
PRIVACOIN

本当に素晴らしい、安全で没⼊感のあるユーザー体験

を実現するために、私たちは⼒を合わせました

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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PRVCトークンの購⼊を決定する前にこのホワイトペーパー

を読むことをお勧めします。PrivaCoinはこのドキュメント

に記載されているロードマップ、トークノロジーなどを実⾏

するために最⼤限の努⼒をします。

不測の事態により、PrivaCoinは、この⽂書の⼀部を変更、

追加、削除する権利を有します。  このような場合、当社の

判断が優先され、当社のコミュニティの利益を第⼀に考慮し

ますので、ご安⼼ください。 さらに、PrivaCoinなどの暗号

通貨を管理する現地の法律を調査することは、購⼊者の責任

となります。

PRVCは、本ウェブサイト上の資料（⽂章、リンク、相場や

チャートなどの第三者ウェブサイトからのデータ、売買シグ

ナルなど）を利⽤したことによるいかなる損害にも責任を負

いません。  PRVCは、名⽬的な損害には⼀切責任を持ちま

せん。  ⾦融市場で資産（デジタルまたはそれ以外）を取引

する際のリスクとコストを理解する。  特に ICOは、投資家

にとって最もリスクの⾼い投資⽅法の⼀つです。

 法的免責事項

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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機密保持は個⼈の⼈権と考えられています。 情報の機密性

は、より広範なプライバシーの権利に不可⽋です。  これ

は、個⼈情報がいつ、どのように、そしてなぜ他者によっ

て処理されるかを個⼈が決定する能⼒に関連するもので

す。 ⼈間の尊厳、安全、⾃⼰決定を確保するために、プラ

イバシーは保護されなければならない。 個⼈は⾃分のアイ

デンティティを⾃由に創造することができます。 表現、思

想、良⼼および宗教の⾃由、集会および結社の⾃由、差別

からの⾃由を含む他の⼈権の享有に寄与することから、プ

ライバシー権も享有に寄与する権利であると考えられてい

ます。  そのため、⺠主主義社会の礎として機能していま

す。

はじめに

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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PrivaCoinは、新しいアイデアの研究に道を開き、⾼い技術⼒でプラ

イバシーを確保するために、より多くの投資を⾏うことを⽬的として

います。  プライバシーは私たちの研究の中⼼であり、政策分析のた

めの技術⾰新を探求しています。 PrivaCoinは、現⾏のデータ保護法

を遵守することにより、プライバシーをサポートし、個⼈データへの

アクセスを防⽌しています。  私たちのプロジェクトは、政府が⼈々

を監視することを許可しません（理由がありません）。  PrivaCoin

は、グループが⾃分たちの⽬的のために個⼈データを使⽤することを

許可しません。  私たちのプロジェクトは、データを盗んだり悪⽤し

たりした⼈が責任を負うことを保証するのに役⽴ちます。 PrivaCoin

は、社会の境界を維持し、信頼を築くのに役⽴ちます。PrivaCoinプ

ロジェクトは、⾔論、思想、評判の⾃由を守ることにより、政治に⾃

由に参加することを可能にします。

プリバコインについて

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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PrivaCoinトークンは、各会員に対して公平に販売さ

れる予定です。  トークンは、誰もが同じ価格で購⼊

できるよう、完全に⽤意されています。

マーケティングのみに焦点を当てた他の暗号通貨とは

異なり、私たちは、ビジネスマンや⼀般の⼈々が、⾃

分のお⾦や投資を⾃分の財布に、どのようにデジタル

で⾏うことができるかを⽀援するトークンを作成し、

ボタン⼀つでデジタルと仮想世界を所有できるように

なるという野望を持って、コミュニティに基づき、コ

ミュニティのために、強い開発者チームによって⽀え

られていることを表明しています。

より公平な発売

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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PrivaCoinの主な⽬的は、あなたの財政を保護し、私たち
のデータを制御するためにプライバシーを提供することで

す。 プライバシー、特にオンラインデータの保護に注⼒す
ることは、PrivaCoinの開発者が⻑年にわたって⽬指して
きたことです。 ほとんどのデータはインターネット上で転
送されるため、多くのツールはオンライン環境に焦点を当

てています。 しかし、プライバシーが侵害され、データが
悪⽤された場合、感情的なものも含め、その影響はオンラ

イン空間を超えてオフラインの世界にも及びます。  そこ
で、プライバシー重視のトークンであるPRVCを開発しま
した。

私たちの使命

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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私たちのビジョン

プライバシーは選択できるものではありません

し、オンラインプレゼンスを維持するための代

償であるべきです。 それは、単に権利を与えら
れるものではなく、絶対的な条件なのです。 し
かし今⽇、数々のサイバーセキュリティ攻撃に

より、インターネットからデータプライバシー

が消え去ろうとしているように思われます。

プライバシーがなければ、⼈間である意味があ

りません。 だから、プライバシーを守り、⾃分
の命と家族を守ろう。それが私たちの絶対的な

権利なのだから。 資源をあまり必要としない鉱
業として、ホールディングが活⽤されていま

す。 ブロックチェーンネットワークの保護と運
⽤のために、暗号通貨ウォレットに資⾦を預け

ることである。

簡単に⾔うと、保有とは、暗号通貨が確実に報

酬を得るためのプロセスです。 投資家は、その
利益を最適化するために、PrivaCoinを検証し、
スマートな取引所でトークンを保有することが

できます。 投資家が取引所に滞在し、トークン
に投資する期間が⻑ければ⻑いほど、リターン

は⼤きくなります。

8著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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私たちの⽬標は、投資家が安⼼

して資産を増やし、経済的⾃由

を⼿に⼊れることができる環境

を提供することです。

私たちは、何よりも誠実さを⼤切

にし、投資家、顧客、パートナー

のために常に正しい⾏動をとるこ

とを約束します。

PrivaCoinは、経営陣を含むすべての関連す
るウォレットアドレスを適時に公開し、流動

的な資⾦を安全な第三者のロッカーにロック

し、すべての重要なビジネス決定をコミュニ

ティに伝達します。

コア・バリュー

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。



なぜPrivacoinなのか？
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PRVCトークンによる取引は、仲介業者や政府が関与しないため、取引コストは低く抑

えられます。 さらに、転送は⾮常に迅速で、⼀般的な認証要件や待ち時間の不便さを解

消します。

私たちは、取引を容易にし、より多くの⼈々に近づけるようにします。 また、テクノロ

ジーを使うことのメリットは、完全に分散化されているため、国境を越えた⾃由な取引

が可能になることです。

テクノロジーの活⽤は、すべての⼈が⾦融においてよりつながり、より⼒を発揮できる

ようにする⾦融⾰命を促進するものです。 テクノロジーに国境はありませんから、地球

上のどこにいても利⽤することができます。

これは、国際決済のコストにも⼤きな影響を与えています。 従来、国際送⾦は国内送

⾦・⽀払いに⽐べ、はるかにコストが⾼いものでした。 暗号通貨を利⽤した国際決済や

送⾦は、国内決済と同じです。

 

グローバルに参加可能

常にセキュリティを向上させ、安⼼して利⽤できる信頼性の⾼いプラットフォームで

す。

企業による⼲渉からの解放

安全・安⼼

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。



 決済ウィジェットを使えば、どんなウェブサイトでも簡単に複数のトークンやカ

スタムコインでの決済を受け付けることができるようになります。 このウィジェ

ットは、どのPrivaCoin決済ゲートウェイにも接続することができます

また、決済コストが⾮常に⼩さいだけでなく、⾼度な決済ゲートウェイを構

築することも可能であり、コストをかけずに利⽤することができます。

ゲートウェイのスマートコントラクトは、複数のコインをすべて受け⼊れるか、

特定のトークンタイプのリストを受け⼊れるように設定することができます。

サプライヤーとしては、PrivaCoinトークンで提供されるオープンソースコー

ドとサンプルを頼りに、ウェブ請求書発⾏、Eメール/SMS通知、返⾦などの

独⾃の機能を実装することができます。
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メリット

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。

決済ガジェット

ローカルサポート

専⽤ゲートウェイの構築

   エンベデッドペイメントなし



安全なプラットフォーム

 

 

私たちは、デジタル資

産の⼤部分を安全なオ

フラインストレージに

保存しています。 スマートコントラ

クトによる保護

⼩銭はすべて財布に

しまっています 

トランスペアレン

ト
私たちは、あなたのす

べての資産が安全に、

完全に分散化された透

明なプラットフォーム

です。

安全なストレージ

12著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。



Eコマース

ロイヤリティ ⾦融仲介 ホルダーへのインセンティブ

プログラムパック チームビルディング マーケティング

事業体の設⽴ 信頼と伝統 キャッシュフロー銀⾏

トークンの使⽤ 不動産

トークンの使⽤

13著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。
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契約内容

トークン名                                                          PrivaCoin

シンボルマーク                                                    PRVC

最⼤送り量                                                                       4,5 T 

タイプ                                                                   BEP20

ネットワーク                                                        BSC

トークン・エコノミクス

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。

0x5711f19b7b21938d31d07e5736b4660c1159d7d3
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トランザクション税

誰かがPrivaCoinトークンを売買した
り、譲渡したりするたびに、0.005%の
取引税が課され、それは以下のように

配分されます。

    開発チームです。                                                       0,002%           

バーニング                                                                  0.003%

 税収⼊合計 .                                                        0,005%

 

 

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。



バッジの詳細

販
売
中

チ
ー
ム

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ザ
ー
ブ
ズ

マ
ス
タ
ー
ノ
ー
ド

プ
ロ
グ
ラ
ム

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
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2021年11⽉    PrivaCoinプロジェク
トコンセプト

2022年1⽉ 技術・戦略開発

IEO PrivaCoin Virtual Network
（VPN）（PRVCによる⽀払い）の直
後。

プリヴァコインの仮想携帯電話番号

（アプリ）の後すぐに

近⽇発売予定のPrivaCoin Mehthod仮
想ウォレット（モバイルアプリ）

（PRVCで⽀払う）

今後のPrivaCoinバーチャルクレジッ
トカード（暗号通貨クレジットカー

ドでの⽀払い）について

今後のPrivaCoinウェブホスティング
とドメイン名について

       2022年9⽉ IEO社売却

    (PRVCによる⽀払い)

      (PRVCで⽀払う)

ステージ1

2023年に登場するPrivaCoinの最新
スマートフォンは、ユーザーのデー

タとプライバシーを保護するために

Androidを開発します。

2024年にプリヴァコイン・モダンス
マートフォンを発売予定（スマート

フォンのデータ保護機能を完全取

得）

近⽇発売予定 2024年版プリバコイ
ンクレジットカード（PRVCでの⽀払
い）

まもなく2025年暗号通貨交換プラッ
トフォームPrivaCoin（Cexと同じ、
ただしそのDexを使⽤）

もうすぐサプライズ

      (これからも成⻑し続ける)

ステージ2

ルートマップ

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。

100万保有者時：
PrivaCoin モデム ルーター (参照
インターネット（データ保護付き
）
300万⼈の保有者：
PrivaCoin モバイル システム
(プロテクト
あなたのデータとプライバシー)
 
 
1,000万⼈の保有者：
PrivaCoin モバイル スマートフォン
 (Getあなたのプライバシー
は保護されています）
 
 
1,400 万の保有者:
PRVC でモバイル料⾦を⽀払う
 
2,100万⼈の保有者：
PrivaCoin の物理的なクレジット カ
ード(PayPRVCと）
 
3,900 万の保有者:
PrivaCoin 暗号交換プラットフォーム
終わりはありません…（成し続け
ます
永遠に...）

2021 年 11 ⽉: PrivaCoin プロジェクト
考え
 
 
いつでも：（サプライズがあります
両⽅のロードマップ)
 
 
 
2022 年 1 ⽉: 技術と戦略
発達
 
 
 
2022 年 9 ⽉: IEO セール
 
50,000 保有者の場合: 分散化する
VPN (PRVC で⽀払う)
 
 
99,000 ホルダーで: 仮想モバイ
ルを⼊⼿
番号（PRVCで⽀払う）
 
 
150,000 保有者: PRVC で⽀払う
 
550,000 保有者: 仮想クレジッ
トを取得
カード（PRVCで⽀払う）
 
850k 保有者: 分散化する
 
ウェブホスティングとドメイン
(で⽀払う
PRVC)



チームからのお礼チームからのお礼

PrivaCoinチームは、ブロックチェーン技術への情熱、

業界経験、投資家の知識、そして⾦融、製品・事業開

発、マーケティング、ライセンシングにおける実績が

融合しています。

著作権 ©2022 PrivaCoin すべての権利を保有。




