocusJets、

またはNIM.ArizonaSpaのようになります。プラットフォーム・ユーザーは、

NIM.ArizonaSpaまたはプラットフォーム交換上の他の製品トークンのNIM.MillerAvocados

製品トークンを交換できます。また、第三者の取引所でオープンに取引できるNIMのプラッ

トフォーム交換で取引することもできます。 
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エコシステム 

 
Nimbus トークン プラットフォームには、ビジネスの構築と製品の販売に向けた破壊的な

エコシステムがあります。 

 

プラットフォームは、企業がビジネスニーズに合わせて資金を調達するためにトークンセ

ールを開始できる場所です。 

 

クラウドセールでは、プラットフォームの開発に資金を提供するためにNIMトークンが販

売されています。プラットフォームが開始されると、NIMトークンのみを使用してプラッ

トフォーム上のストアを開き、固有の製品トークンの事前販売を開始することができます。 

 

販売を保存する際、顧客はプラットフォーム交換の店舗固有の製品トークンを交換するこ

とができます。同時に、NIMがクラウドセールから残っている場合は、プールのNIMを採

掘して店舗のウォレットに入れることができます。 

 

店舗を作るためにNIMが消費されるにつれて、店舗は売り上げを記録するときに店舗から

NIMを回収して戻します。これにより、製品トークンサイクルが作成されます。販売、生

産、報酬と交換。このサイクルでは、ストアはトークンを販売して成長し、店舗は商品や

サービスを生み出し、顧客は製品を褒められ、製品トークンはプラットフォーム上の他の

人々と繋がります。 
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配布 

トークンの配布方法 

私たちは、NIMトークンの価値を健全に保ちたいと考えています。トークンが人為的に価値

を評価されないようにすることは、誰にとっても大きな関心事ではありません。トークン

の販売が終了すると、販売されていないすべてのトークンは、売り上げを記録するプラッ

トフォーム上の店舗で採掘用にプールされます。新しいトークンは作成されません。 

 
 

記述 パーセント 

プレセール 20% 

トークンセール 50% 

チーム* 10% 

創業者* 10% 

コストと手数料の予約** 10% 

  

トータル 100% 

 

* 割り当てトークン 

**計画外使用のため予約済み 

 
注：Nimbusトークンベースのインセンティブは、ベストプラクティスで創設者、チーム

および理事会に提供されます。これにより、管理チーム、取締役会、および従業員は、

Nimbusトークンの価値の長期的な作成に確実に対応します。 
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資金割り当て 

収入の利用方法 
 

 

記述 ユニットプライス 

雇用 40% 

マーケティング 20% 

施設 10% 

セキュリティ 5% 

法律 3% 

インフラ 7% 

リザーブ資金* 15% 

トータル 100% 

 
*リザーブ資金 

これらのトークンは、創設者、スタッフ、管理者、またはチームが事前に想定または準備す

ることができない予期せぬ状況が発生した場合に、将来の使用のために配布されずに予約さ

れます。 
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ロードマップ 
 
 
 

私たちは、2018年の第3四半期に最小限に実行可能な製品が提供されると予測し、その年の

残りの時期にオンラインになる機能が増えると予測しています。新しいv2.0機能は、2019年

の第2四半期にプラットフォーム上で実装されます。 

 
クラウドセールアナウンス 

この発表は、bitcointalk.orgフォーラムとNimbus トークンのさまざまなソーシャルメディ

アチャンネルに掲載されます。ホワイトリストの販売は、クラウドセール発表が行われて

から約2週間後に開始されます。 
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トークンホワイトセール 

トークンのホワイトセールは1週間続き、ニュースレターのEメールリストの個

人のみが利用できます。 

 

トークンプレセール 

トークンの事前販売は14日間続き、ホワイトセールが終了した日に開始されま

す。 

 

トークンクラウドセール 

トークンの売却は、その時点での市場反応と市場力に応じて、10週間以上続き

ます。 

 
プロジェクトの開発フェーズ 

フェーズ1：スタッフィング 

このフェーズには、プラットフォームを開発するチームの雇用が含まれます。ほとんどのク

ラウドセールには、最初にチームが配置されています。しかし、プラットフォームを開発す

るチームは、開発を実際に行っているチームとはしばしば異なります。これは、最初のクラ

ウドセールチームが決して働かなかったコインやトークンを受け取るため、プロジェクトの

時間とその他のリソースを無駄にすることがあります。創業者は、製品チームをつくった長

い歴史を持っており、これはNimbus トークン プラットフォームにとってはうまく翻訳され

ることがわかっています。 

フェーズ2：アルファプロトタイプ開発 

プラットフォームの基本ビルディングブロックはフェーズ2で発生します。ストア管理ツー

ル、ウォレット管理、NIMx交換システム、トークンプール管理インターフェイス、トラン

ザクションエンジン、および顧客トークンポートフォリオは、プラットフォームの主要コ

ンポーネントです。 

フェーズ3：ベータテスト 

フェーズ2が完了すると、ベータテストが開始されます。最初にテストするNIMトークン・
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ホルダの選択されたグループに対してベータ・テストが開かれますが、実際のトランザク

ションは発生しません。NTPモデルを細かく調整するために、少数の店舗が実際の取引で

オープンすることが許可される場合があります。最初のベータテストの後、プラットフォ

ームはNIMトークンを持つ誰でもが参加できるオープンベータテストに移行します。 

フェーズ4：ゴールデンマスターの展開 

チームがベータテストでサインオフし、プラットフォームとモデルを適切に変更すると、

Nimbus トークン プラットフォームがライブで一般公開されます。 

フェーズ5：アップグレードと展開 

ホワイトペーパーに記載されているプラットフォームは、特に第3世界諸国の中で、世

界中の中小企業を民主化するという観点から、氷山の先端です。 

 
システムが必要に応じて調整されます。ここに示すホワイトペーパーは、v1.0プラットフォ

ームのみを表しています。機能とユースケースは、プラットフォームが成熟し、暗号経済学

の新たなエキサイティングな方向性が発達するにつれて成長します。 
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創業者とチーム 
 

 
Storm Bear Williamsは、驚くべき

人々と革新的な製品で仕事をして

います。彼の複数分野のキャリア

により、彼はシリコンバレーの新

興企業やFortune 500の大企業と協

力してきました。 

 

クラウドソーシングが始まる前に、

彼は慈善団体BooksForSoldiers.com

でクラウドソースしていました。 

9-11の後に設立されたBFSは、兵

士支援慈善団体であり、Oprahから

People Magazineまで、すべてに関

連するものです。 

 

サイトはJames R. Peterson Pageturner賞を得た識字率向上のための取り組みです。ウィリ

アムズ氏は、3200万ドル以上の資金を調達しており、オンライン業界で何ができるかを知っ

ています。 

今、彼は財政を民主化しようとしています。それは非常識な船になるでしょう。
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JOHN MCAFEE (THE BIG DOG) 

SENIOR STRATEGIST & ADVISOR 
NASA宇宙研究院のプログラマーとして、彼の名前を引き継ぐ最初

のウイルス対策ソフトウェア企業の創設者になる前に、ジョンはプ

ログラマーとしてスタートしました。今、彼は天才を経済の未来に

向かわせる。彼はブロックチェーン技術の覇者であり、暗号通貨の

激しい主張者です。 

幸いにも私たちのためにここでNimbusトークンとともにあり、Johnは、Nimbusのアドバイ

スと指導のためにかなりのスキルを持っており、企業の動きを暗号通貨交換に導きます。 

 

 
STEVEN PETERSON 
BLOCKCHAIN BADASS 

スティーブンは、LAMP、SQL、C++に優れ、Nimbus トークン プラ

ットフォームへのWebアプリケーション開発担当です。医療業界向け

のブロックチェーン技術の研究と相まって、彼はNimbus トークンと

完璧にマッチしています。 

現実世界のアプリケーションにおける彼の深い潜在知識は、古い学校

の取引をブロックチェーンと結びつけるために必要なものです。 
 

KEITH HALL 

SUPERSTAR BACKEND DEVELOPER 
LEMPスタックのマスターになるためには勇敢な魂が必要です

（LAMPは昨年までのものです）。すべてのビットとTCP / IPのボ

ブに敬意を払っている人で、データセンターの詳細が気にならない

人はいません。 

それはキースです。彼は狂気のような非常に厳しいDC環境で彼の

スキルを磨いた。彼の忍耐と強さのすべてが、より良い製品を作る

のに役立つでしょう。
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KEVIN WILLIAMS 

GENIUS FRONTEND DEVELOPER 
ケビンはスーパースターチームの素晴らしい資産です。フロントエ

ンドの開発で数十年の経験を持ち、彼のデザインスタイルとGUIの

専門知識は一流です。これらは、ウェブとモバイルの両方に対して

論理的で使いやすい機能要素を持つサイトを作成する際に便利です。 

ブロックチェーンを簡単にすることは、デザインの聖杯とも言えます。彼の芸術的スキルと

サイト機能の才能は、製品、特にユーザーに利益をもたらします。 

 

DANIEL SPYRALATOS 

MIRACLE WORKING DIRECTOR OF SOCIAL MEDIA & 

DIGITAL MARKETING 
ダニエルは、ICOや暗号通貨が流行の産業となる前に、生活のほと

んどでデジタルマーケティングに取り組んでいます。 

いくつかのハイライトプロジェクトは、スポーツブランドのトレー

ニングマスクのPR /オンライン評判管理業務、フィットネスのため

のデジタルマーケティングコンサルティングなどで、インフォマー

シャルTVのスター、トニー・リトルと他の有名人など、米国で尊

敬されています。 

 
彼はいくつかのICOプロジェクトで働いており、大きな成功を収めました。具体的には、

Cryptonomos ICOクライアントのソーシャルメディアマーケティングを支援しました。

いくつかの注目すべきICOには、INSエコシステム（売り切れ）、WAX（売り切れ）、

Rentberry（いずれハードキャップに達する予定）などがあります。 

 

数年の経験を持っていますが、それらはブロックチェーンの革命以前の彼の仕事から得

たものであり、暗号通貨と革新的な新興企業への情熱と相まって、ダニエルはマーケテ

ィングチームの大きな資産です。 

Storm Williams
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DEAN WILLIAMS 

A+ DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT 
ディーンはコーダーだったはずですが、彼は自身が人間的である

と主張しています！彼は、顧客とパートナーがブロックチェーン

ビジネスと連携することを求めています。あと、彼は良いブロッ

クチェーンの開発者も知っています。ディーンは私達があなたの

履歴書の周りにあなたの方法をBSできない人を見つけました。 

彼は深く調査され、尋問を1, 2回されたと噂されています。4つの

ライト！ 
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用語集 
これらは、NIMのバイヤーまたはトークン暗号の新しいユーザーが役に立つと考える用語で

す。 

 
ブランド製品トークン - NIMxを参照 

 

ビジネスユーザー - ユーザーは、プラットフォーム上の店舗を運営するビジネスです。 

 

顧客 - これは、NIMトークンまたはNIMxトークンを所有する人物です。 

 

ロギングセールス - 販売店は、販売前の資金を獲得したプラットフォームにセールスを

戻す際に、独自の製品トークン顧客の価値を創造します。売り上げを記録するために、

店舗は売り上げの一部（販売トークン割当）をETHに変換し、これをETHの形で商品ト

ークンウォレットに入金します。 

 

NIM - Nimbusトークン・プラットフォームで使用されるユーティリティー・トークン

の名前。それはNTPシステムの外部の取引所で取引することができます。 

 

NIMble - これはNIMの最小金種です（1 NIMble = 0.000000000000000001 NIMまたは

1x10^-18 NIM）。それは意図的にETHとその部分的所有権の生態系を反映しています。 

 

NIMx、NIMy、NIMzなど - これらはブランドの製品トークンです。このトークンタイプ

は、NTPシステムの外部で交換することはできません。プラットフォーム上の各ストア

は一意のトークンIDを取得します。内部的には、ホワイトペーパーとモデリングでは、

NIMxなどの用語を使用して特定の製品トークンを示します。現実の世界では、一意の

トークンIDはNIM.avocados、NIM.jet、またはNIM.spaです。 

 

NIMx Exchange - 1つの製品トークンを別の製品トークンと交換できるプラットフォー

ム交換。 
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Nimbus トークン プラットフォーム（NTP） - ブランドの製品トークンを使用して商品やサ

ービスを販売するための幅広いオプションを備えたウェブアプリケーションです。 

 

プロダクトトークン - これは、製品またはサービス（NIMx、NIMy、NIMzなど）に直接結び

つく特定のタイプの暗号通貨です。Nimbus トークン プラットフォームの各ストアには、製

品を販売する店が提供する一意のトークン（NIM.avocados、NIM.jet、またはNIM.spaなど）

があります。同様の製品に複数のトークンが存在する可能性があります。例えば、小麦は、

それぞれが作物に固有のトークンを提供する複数のベンダーを持つことができます。

（NIM.JohnsonGrains、NIM.IowaHarvest、NIM.OrganicWheatなど） 

 

製品トークンサイクル - プラットフォームは、販売、生産、報酬および交換の経済サイクル

に基づいています。 

 

製品トークン・ウォレット - ログされた売上がETHの形式で格納されるウォレットです。払

い戻しもこのウォレットから顧客に支払われます。 

 

販売トークン割当 - 売買（取引）ごとに、それが商品であるかサービスであるかにかかわら

ず、すべての販売は、ETHの形で製品トークンウォレットに入る所定のパーセンテージを有

する。 

 

ストア - プラットフォーム上の店舗の主な機能は、資金を調達するために商品やサービスを

事前に販売することです。これらの店舗は、特定の金額の取引を販売前の顧客に割り当てま

す。店舗は、店舗に固有の製品トークン用のクラウドセールを提供することができます。ク

ラウドセールから残ったNIMがあれば、売り上げを記録するときに店舗がNIMを採掘すること

ができます。ストアは、独自の製品トークン（NIMx）を使用することもできます。 

 

ストア・ウォレット - 店舗が販売を記録すると、NIMがクラウドセールから残された場合、そ

の販売は特定の金額のNIMを鉱山し、店舗のウォレットに転送されます。
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トークン Churn - 店舗を経由して燃焼されたNIMトークンの量と販売によって採掘された

NIMトークンの量。 

 

トークンプール - トークンプールは、クラウドセールから売れ残ったNIMトークンから最

初に満たされます。店舗が売り上げを記録したときに残ったトークンを利用できます。マ

イニングされたNIMは店舗のウォレットに入れられます。プールがなくなると、NIMが使

用可能になるまでマイニングが停止します。 

 

トータルトークン分布 - 流通中のNIMの総量は、常にTTD以下になります。TTDは、クラ

ウドセールで開催されたトークンの量です。NIMは、NIMトークンを焼くプラットフォー

ム上のストアを開くために使用されます。しかし、店舗の売り上げを記録するときに、彼

らはNIMを募集して、売却契約を尊重するインセンティブとしてウォレットに追加します。 

 

トランザクション - Nimbus トークン プラットフォームエコシステムのトランザクション

は、店舗が売り上げを完了し、販売の対応するパーセンテージがETHの形で商品トークン

ウォレットに転送される場所です。また、少量のNIMが売り場ごとに店で採掘され、店舗

のウォレットに入れられます。 
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コンタクト 

 
Twitter: @NimbusToken 

Facebook: https://www.facebook.com/Nimbus-Token-836368019871489/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nimbustoken 

Reddit: https://www.reddit.com/r/nimbustoken/ 

Tumblr: https://nimbustoken.tumblr.com/ 

Slack: http://nimbustoken.slack.com 

Telegram: https://t.me/NimbusToken 

Email: nimbustoken@nimbusagency.com 

http://www.facebook.com/Nimbus-Token-836368019871489/
http://www.facebook.com/Nimbus-Token-836368019871489/
http://www.linkedin.com/company/nimbustoken
http://www.reddit.com/r/nimbustoken/
http://www.reddit.com/r/nimbustoken/
http://nimbustoken.slack.com/
mailto:nimbustoken@nimbusagency.com
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HOWEYテスト 

 
「Howey Test」は、特定の取引が「投資契約」に該当するかどうかを判断するために米国

最高裁によって作成されたテストです。その場合、1933年証券法および1934年証券取引法

のもとで、これらの取引は有価証券とみなされ、したがって、特定の開示および登録要件

の対象となります。 

 

暗号通貨クラウドセールが以下の4つの要件のすべてを満たしている場合、トークンまた

はコインは米国証券取引委員会の目に見える規制されたセキュリティとみなされます。 

 
1. お金の投資 

2. 投資利益の期待 

3. 共通の企業における金銭の投資 

4. 利益は、プロモーターまたは第三者の努力によるものである 

 
Coinbase、Coin Center、Union Square Ventures、Consensysのイニシアチブによって提供

されるBlockchain トークンsスプレッドシートの証券法フレームワークによります。 

 

あなたはここに私たちのエントリを見ることができます。 

 
 

彼らのスプレッドシートによると、Howey Testのリスクスコアは数百の可能性のうち20です。 

 

これは、いかなるガイドラインやリスクの事実と同様に取らないでください。任意の法的買収を行う

前に、あなた自身の法的助言を求めてください。リスクの詳細については、ホワイトペーパーの最後

に法的通知および免責条項を参照してください。 
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法的通知および免責事項 

 
重要なお知らせ 

 
Nimbusトークンプラットフォームトークンは、いかなる管轄においても有価証券を構

成することを意図しません。ホワイトペーパーは、目論見書またはいかなる種類の提供

文書も構成しておらず、また、有価証券のほか、任意の管轄区域の有価証券への投資勧

誘を構成するものでもありません。 

 

Nimbusトークン・プラットフォーム・トークンの販売および購入に関して、いかなる

契約または拘束力のある契約を締結するあるいは拘束されず、ホワイトペーパーに基づ

いて暗号通貨またはその他の支払い方法は受け入れられません。 

 

以下の情報は網羅的ではなく、契約上の関係を意味するものではありません。ホワイト

ペーパーの内容が正確で最新のものであることを確実にするよう努めていますが、その

ような資料は決して専門的な助言を提供するものではありません。Nimbus トークン プ

ラットフォームは、ホワイトペーパーに含まれているすべての資料の正確性、信頼性、

通貨、または完全性から生じる、法的責任を一切負いません。投資家と潜在的な

Nimbusトークン・プラットフォーム・トークン所有者は、ホワイトペーパーに掲載さ

れている資料に頼るか、それに基づいてコミットメントや取引を行う前に、適切な独立

した専門家のアドバイスを求めてください。 

 

Nimbusトークンプラットフォームトークンを購入、販売、またはその他の方法で取引

するためのアドバイスに関して意見を提供しておらず、ホワイトペーパーの提示の事実

は、いかなる契約や契約に基づいても、投資判断の根拠にはなりません。 
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Nimbusトークン・プラットフォーム・トークンの販売および購入に関していかなる契約

または拘束力のある契約を結ぶこともできません。また、ホワイトペーパーに基づいて

暗号通貨やその他の支払い方法は受け入れられません。 

 
地域制限 

 
シンガポールの市民または居住者（またはその他の人）である場合は、Nimbusトークンプラ

ットフォームトークンを購入しないでください。 シンガポール人は通常、シンガポールに在

住する人、またはシンガポールの法律に基づいて組織された法人です。 

 

中国の市民または居住者（税金その他の場合）である場合、Nimbus トークン プラットフォー

ムトークンを購入しないでください。 一般に、中国に居住する人、または中国の法律に基づ

いて組織され、設立された団体として定義されています。 

 

さらに、現在の規制の不確実性のために、また、米国のグリーンカード保有者または米国の

市民または居住者（税金その他）、シンガポールまたは中国も同様に市民または居住者、ま

たはその他の米国人、シンガポール人または中国人は、トークンセールに登録する資格はあ

りません。 

これは、米国、シンガポール、中国人のNimbusトークン・プラットフォーム・トークンを利

用する能力を制限するものです。プラットフォームの将来の開発ならびに収益の分配に参加

できません。 

 
アドバイスはありません。 

 
ホワイトペーパーに記載されている情報は、Nimbusトークン、NIM暗号通貨、Nimbusトー

クンプラットフォーム、Nimbus トークン クラウドセール（それぞれホワイトペーパーに

記載されています）のものです。Nimbus トークン プラットフォームとそれぞれの 

 

 



Page 28 of 37 

 

 

 

ビジネスとオペレーション、Nimbus トークン NIMトークン、Nimbus トークン クラウド

セール（それぞれホワイトペーパーで参照されています）については、法律、財務、税務

またはその他の専門顧問に相談する必要があります。Nimbus トークン プラットフォーム

トークンを購入する際の財務上のリスクを無期限に負わなければならない場合があります。 

 
 
 

賠償責任の制限 

 

Nimbus トークン プラットフォームのスタッフ、請負業者、創業者、またはボ

ランティアのメンバーは、以下の責任を負いません。 

 
Nimbusトークン・プラットフォームが提供するサービスまたは製品の使用不能、

または第三者によるこれらの条件の違反により生じる利益の損失、貯蓄の損失ま

たは付随的、間接的、特別または結果的損害。 

 
ハッカーの攻撃、パスワードの紛失、秘密鍵の損失などのセキュリティ上の

リスク。販売に関わるコード、テキスト、画像の間違いや誤り 

 
任意の国におけるNIMの価格設定の変動性と暗号通貨交換の結果生じる

損失 

 
このウェブサイトとNimbusトークン・プラットフォーム・トークンは、いかなる形式の

保証もなく、明示的または黙示的に提供されます。お客様は、ウェブサイトの使用および

Nimbusトークンプラットフォームトークンの任意の金額の購入およびその使用に関して、

すべての責任とリスクを負うものとします。 
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適用される法律では、あなたに適用される責任の制限を超える場合、適用される法律

によって許可されている範囲でのみ、制限が適用されます。 

 

Nimbusトークンプラットフォームトークンを取得し、該当する法律で許可されている

範囲で、購入者は、NimbusトークンプラットフォームまたはNimbusトークンプラッ

トフォームの従業員または請負業者が、購入者は秘密鍵をNIMを含むウォレットに適

切に保護できないケース：ハッカーの攻撃、デバイスの盗難、パスワードの紛失など 

 

説明と保証はありません 

 

Nimbusトークン・プラットフォームは、いかなる現実、正確性および完全性に関連す

る表明、保証または約束を含む、いかなる法人または個人に対してもいかなる形式、

保証または約束もしないことを明示または黙示しません。情報はホワイトペーパーに

記載されています。 

 
あなたの表現と保証 

 

ホワイトペーパーまたはその一部（場合によっては）の情報の所有権を取得または承諾

することにより、あなたはNimbusトークンを次のように表明し保証します。 

(a) あなたは、Nimbusトークン・プラットフォーム・トークンがいかなる管轄にお

いてもいかなる形態の証券も構成しないことを承諾し、合意します。 

(b) あなたは、ホワイトペーパーが目論見書またはその他の書類を構成せず、いか

なる管轄においても有価証券の提供または有価証券投資の勧誘を構成するも

のではないことに同意し、認めます。あなたはいかなる契約も結ぶ必要があ

りません。法的拘束力を拘束するものであり、ホワイトペーパーに基づいて

暗号通貨またはその他の支払い方法を受け入れることはできません。 
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(c) 規制当局がホワイトペーパーに記載された情報を審査し、承認していないこと

に同意し、認めます。法律、規制、管轄の規則、およびその出版、流通、適用

法、規制要件または規則が遵守されていることを暗示するものではありません。 

 
(d) あなたは、Nimbus トークン プラットフォームクラウドセールのホワイトペ

ーパー、執行および完了、または暗号通貨交換におけるNimbusトークン・プ

ラットフォーム・トークンの将来の取引が、Nimbus トークン プラットフォ

ーム、Nimbus トークン プラットフォームトークン、Nimbus トークン クラ

ウドセール（それぞれホワイトペーパーで参照されています）の利点につい

て、あなたの指示として解釈されるものではないことに同意し、ます。 

 
(e) あなたの管轄の適用される法律、規則、および所有に関する制限がある場合、

ホワイトペーパー、その一部またはそのコピー、またはお客様による同意を

受けた場合の配布は禁止されておらず、該当するすべての制限事項を遵守し、

Nimbus トークン プラットフォームへの責任を負いません。 

 
(f) Nimbusトークンプラットフォームトークンを購入する場合、Nimbusト

ークンプラットフォームトークンは、以下のように解釈、分類、または

扱われるものではありません。 

(i) 暗号通貨以外のあらゆる種類の通貨 

(ii) 任意の個人または団体によって発行された社債、株式または証券 

(iii) 当該社債、株式又は証券に関する権利、オプション又はデリバテ

ィブ 

(iv) 差異のための契約または他の契約の下での権利、利益を確保し損害を避

けることを目的とする意図または偽装 
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(v) 集合的な投資計画の単位 

(vi) ビジネストラスト内のユニット 

(vii) ビジネストラスト内のユニットの派生物。または 

(viii) その他の証券または有価証券のクラス 

 

(g) あなたが米国市民、居住者（税金その他の）またはグリーンカード所有者または

中国またはシンガポールの市民または居住者である場合、あなたはNimbusトー

クンプラットフォームトークンを購入する資格がないことを十分に理解し、理解

しています。 

 
(h) 暗号通貨通信、ブロックチェーンベースのソフトウェアシステム、暗号通貨ウォ

レットまたはその他の関連するトークン記憶メカニズム、ブロックチェーンテク

ノロジ、スマートコントラクトテクノロジの操作、機能、使用方法、ストレージ、

伝送メカニズムおよびその他の重要な特性についての基本的な理解があります。 

 
(i) Nimbusトークンプラットフォームトークンを購入する場合、Nimbusトークンプ

ラットフォームとそれぞれのビジネスと操作、Nimbusトークンプラットフォーム

トークン、Nimbusトークンクラウドスケール（ホワイトペーパーに記載されてい

ます）について知っていて、理解しています。 

 
(j) あなたは、Nimbusトークン・プラットフォームが、不法行為、契約またはその他

の種類の間接的、特別、偶発的、必然的またはその他の損失（収益の損失、収入

または利益、および損失を含むがこれに限定されない）に対して、お客様がホワ

イトペーパーまたはその一部を承諾または信頼することに起因する、またはそれ

に関連して発生した損害について責任を負わないことに同意します。 

 
(k) 上記の表明および保証はすべて、ホワイトペーパーまたはその一部（場合によっ

ては）へのアクセスまたは受諾の時点から、真実で、完全で正確で、誤解を招く

ものではありません。
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将来的な発言の注意点 

 
ホワイトペーパーに記載されているすべての記述、プレスリリース、またはNimbus トーク

ン プラットフォームまたはNimbus トークン プラットフォームを代理している役員、また

は従業員が行うことができる公開および口頭でのアクセスが可能な場所での記述は歴史的事

実ではなく、将来的な情報として扱われます。これらの記述のいくつかは、「可能な」「期

待される」「予測される」「できるだろう」「推測される」「もし」「意図した」「だろう」

「計画されている」「なるべきだ」などの単語から構成されます。 

 

しかし、これらの用語は、将来の見通しに関する記述を特定する独占的な手段ではありませ

ん。Nimbus トークン プラットフォームの財務状況、事業戦略、計画および見通し、および

Nimbus トークン プラットフォームが将来の見通しに関するすべての記述は、将来の見通し

に関する記述です。Nimbus トークン プラットフォームの収益と収益性、見通し、将来の計

画、その他の予測される業界動向、およびNimbus トークン プラットフォームに関するホワ

イトペーパーに記載されているその他の事項は、歴史的事実ではない事項であり、予測だけ

です。 

 

これらの将来予測に関する記述には、Nimbus トークン プラットフォームの実際の将来の業

績や結果が将来のそれとは大きく異なる可能性がある、既知または未知のリスク、不確実性

およびその他の要素が含まれています。これらの要因には、以下があります。 

 
(a) Nimbus トークン プラットフォームがそれぞれの事業を行っている国の政治的、

社会的、経済的、株式または暗号通貨の市場環境の変化、規制環境 
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(b) Nimbus トークン プラットフォームがそれぞれのビジネス戦略および将来の計画

を実行または施行できない、または管理できないリスク 

(c) 通貨および暗号通貨の金利および為替レートの変化 

(d) 予測成長戦略の変化とNimbus トークン プラットフォームの内部成長の予測 

(e) Nimbus トークン プラットフォームとの接続の可用性と料金の変更、それぞれの事
業との関係 

(f) Nimbus トークン プラットフォームがそれぞれの事業と業務を運営するために必要とする従
業員の利用可能性と給与の変化。 

(g) Nimbusトークンプラットフォームの顧客の嗜好の変化 

(h) Nimbus トークン プラットフォームが動作する競争条件の変化、Nimbus トー

クン プラットフォームの能力がそのような条件下で競合すること 

(i) Nimbus トークン プラットフォームの将来の資本ニーズの変化と、そのようなニ

ーズを満たすための資金調達と資本の利用可能性。 

(j) 戦争または国際的または国内的なテロ行為。 

(k) Nimbus トークン プラットフォームの事業または業務に影響を与える致命的な出来

事、自然災害および神の行為の発生。 

(l) Nimbusトークンプラットフォームの制御を超えた他の要因。そして 

(m) Nimbusトークンとそのビジネスとオペレーション、Nimbusトークンプラットフォ

ームトークン、Nimbusトークンプラットフォームクラウドセール（いずれもホワ

イトペーパーで参照される）に関連するあらゆるリスクと不確実性。 

 
Nimbus トークン プラットフォームまたはNimbus トークン プラットフォームを代理する人

物によって行われた、またはNimbus トークン プラットフォームに代わって行われたすべて

の将来見通しに関する記述は、そのような要因によって明示的に修飾されています。実際

の将来の結果、Nimbusトークンプラットフォームの業績が、ホワイトペーパーの将来の見

通しに関する記述によって予想、明示、暗示されたものと大きく異なる可能性があるリス

クと不確実性を考慮してください。これらの将来に関する記述は、ホワイトペーパーの日

付時点でのみ適用されます。 
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Nimbusトークンプラットフォームも他の人も、Nimbus トークン プラットフォームの実

際の将来の成果、業績、業績は、将来の見通しに関する記述で説明されている通りである

ことを保証するものではありません。Nimbus トークン プラットフォームの実際の結果、

パフォーマンス、または成果は、これらの将来予想に関する記述とは大きく異なる可能性

があります。 

 

ホワイトペーパーに記載されているものは、Nimbus トークン プラットフォームの将来の

パフォーマンスやポリシーについての約束、表現、または契約として信頼されるものでは

ありません。 

 

さらに、Nimbus トークン プラットフォームは、将来の発展、事象、または状況を反映す

るために、これらの将来予想に関する記述を更新したり、これらの将来に関する記述を改

訂して公表する義務を負いません。 

 
個人情報保護方針 

 
Nimbus トークンを購入することにより、Nimbus トークン プラットフォームが事業目的で、

またはNimbus トークン プラットフォームシステムを構築、促進、伝達する目的で、電子

メールアドレスや名前などの個人データの扱いに同意したことになります。 

 

Nimbus トークン プラットフォームは、電子メールアドレスやその他の個人情報を非公開

にし、外部のリストに含める、または第三者に販売するなど、一般に公開しないことに同

意します。 

 
免責条項 

 

ホワイトペーパーのプレゼンテーションは、情報提供のみを目的としています。 
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クラウドセール中にNimbus トークン プラットフォームトークンを購入することに

関心がある参加者は、クラウドセールや事前販売で何らかの投資決定を行う前に、

さまざまなリスクを要求して検討する必要があります。 

 

このホワイトペーパーは、Nimbus トークン プラットフォームクラウドセールに参

加することに対する、会社、取締役、投資マネージャーまたは他の人物、またはレ

シーバーへの勧告などのアドバイスは含まれていません。 

 

Nimbus トークン プラットフォームのホワイトペーパーは、会社に関連するすべて

のリスク要因を必ずしも特定するものではなく、それらも含めて何かを主張してい

るわけでもありません。 

 

すべての参加者は、クラウドセール参加のメリットについて、必要と思われる調査

を行った後、独自の評価を行う必要があります。 

 

トークン購入者は、会社に関する問題として、自己の投資、経理、法務および税務

担当者およびコンサルタントに確認し、それに依存する必要があり、財務上のリス

ク、結果、およびクラウドセールへの参加の妥当性を個別に評価する必要がありま

す。 

 

Nimbus トークン プラットフォーム クラウドセールへの参加にはかなりのリスク

があり、参加者が完全に理解していなければ、そのような参加の全部または大部分

を失う可能性がある特別なリスクが伴うかもしれません。会社に潜在的なリスクが

ある方々はクラウドセールに参加すべきではありません。 

 

参加者のそれぞれは、クラウドセールのすべての特徴が彼らにとって満足できるも

のであることを確実に完全に理解しています。 
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企業の事業目的が達成され、クラウドセールの参加の結果が時間の経過とともに大きく異

なる可能性があり、保証はありません。 

クラウドセールへの参加は、参加者のための完全な暗号通貨プログラムではありません。 

すべての参加者は、トークンの購入が彼らに適しているかどうか、その状況や財源につい

て考えるべきです。 

 

分配および分配に関する制限 

 

ホワイトペーパーの配布または一部の配布は、法律、規制要件、および管轄の規則によっ

て禁止または制限される場合があります。何らかの制限が適用される場合は、あなた自身

の負担で、Nimbusに責任を負わずに、ホワイトペーパーまたはその一部（場合によっては）

の所有に適用される制限を自分自身で認識し、観察することができます。 

ホワイトペーパーのコピーが配布または頒布されているか、アクセス可能であれば、また

はそれ以外の方法でホワイトペーパーを所持している人は、それを他の人に配布したり、

複製したり、他の目的で本書またはその他の情報を配布したりしてはなりません。 

 

証券や登録の提供なし 

 

ホワイトペーパーは、目論見書または任意の種類のオファリング書類を構成するものでは

なく、証券の提供または任意の管轄区内の有価証券への投資勧誘を構成するものではあり

ません。Nimbusトークン・プラットフォーム・トークンの販売および購入に関する契約に

関して、いかなる人も契約や拘束力のある法的約束を遵守することはできませんし、ホワ

イトペーパーに基づいて暗号通貨やその他の支払い方法を受け入れることはできません。 



Page 37 of 37 

 

 

 
 
 

 

このホワイトペーパーでは、そのような合意のT＆Cだけが記載され、他の文書はあ

りません。T＆Cとホワイトペーパーの間に矛盾がある場合、前者が優先する。 

 

アメリカ合衆国市民またはグリーンカード所有者、またはシンガポールや中国の市民、

居住者（税金またはそれ以外の場合）である場合、Nimbusトークンプラットフォー

ムのクラウドデーでNimbusトークンプラットフォームトークンを購入する資格はあ

りません（ホワイトペーパー参照）。 

 

規制当局はホワイトペーパーに記載されている情報の審査または承認を行っていませ

ん。法律、規制要件、または管轄区域の規則の下でそのような行為が行われたことは

ありません。ホワイトペーパーの発行、配布または頒布は、適用される法律、規制要

件または規則が遵守されたことを意味するものではありません。 

 

不調和な干渉、規制、施行およびその他の不自然な状況への対応 

 

暗号通貨の世界は確かに反動的であり、しばしば予測不可能である。Nimbus トーク

ンにプロジェクトが中断する状況が提示された場合、Nimbus トークンの所有者や一

般からの広い助言を受けずに新しい方向性を模索します。 


