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1. Cryptyk トークンセールの概要
1.1

CTK トークンとは何ですか？
Cryptyk トークン（または CTK トークン）は、サイバーセキュリティお

よびクラウドストレージアプリケーション用の新しいデジタル暗号通貨です。企
業、個人が Cryptyk 社のクラウドセキュリティとストレージサービスを購入する
ことを可能にします。これらの顧客による購入は、CRYPTYK ハイブリッドブロ
ックチェーンエンジンを駆動し、結果として CTK 暗号経済に燃料を供給します。
ハイブリッドブロックチェーンエンジンは機密ファイルを安全に保管し、ユーザ
ーアクセスを制御し、ユーザー間のファイル共有を追跡し、格納されたすべての
データとネットワーク通信を暗号化します。これらのセキュリティサービスまた
はトランザクションは、ブロックチェーンプラットフォーム上の暗号通貨マイナ
ーのコンセンサスによって認証され、処理されます。ブロックチェーンプラット
フォームでは、CTK トークンでサービスの対価を払います。CTK トークンは、価
値の長期的な伸びが顧客の取引によってはるかに大きくなる「ユーティリティ」
トークンです。

CRYPTYK プラットフォームと関連する CTK の経済は、個人、企業が同じように使用できるサイ
バーセキュリティとクラウドストレージのソリューションです。ハッキングの利益を排除し、クラウドか
らリスクを除去することによって、グローバルなサイバーセキュリティ業界に革命を起こす可能性があり
ます。CTK 経済は、顧客、開発者、マイナー、およびトークン売却の投資家を含むすべての参加者にとっ
ての複数のインセンティブで構成されています。

1.2

CTK トークンセールイベントの概要

トークンセール構造：

2 回（公認投資家のためのセールラウンド+パブリックセールラウンド）

プレセール開始日

2018 年 2 月 8 日 (5pm UTC / 12pm EST / 9am PST)
2018 年 4 月 20 日 (5pm UTC / 12pm EST / 9am PST)までの 71 日間
2018 年 5 月 1 日 (9am UTC / 7pm AEST)
2018 年 6 月 1 日(11pm UTC / 9am, 2nd June AEST)までの 31 日間

プレセール期間
パブリックセール開始日
パブリックセール期間
CTK トークンの価格
ボリュームボーナスオファー
CTK トークンのプレセール
パブリックセールのための
CTK トークン

プレリリースラウンドでは 0.10 ドル、パブリックラウンドでは 0.125 ドル
$100k 以上で 20％、$250k 以上で 25％、$500k 以上で 30％、$100 万以上
で 40％
プレセール（ソフトキャップ/米国/カナダのみ 1 年の権利確定）の場合は
100,000,000
パブリックセールで 150,000,000（ハードキャップ/権利確定期間なし）

Cryptyk Inc.の CTK トークン

250,000,000（4 年の権利確定/ アドバイザーは 2 年で権利確定）

創設者向けトークン

250,000,000（1 年後に権利確定が 80％、権利確定期間がないものが 20％）

作成される CTK トークン合計 権利確定スケジュールごとに 750,000,000（これ以上は作成されません）
最小投資金額

300 万ドル（すべての資金で最低限に達しなければ投資家に返還される）

最大投資金額

2,500 万ドル（ハードキャップ 250,000,000 トークン、ボーナス含む）

トークン購入の方法

フィアット通貨支払い（USD）、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、ま
たは Shapeshift 経由

CTK トークン配信日

遅くとも２０１８年６月３０日(5pm UTC / 12pm EST / 9am PST)
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2. サイバーセキュリティ市場の概要
2.1
エンタープライズセキュリティおよびス
トレージ市場

$250B

企業のセキュリティとストレージ市場は密接に結び
ついています。クラウドストレージは、従業員の移動性や広

$200B

Cloud Storage
Cyber-Security

範なデータアクセス性を含むあらゆるビジネスに大きなメリ
ットをもたらしますが、企業には不可避のサイバーセキュリ
ティ違反やハッキングが発生します。ほとんどの個人消費者

$150B

のサイバーセキュリティーコストは、クラウドストレージの
コストに比べて比較的小さいかもしれません。サイバーセキ

$100B

ュリティのコストは、ほとんどの中小企業や大企業のクラウ
ドストレージコストをはるかに上回ります。クラウドストレ

$50B

ージ市場は現在、年間 300 億ドルの価値があります。これと
は対照的に、保存されたデータを保護するはずのサイバーセ
キュリティ市場は今や 1200 億ドル相当の価値がある。クラ
ウドのセキュリティおよびストレージ市場は、合計で年間
1,500 億ドル、CAGR は 20％以上成長しています。

2013

2.2

業界のペインポイント - 非効率さ

2015

2017

2019

$1500B

クラウドストレージに 1 ドルを費やすたびにサイバ
ーセキュリティに 4 ドルを費やすことは、コスト効率が低
く見えるかもしれません。しかし、本当の現実はそれより

$1250B

もはるかに悪いです。サイバーセキュリティに費やされた 1

$1000B

ドルに対し、６ドルがサイバー犯罪で失われています。従
来のサイバーセキュリティ戦略では、費用がかかるだけで

$750B

なく、無数の潜在的なセキュリティ脅威に対してほとんど
効果がない、複雑なマルチベンダーのアプローチが必要で

$500B

した。いかなる統計をとっても、サイバーセキュリティ業
界はハッカーとの戦いで負けつつあります。2017 年に 20
億件を超える個人記録が盗まれ、サイバー犯罪による年間

Cyber-crime Losses

$250B

損失は 7,500 億ドルを超え、現在では CAGR が 30％増加し
ています。戦略の劇的な転換が必要で、オンラインデータ
におけるこの 1 兆ドルの脅威に対抗しなくてはなりません。

2013

2.3

2015

2017

2019

分散ストレージ

従来のクラウドストレージの根本的な弱点は、その集中度の高い性質にあります。低い商品価格
で高速で信頼性の高いデータストレージを提供する一方で、一元化されたストレージネットワークは、セ
キュリティ防御が破られると、ハッカーに大量の機密データへのアクセスを提供します。しかし、ブロッ
クチェーンなどの分散テクノロジーが登場しており、オンラインデータの攻撃面を劇的に減らしたり、排
除することさえできます。暗号化された分散化は、必然的に起こるセキュリティ違反を防止するのではな
く、盗まれたデータがハッカーにとって役に立たないことを保証します。世界は転換点を迎えており、ハ
ッキングが コスト効率の悪い手段、つまり不採算になることが期待でき ます。
*業界の参考文献：Gartner、Forbes、Markets＆Markets、Breachlevelindex.com
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3. エンタープライズセキュリティとストレージのためのハイブリッドブロ
ックチェーン
Cryptyk Inc.は、ビジネスとエンタープライズ向けの完全な
クラウドセキュリティとストレージソリューションとして
CRYPTYK プラットフォームを構築しています。CRYPTYK は、
2 つの相補的な分散型プラットフォームで構成された「ハイブリ
ッドブロックチェーン」設計を採用しています。
1. VAULT は、分散型マルチクラウドストレージプラットフ
ォームです。 暗号化されたファイル管理と共有。

VAULT
2. SENTRY はトラッキングのための分散型ブロックチェーンプ
ラットフォームです すべてのユーザーアクセスとファイル共
有イベントを監査します。

マルチクラ
ウドストレ
ージ

SENTRY
ブロックチ
ェーン監
査

CRYPTYK のセキュリティとストレージプラットフォームは、すべての企業、企業、さらには個々
の消費者のための単一のベンダーソリューションです。ハイブリッドアーキテクチャは、潜在的な攻撃面
と継続的な運用コストの両方を劇的に削減します。このプラットフォームは 5 つのサイバーセキュリティ
保護を幅広く 提供しています 主要なクラウドへの脅威（すなわち：外部、内部、ウイルス、運用および
監視脅威）、 および 同じ製品バンドル内のクラウドストレージを包含します。

3.1

VAULT - 分散型マルチクラウドストレージ

VAULT は、オンラインセキュリティとクラウドストレージのパラダイムシフトです。オンライン
セキュリティ違反の発生を防止するのではなく、望ましくない違反が頻繁に起こり、避けられないものと
想定しています。この 安全なハッキング・ マルチ・クラウド・ストレージ・プラットフォームは、盗ま
れたデータが外部のハッカー にとって 役に立たないようにする一方で、ウイルスやマルウェアの操作を
防止します。
個々のファイルは、まず暗号化された後、5 つの異なる部分
または断片にスライスされます。これらのファイル部分はそれぞれ暗
号化され、5 つのサードパーティクラウドストレージプロバイダ
（Amazon、Google ドライブ、ボックスなど）に別々に暗号化されて
別々に保存されます。暗号化 アルゴリズムは、ストレージノードの
冗長性と 24 時間 365 日の動作上の信頼性を保証するストレージフォ
ーマットとなります。各ファイルは ファイルごとに 6 つの暗号化キ
ーを使用して、5 つの独立したクラウドストレージプロバイダに細分
化された分散フォーマットで保存されます。重要なこととして、すべ
ての暗号化キーは、ユーザーのパーソナルデバイスとオフラインバッ
クアップシステムにのみ格納されます。クラウドには暗号化キーは格
納されません。
この暗号化されたファイル分散クラウドストレージ設計は、
データを正常にコピーして解読することができたとしても、クラウド
ストレージプロバイダに対する大規模な外部攻撃に対して受動的に対
応できます。ファイルの分散化は、正常にアップロードされたとして
も、ウイルスやマルウェアが実行されるのを防ぎます。内蔵ストレー
ジノードの冗長性は、クラウドプロバイダに対する運用上の障害や
DDoS 攻撃から免除されることを意味します。その結果、VAULT は 5
つの主要な脅威のうちの 3 つ（外部、ウイルス、および運用）に影響
を受け ない サイバーセキュリティの記憶形式になります。残る脅威
は、 SENTRY ブロックチェーンプラットフォームで対処されます。
つまり、個々のユーザーの不誠実な行動における監視です。
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SENTRY - 分散型ブロックチェーン監査

3.2

SENTRY は、 内部の脅威と監視または傍受の両方の脅威
に対してサイバーセキュリティの保護 を提供するユニークな強力
な方法です 。不変の性質を利用し、 すべてのユーザーアクセス、
ファイル共有、および通信イベントの永続的な監査可能レコード
を提供します。また、進化するサイバーセキュリティエコシステ
ムを構築し、顧客アダプション、オープンソース開発、エコシス
テム参加または暗号投資にインセンティブを提供します。
SENTRY のプライベートパーミッションブロックチェーンエ
ンジンは、ユーザーアクセスを監視し、すべてのファイル共有アクテ
ィビティを追跡するだけではありません。電子メールとチャットの暗
号化された通信を提供します。オフラインキーバックアップ、デジタ
ルリーク保護、脅威分析、データジオフェンシング、およびネットワ
ーク管理者のためのユーザー隔離を提供します。これは、企業レベル、
グループレベル、ユーザーレベルおよびファイルレベルのセキュリテ
ィ権限管理を提供します。最も重要なのは、業界全体のセキュリティ
ソリューションのためにサードパーティのソフトウェア製品に統合で
きるオープンソースのセキュリティとストレージプラットフォームを
提供することです。SENTRY ブロックチェーンネットワークを使用す
る独立した暗号化経済は、サードパーティの開発者やソフトウェアプ
ロバイダにインセンティブを与えて API とプラグインを構築するよう
に設計されています

製品のアプリケーションと機能の範囲を有機的に拡張します。また、顧客はプラットフォームをトライア
ルして暗号通貨を確保して、収益主導の通貨成長による長期的な大幅なコスト削減を実現するようインセ
ンティブを与えます。
SENTRY、VAULT ストレージプラットフォームと組み合わさった完全なハイブリッドブロック
チェーンを形成し オンラインデータに対する 5 つの主要なセキュリティ上の脅威に対して、効果的でコス
ト効率の高い保護を提供します。CRYPTYK ハイブリッドブロックチェーンプラットフォームは、 完全な
セキュリティとストレージ製品、インセンティヴにされたサイバーセキュリティコミュニティ、ウイルス
ネットワーク採用の暗号通貨経済であり、すべて 1 つの製品に含まれています。

ハイブリッドブロックチェーン技術の利点

3.3

完全な解決策
CRYPTYK プラットフォームは、クラウドストレージと、あらゆる外
部、内部、ウイルス、監視、および運用上の脅威に対する幅広いセキ
ュリティ保護を含む、最初の完全なエンタープライズクラスのセキュ
リティソリューションです。複雑で断片的なマルチベンダーのアプロ
ーチではなく、企業は 単一のベンダーからシンプルで完全なソリュ
ーションを 選択できるようになります 。
高い効果

ATTACK
SURFACE

ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン の み の フ ァ イ ル ス ト レ ー ジ （ Sia 、 Storj、
Filecoin など）をベースにした分散プラットフォームは、通常、
集中型ストレージシステムと比較して攻撃対象となる可能性のあ
る領域の 1％をハッカーに公開しています。しかし、ハイブリッ
ドブロックチェーンには 2 つの分散の環があり 、ブロックチェー
ン専用ネットワークの 1％未満のわずかな 攻撃面に 変換され、
これは従来の集中型ネットワークの 0.01％です。

効率的なコスト
この単一のベンダー、オールインワンのセキュリティーおよびストレージソリュ
ーションは、既存のパッチワーク、マルチベンダーのオプションに比べて劇的な
コストメリットをもたらします。CRYPTYK ソリューションは、通常、2-4 のク
ラウドベンダーの同等のマルチプロダクトソリューションの総コストの 50％未満
です。さらに、将来の製品購入のための暗号通貨資産を蓄積することにより、 企
業顧客 は Cryptyk デジタル経済の 通貨価値 を直接的に引き上げることができ、
時間の経過とともにコスト削減が促進されます。
低レイテンシー
すべてのブロックチェーン専用ファイルストレージプラットフォーム（ Sia 、
Filecoin、Storj など）の最大の欠点は、アクセスレイテンシが大きいことです。小
さなファイルのアップロードを開始するのに 30〜60 秒かかることは誰も望んでいま
せん。その結果、ブロックチェーンファイルストレージシステムは、ライブ編集や
リアルタイムエンタープライズアプリケーションには適していません。唯一の実際
の使用事例は、大規模なバッチファイルコンテンツの二次バックアップストレージ
です。対照的に、CRYPTYK ハイブリッド技術は 、従来のクラウドストレージレイ
テンシに匹敵する 200 ミリ秒未満のアクセスレイテンシを 示し 、リアルタイムアプ
リケーションを可能にします。

3.4

Cryptyk トークン（CTK）経済

CRYPTYK セキュリティエンジンは、Cryptyk トークン（CTK）暗号通貨の経済性を推進します。
プライベート許可ブロックチェーン設計は、内部および監視のセキュリティ上の脅威から保護するための、
効果的でコスト効率の高い方法です。さらに、分散型ブロックチェーンプラットフォームは、分散型マル
チクラウドストレージプラットフォームと完全に相乗効果があります。ファイルストレージとユーザーア
クセスセキュリティの 2 つの独立した分散環が、プラットフォーム全体の潜在的な攻撃面を劇的に削減し
ます。最終的に、ブロックチェーン元帳の不変性は、 ユーザーの確認、ファイルの追跡とセキュリティ
監査機能を提供し、これらは CTK トークンの主な使用例です 。この基本的なトークンユーティリティに
加えて、 ブロックチェーンセキュリティエンジンが駆動する CTK 関連の経済には、4 つの補助的な機能
と参加者のメリットがあります。
ネットワークの影響
金融、法律、銀行、会計、保険市場に 重点を置く Cryptyk は、当社の企業顧客基盤
とトークンセールス投資家の間に重大な重複があることを知っています。ターゲッ
トとする CTK トークンセールイベントと、ユーザー間のウイルスファイル共有を組
み合わせることで、3 つの強力なネットワーク成長効果を実現できます。これらの
ネットワーク効果は、（1）顧客の転換による投資家の採用、（2）投資家の転換に
よる顧客の採用、（3）顧客の顧客（すなわち個人消費者）の転換による顧客の採
用である。
コミュニティ開発
Cryptyk トークンセールは 、企業にインセンティブ を 提供するように 構成されて
いるので、 顧客の採用およびサードパーティの開発者の参加が含まれ ます。すべ
ての CTK トークンの 3 分の 1 が 作成されると、これらは非営利の Cryptyk
Foundation エンティティによって管理されます。この財団は、製品試用参加のため
に顧客に CTK を発行し、エンタープライズソフトウェアとの統合のためのプラグ
インを構築するオープンソース開発者向けにも提供される予定です。これにより、
すべての CTK 参加者にとって健全で、繁栄し、進化するコミュニティが確保され
ます。

7

製品開発
トークンセールイベントを通じて作成されたすべての CTK の 3 分の 1 は、プライベート
なプレセールラウンドとグローバルなパブリックセールラウンドを通じて参加した投資家
に発行されます。USD、Bitcoin、および Ethereum で調達された資金は、製品開発および
セールスのために Cryptyk Inc.によって使用されます。最小限の実行可能な製品（AWS で
ホストされます）を提供するには、少なくとも 300 万ドルの資金が必要です（最低限の募
金額）。CRYPTYK 製品の理想的なバージョン（内部でホストされるもの）を提供するに
は、最高 2500 万ドルの資金が必要となります。したがって 、 製品開発はそれ以上の資金
を必要としないため 、2 億 5000 万トークンで上限 を設けています。
長期的な価値
CTK トークンの基本的な有用性は、長期的な成長の主要因です。Cryptyk 社がエンタ
ープライズ顧客に販売するセキュリティとストレージサービスが増えるほど、CTK の
需要は供給量に比べて増加します。収益によって駆動されるユーティリティー・トー
クンは、通常、企業収益の市場感情を反映する有価証券よりも、より強力でより迅速
な成長の可能性を提供します。その結果、 CTK の価値は収益によって直接的に増加す
るので、 投機的な市場感情にかかわらず 、長期的な成長が見込まれ ます。

3.5

Cryptyk Foundation とグローバルコミュニティ

グローバルな Cryptyk コミュニティは、CTK のエコシステムと経済全体の重要な要素です。ブロ
ックチェーンテクノロジが広範に使用されているオープンソースプラットフォームに成長するには、顧客
と開発者の両方が暗号通貨を使用するように促す必要があります。このため、作成された CTK トークン
の 3 分の 1（または 250,000,000 CTK）は、非営利の Cryptyk Foundation によって管理され、CTK 経済に
参加するための顧客および開発者へのインセンティブ付与に使用されます。Cryptyk Foundation の主な機
能は、世界中の Cryptyk コミュニティを成長させ、CRYPTYK オープンソースプラットフォームを顧客と
開発者の両方に普及させるために定期的な会員イベントを開催することです。
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Cryptyk 社は米国本社をサンフランシスコに置いていますが、非営利の Cryptyk 財団は本社をオースト
ラリアのアデレードに置きます。この場所は、アデレードに起源を持つ創業チームの半分がパンパシフィック
出身である、という事実を反映しています。オーストラリアはまた、グローバルなコミュニティ基盤としてい
くつかのユニークなメリットを提供しています。ユーティリティ暗号通貨のための支持的な規制環境を提供し、
大きく、安定した、 透明な 金融サービスと銀行業界 を持ってい ます。オーストラリアには未開拓の可能性も
あります。 暗号通貨コミュニティが活発化しており、大企業の顧客を獲得するための重要なエリアがあります。
さらに、アジアとも近く、世界で最も急速に成長している企業セキュリティと暗号通貨市場への容易なアクセ
スを意味します。Cryptyk 財団は、2018 年末までに Zug（スイス）と New York（米国）にも事務所を持つ予定
で、これにより真にグローバルなコミュニティプレゼンスを開発する予定です。

Cryptyk Foundation の顧客メンバーは、CRYPTYK プラットフォームを試用するために無料の
CTK を提供されます。また、将来のセキュリティおよびストレージサービスの購入のために CTK を蓄積
するための追加の割引インセンティブも提供されます。Cryptyk Foundation の開発メンバーは、サードパ
ーティのエンタープライズソフトウェアプラットフォーム（Cryptyk Software Developers Kit を使用）と
の統合のための API とプラグインを開発するための魅力的なソフトウェア開発契約（CTK）を提供する予
定です。また、CRYPTYK プラットフォームと相乗的な新しい研究開発プロジェクトを開始するために、
CTK を使用します。結局のところ、 財団は 、 顧客と開発者のインセンティブを通じ、新しい CTK の経
済への放出率を管理する責任があり ます。その結果、財団は CTK 経済の流動性を管理することができま
す。これは、 日和見または投機的な投資家からの短期的なボラティリティを最小限に抑えるためです。

3.6

トークンユーティリティの経済的利点
実際の製品機能を持たないセキュリティベースの暗号通貨また

はデジタルトークンは、通常、株式ベースの資産クラス（会社株式と同

典型的な製品収益と企
業収益

様）として構成されています。パブリックな暗号取引所のセキュリティ
トークンの価値は、理想的には、企業の収益性または収益から決定され
る企業パフォーマンスの価値を反映すると考えられます。収益は、製品
収入から製品原価および営業経費を差し引いたものに等しい。しかし、
収益とトークン価格の間に直接の関係はないため、企業のアナウンスは
市場の感情に影響を与える必要があります。さらに、肯定的な収益は、

収益の開始
収入の開始

通常、製品収益の始まりから 9-18 ヶ月後に続くものであり、通常、収
益と同じくらい早く成長しません。最終的に、 有価証券は完全に 市場
の感情がいかに正確に企業収益を反映しているかに依存し ており、市
場操作の影響を受けやすい。したがって、 多くのセキュリティベース
の暗号通貨は、会社または規制当局によって管理されない変動の激しい
価格変動を示します。
対照的に、ユーティリティー・トークンの高い製品機能性は、価値の長期的な成長を促進する重要な要
素です。ユーティリティトークンを購入することは、会社の資本に投資するのではなく、商品や製品に投資す
ることと同じです。その結果、 ユーティリティトークンは、 企業の収益性や市場の感情ではなく 、製品の成功
に直接依存します。ユーティリティートークンの値は顧客の需要と取引量との関係に応じて、直接的にスケー
ルします。 この直接的な関係は、すべてのユーティリティトークン、商品、さらには多くのフィアット通貨で
固有の動作です。CRYPTYK プラットフォームの場合、顧客はセキュリティおよびストレージ製品を購入する
ことにより、CTK の需要と利用可能な供給を直接的に推し進めることができます。
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Cryptyk ビジネスモデルにとって重要なのは、すべての価格がフィアット通貨（例えば、米ドル、
ユーロ）は固定されているが、CTK では可変であることである。クラウドベンダー（すなわち、第三者ク
ラウドストレージプロバイダー）への決済はフィアット通貨で行われ、利益は CTK デジタル通貨で行わ
れます。顧客は USD で製品を購入することができ、現在の為替レートで CTK に変換され、自動的に
CTK 市場に需要をもたらします。また、顧客は、CTK を保管して、数年間のセキュリティおよびストレ
ージサービスの購入を進めることができます。製品収益による CTK の価値成長の予測モデルを考えると、
この顧客戦略は、CTK の 1 年間の事前購入のみで 5 年間のクラウドセキュリティとストレージサービスを
支払える可能性があります。非常に大規模な企業顧客の場合、この戦略はほとんど自己完結的な預言です。
それは CTK 市場に大きな需要をもたらし、CTK 価格を引き上げることで、大幅な購入削減につながりま
す。
市場の動向は、短期的な CTK 価格に影響を及ぼし、市場のボラティリティと価格の上昇は市場
全体の流動性に左右される。市場流動性は事実上、暗号通貨市場の取引所で価格の上昇または低下が自然
に起こる前に、購入または売却できるトークンの数を意味します。市場の流動性が高ければ高いほど、市
場のボラティリティは小さくなり、投資家の感情や操作に対する感受性は低下する。Cryptyk Foundation
は、顧客および開発者のメンバーにトークンをリリースすることで、市場の流動性を高めることができま
す。市場流動性に関わらず、短期的な市場情勢にかかわらず、企業顧客のネットワーク参加により、CTK
価値は長期的に増加するであろう。
CTK 経済は、商品の有用性と顧客参加が投機的市場効果よりも CTK 価値にとってより重要になるよう
に構成されています。したがって、CTK ユーティリティー・トークンへの投資は、より安定した長期的な成長、
より低い価格変動性、より迅速な投資回収率を提供します。これは、CRYPTYK プラットフォームの顧客と
CTK トークンセールイベントの参加者の両方に適用されます。当社の顧客は金融、銀行、法律、投資業界に重
点を置いているため、潜在的な顧客と投資家の間に大きな重複があります。これはウイルスのようなネットワ
ーク効果をもたらします。本当にコミットされたコミュニティを作成する最も良い方法は、お客様にとって投
資家になりたいと思えることです。

3.7

CTK ユーティリティの規制査定

CRYPTYK プラットフォームと CTK トークン経済の有用性に関する完全で詳細な法的評価は、有
資格の法律顧問によって実施されています。これには、さまざまな国際地域のユーティリティトークンま
たはセキュリティトークンとして分類される CTK トークンの完全な規制評価が含まれていました。この
査定の結果、CTK トークンセールの構造は 2 つの別個のセールスラウンド（プレセールとパブリックセー
ル）になりました。主要な国際的な管轄区域の査定について引き続き議論する予定です。

米国 - ユーティリティ（しかし、売却構造は SEC の Reg D 免除のセキュリティ要件を満たす）
セキュリティを評価するための一般的なガイドラインは、 Howey テストの 4 つの方策またはプロ
ングをすべて通過しなければならないということ です。これらの 4 つのプロングは、（1）参加者による
資金の投資、（2）共通の企業体系におけるもの、（3）他者の努力によってのみ得られた利益の自然な期
待を伴うもの、詳細な評価の後、CTK トークンは、Howey テストの 4 つの重要な点の少なくとも 1 つに
失敗する可能性があるため、セキュリティとしての分類に失敗した場合の強力なケースがあります。証券
取引委員会（SEC）が Howey テストガイドラインに従えば、CTK は米国内のユーティリティとして分類
されるようです。これは、トークンセールイベントが SEC の投資規制を満たす必要がないことを意味し
ます。残念なことに、SEC は、証券または公益事業のデジタルトークンと暗号通貨の評価について、まだ
明確な判決を出していない。
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Howey テストのために CTK がユーティリティとして分類される非常に強力なケースにもかかわ
らず、SEC がデジタルトークンの評価にこのテストを最終的に適用できないという最近の証拠が存在する。
重要なことに、Howey テストは、まだ米国の裁判所によってデジタル通貨またはブロックチェーントーク
ンに直接適用されていません。さらに、ドイツの Slock.it UG によって作成された DAO トークンと米国の
Munchee Inc.によって作成された MUN トークンの分析に関する最近の SEC 発表は、米国における今後の
SEC 規制評価についての不確実性を増しています。両方の場合において、SEC は、発行されたトークン
が有価証券であると判決しました。
CTK トークンは DAO または MUN トークン（または Bitcoin または Ethereum）よりもはるかに優
れていますが、米国の規制環境は依然として非常に不明です。Cryptyk Inc.は CTK トークンセールイベン
トを米国のユーティリティとして構築したくないと考えており、SEC が実際にセキュリティであると遡っ
て決める、ということを知るだけになる可能性がある。したがって、CTK トークンセールイベントは、米
国投資家のためのセキュリティとして構成されています。CTK は米国投資家にとって有価証券として評価
されますが、Cryptyk Inc.は証券法 D の規則 506（c）に基づく免除の対象となります。この免除とは、
Cryptyk Inc.が SEC に証券として登録する必要がないことを意味します。また、米国の認定された認定投
資家のみがプライベートセールスラウンドに参加でき、トークンを受け取るには 1 年間の保有期間がある
ことを意味します。米国以外の 投資家は、非認定投資家のパブリックセールスラウンドに参加すること
ができます。

カナダ - ユーティリティ（しかし、売却構造は SEC の Reg D 免除のセキュリティ要件を満たす）
カナダ証券管理者（CSA）は、セキュリティとしての暗号通貨の テスト が パシフィックコースト テ
ストの 下で評価されるという指針を最近発表した 。このテストは、Howey テストに似ています。セキュリテ
ィとして分類するための 4 つの条件の 1 つが満たされない場合、デジタルトークンはユーティリティとして分
類される可能性が高い。しかし、これまで CSA がこのテストを適用しても、トークンがユーティリティである
かセキュリティであるかを判断することはなかった。試験条件そして正確な CSA 評価は、当社の内部 Howey
評価と大きく異なる場合があります。したがって、同社は注意深い側で誤った判断を下さぬよう、CTK トーク
ンセールイベントをカナダの投資家のための免除されたセキュリティとして構成しました。米国の投資家と同
様 に 、 認 定 投 資 家 の み が プ レ セ ー ル ラ ウ ン ド に 参 加 す る こ と が で き ま す 。 カナダ人でなければ
投資家は、非認定投資家のパブリックセールスラウンドに参加することができます。

オーストラリア - ユーティリティー
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、有価証券の取り扱いを定義するために複数の投資分
類を行っています。有価証券は、ASIC によって、株式、デリバティブ、非現金決済（NCP）施設または
管理された投資スキームのいずれかとして定義される。CTK トークンの売却は、Cryptyk Inc.の所有権ま
たは持分を表すものではなく、議決権またはガバナンス権を付与するもの、またはその他の株式特有のも
のであるため、株式のオファーではありません。CTK トークンは、その値が Cryptyk ネットワーク内のト
ランザクションの性質と数に依存するため、また、Bitcoin または Ethereum トークンの価格を含む、基礎
となる機器または参照資産に直接依存しないため、デリバティブでもありません。CTK トークンは、非現
金支払いが受取人に行われないため、NCP 施設でもありません。最後に、トークンの売却は、投資家が
プールされた資金を提供するために集められていないため、責任ある事業体だけが管理するスキームに利
子を受け取るため、マネージド投資スキームとして定義することはできません。最終的には、ネットワー
クへの顧客の参加が CTK 価格に直接影響を及ぼすため、CTK トークンは ASIC によるセキュリティとし
て分類されません。したがって、CTK トークンは実用新案または商品として扱われる可能性が高く、豪州
の投資家は、公認投資家向けのプライベート・プレセール・ラウンドと非認定投資家向けのパブリックセ
ール・ラウンドの両方に参加することが許可されます。
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欧州連合、スイス、ロシア - ユーティリティー
スイスを中心とする欧州の規制当局は、ユーティリティベースの暗号通貨、ICO、トークンセー
ルイベントのための支援的な環境を開発しました。CTK は、欧州連合（EU）、スイス、ロシアのユーテ
ィリティトークンまたはコモディティ製品として定義される非常に強力なケースを持っています。その結
果、欧州連合、スイス、ロシアのすべての投資家は、公認投資家向けのプライベート・プレセール・ラウ
ンドと非公認投資家向けパブリックセール・ラウンドの両方に参加することができます。
シンガポール、香港、マカオ、アブダビ - ユーティリティ
シンガポール通貨金融当局（MAS）は、デジタル通貨のケーススタディに関するガイダンスを発
行しており、ユーティリティとして厳格に機能するトークンは、事前機能ユーティリティであっても、証
券先物法の要件を満たさない。香港、マカオ、アブダビなど、セキュリティトークンの定義に関する明確
なガイダンスを発行している他のアジア地域では、実用性のあるデジタルトークンが商品として定義され
ています。その結果、ほとんどのアジアの投資家は、CTK トークンセールイベントのプライベートプレ
セールラウンドとパブリックセールスラウンドの両方に参加することが許可されます。
中国とブラジル - 禁止
中国人民銀行（PBOC）は最近、仮想通貨取引が「承認されていない」違法行為であると発表し
た。この発表は事実上すべての ICO とトークンの販売において不確定な凍結である。また、ブラジルはす
ぐにトークンセール投資を禁止する可能性が高い。したがって、 中国とブラジルの市民と 住民は CTK ト
ークンセールイベントのいずれかのラウンドに参加することができず、投資家として禁止され ます。

規制当局と KYC / AML の要件
規制 D の規則 506（c）に基づく米国における免除された証券として、当社は、プライベートセー
ル・ラウンドの開始から 15 日以内に SEC への免除のためにフォーム D を提出する。Cryptyk はカリフォ
ルニア州とニューヨーク州の免除申請書の登録通知も提出する（必要な場合）。CTK トークンセールイベ
ントの最初のプライベートプレセールラウンドには、米国とカナダから事前に認定された認定投資家のみ
が参加できます。プライベートセールラウンドに参加するには、KYC およびアンチマネーロンダリング
（AML）のガイドラインに基づく身元証明の事前確認が必要です。米国とカナダの市民および居住者は、
認定状況を確認する必要があります。米国とカナダの市民または住民は、公認されていない投資家のため
のセールに参加することはできません。
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4. Cryptyk ビジネスモデル
4.1

製品スイートと顧客採用

Cryptyk 社は、大企業、中小企業（SMB）、さらには個人の一般消費者向けの完全なエンタープ
ライズクラスのクラウドセキュリティとストレージソリューションとして CRYPTYK プラットフォームを
構築しています。この完全な市場アプローチは、SaaS（Software-as-a-Service）提供として提供される、
顧客の種類ごとに VAULT および SENTRY 製品バンドルの 3 つの異なるバージョンを必要とします。

基本的な「 Lite 」バージョンは、すべてのユーザーが無料で使用でき、1GB の安全なクラウドストレ
ージが含まれています。この無料の VAULT ストレージアカウントは、外部、ウイルス、および運用上の脅威に
対する受動的に対応します。VAULT ユーザーがファイルを共有している個人も、無料の 1GB VAULT アカウン
トを受け取ります。ユーザー は、SENTRY ブロックチェーンセキュリティプラットフォームを含む 有料の
「 Pro 」バージョンへのアップグレードと VAULT 上の 500GB のストレージ へのアップグレードを選択できま
す 。このプロダクトバンドルは、ファイルレベルのアクセス許可、API の統合、暗号化された電子メールやチ
ャットなどの高度なセキュリティ機能を備えています。Pro パッケージの料金はユーザあたり月間 15 ドルほど
で、プロのユーザーと SMB のユーザーは最大 100 人が最適でしょう。
すべての製品の中で最も重要なの は、VAULT と SENTRY PLUS の製品バンドル の完全 版 「 エンタ
ープライズ」 バージョンです（月額約 30 ドル）。これには、ファイルトラッキング、デジタル漏洩防止、ジ
オフェンシング、シャドーデータ分析、リモートワイプ、ユーザー隔離などの次世代セキュリティ機能が含ま
れます。このプラットフォームは、内部および監視のセキュリティ上の脅威から保護し、企業ユーザーあたり
最大 1TB の VAULT クラウドストレージを含みます。エンタープライズ市場は主に市場の焦点であり、エンタ
ープライズ顧客の獲得はマーケティングチームとセールスチームの唯一の目標になります。個人および中堅・
中小企業顧客の獲得は、顧客と機密ファイルを共有する企業を介して有機的に行われます。CRYPTYK プラッ
トフォームは、財務、法務、会計、保険業界の理想的なエンタープライズ市場をターゲットにすることで、企
業 と 顧 客 の フ ァ イ ル 共 有 を 通 じ て 、 SMB や 個 人 に よ る 採 用 を 迅 速 に 推 し 進 め ま す 。
顧客を獲得することは、顧客の顧客を獲得することも意味します 。
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4.2

Go-to-Market 戦略と顧客採用

CRYPTYK プラットフォームは、ほぼすべてのグロー
バル業界の大企業で使用するための安全なファイルストレージ
および共有ソリューションとして理想的です。しかし、私たち
の主な市場は、大量の機密ユーザー情報を保存する必要があり、
また法規制の遵守上の厳しい要件を満たす業界に焦点を当てて
います。潜在的な投資家との重複が大きい業種を、当社のトー
クンセール・イベントでターゲットにしたいと考えています。
これにより、CTK トークンセールが市場浸透の初期段階とし
て機能するようになります。したがって、Cryptyk は 具体的に
金融サービス、銀行、投資、法律、保険業界の企業を対象と
しています 。これらのセキュリティに重大 業界はサイバーセ
キュリティ保護のために CRYPTYK プラットフォームを採用
しています。
CTK トークンセールイベントは、金融、法律、会計およ
び保険業界のための最初の市場浸透ツールとして機能します。し
かし、これは関心のある参加者と CTK 経済における支持的な信者
の創設コミュニティを形成するだけです。当社の製品試験段階に
参加者を直接作成したり、投資家を長期的な企業顧客に変えたり
することはありません。Cryptyk Foundation は、CTK 参加者の初
期コミュニティを拡大し、それらを顧客に変換する責任を負いま
す。この目標を達成するための鍵は、定期的なコミュニティイベ
ントの組織化と、製品試験段階に参加するための魅力的な財政的
インセンティブの提供、そして最終的な製品リリースの購入です。

Cryptyk は、地域開発の促進と顧客の採用拡大に重点
を置いた社内マーケティングチームとセールスチームを築きま
すが、主要なグローバル IT サービスプロバイダーとの大規模
OEM 販売チャネルも活用します 。クリッピング 金融サービ
スや銀行業界向けの世界最大の IT サービスプロバイダーとの
詳細なパートナーシップ交渉をすでに行っています 。
CRYPTYK の OEM 版を提供することにより 主要 IT プロバイ
ダーが既存の金融サービス製品スイートに追加するためのプラ
ットフォームである Cryptyk は、OEM パートナーのグローバ
ル販売チャネルに即座にアクセスします。
ターゲットとする企業顧客を獲得すると、自動的にお客様
の顧客が無料のネットワークユーザー（個人消費者）に変わること
になります。当社のモデリングでは、これらの無料ユーザーの 2％
までが 1 年間で有料のプロフェッショナル版のプラットフォーム
にアップグレードすることを前提としています。たとえば、1000
人の従業員と 100,000 人の顧客を持つ企業顧客を獲得する場合、
最初の 1 年後に最大 2,000 人の追加の有料ユーザーを取得すると想
定しています。
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4.3

競争分析

CRYPTYK ハイブリッドブロックチェーンプラットフォームは、2 つの異なる分散型ネットワー
クの最高の機能を組み合わせて、大企業で使用されるリアルタイムのクラウドベースアプリケーションの
セキュリティ、コスト、およびパフォーマンスの要件を満たす幅広い製品機能を提供します。さらに、
CRYTPYK プラットフォームは、個々の消費者の価格要求を満たす製品バージョンを提供します。

クラウドストレージの集中型エンタープライズクラスのサイバーセキュリティソリューションと比較し
て、通常攻撃面の 90％を排除することで、私たちのプラットフォームはハッカーにさらされる潜在的攻撃面の
99.99％を排除できます。CRYPTYK は、同等の従来型ソリューション（Amazon、Netskope など）である 2-3
ベンダーと比較して、単一ベンダーで完全なセキュリティとストレージソリューションを提供します。これは
50-60％という劇的なコスト削減につながり、エンタープライズクラスのサイバーセキュリティソリューション
を中小企業や個人消費者にとっても手ごろなものにします。Pro 版の CRYPTYK 製品バンドルは、SMB やコン
シューマにとって同等の価格のクラウドストレージ製品よりも、サイバーセキュリティの保護機能を発揮しま
す。消費者の潜在的な利点にかかわらず、 CRYPTYK は、当社の主要ターゲット市場向けの最初の完全なセキ
ュリティおよびストレージソリューションです。 膨大な機密データを保存する 大企業のための組織 です。

CRYPTYK ハイブリッドプラットフォームに組み込まれた 2 つのリングは、分散型ブロックチェ
ーンのみのファイルストレージシステム（Sia、Storj、Filecoin など）と比較して、外部ハッカーにさらさ
れる潜在的な攻撃面を 100 倍排除することができます。ブロックチェーンのみのプラットフォームでは、
エンタープライズクラスのサイバーセキュリティソリューションの要件である社内および監視の脅威に対
する保護機能も提供されていません。したがって、内部脅威が通常存在しない消費者市場を非常にターゲ
ットにしています。最も重要なのは、ブロックチェーンのアクセスレイテンシは、CRYPTYK プラットフ
ォームのアクセスレイテンシが低い（すなわち、200 ミリ秒程度）と比較して、通常 20〜60 秒にも達し
ます。ブロックチェーンのみのファイルストレージプラットフォームの非常に長い待ち時間は、データバ
ックアップサービスとして大きなバッチファイルコンテンツをアップロードするアプリケーションを制限
します。したがって、ファイル編集や共同作業アプリケーションなど、企業が必要とするリアルタイムの
クラウドアプリケーションには、ブロックチェーンのみのプラットフォームを使用することはできません。
最終的にはブロックチェーンのみのファイルストレージプラットフォームは 企業の市場空間で競争する
ことはできません。
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4.4

製品ロードマップ

CRYPYTK プロジェクトは、システム設計、プロトタイプ開発、セキュリティ分析、顧客テスト
においてすでに 2 年以上を費やしています。CRYPTYK ハイブリッドブロックチェーンプラットフォーム
の最終的なテクノロジ設計を最適化するためには、実験的なプロトタイプテストと顧客フィードバック分
析が重要でした（関連 Cryptyk テクノロジホワイトペーパーのドキュメントを参照）。2018 年 2 月 8 日
に開始された CTK トークンセールは、CRYPTYK テクノロジを完全に機能する製品スイート、コミュニ
ティエコシステム、サイバーセキュリティの経済に拡大するためのものです。
Cryptyk 独自の内部サーバーエンジンでホストされている理想的な SaaS 製品スイートの提供は、
開発、試用、およびリリースするまでに約 1 年かかっています。製品開発のスケジュールには、（1）
2018 年第 2 四半期のブロックチェーン設計の完成、（2）第 2019 年第 1 四半期までの最終製品の構築と
顧客試験の実施、および（3）企業顧客への最終製品の提供は 2019 年第 2 四半期になります。積極的なキ
ャッシュフローを達成するための製品開発、販売および営業費用は、2,500 万ドルを超えるとは考えられ
ません。したがって、トークンセールイベントには 2 億 5 千万 CTK が供出されます。これは、さまざま
なボーナス取引の相対的な取り込みに応じて、最大 2500 万ドルから 2,800 万ドルの間の最大引き上げ額
に換算されます。
最小限の実行可能な製品（AWS でホストされます）を提供するには、少なくとも 300 万ドルの資
金が必要です（最低限の募金額）。したがって、CTK トークンセールの最低投資額は 300 万ドルに設定
されています。この額が達成されない場合、プロジェクトはキャンセルされ、すべての金銭は投資家に払
い戻されます。最低 300 万ドルの募金額が達成されたと仮定すると、投資家プールに残っている未売却の
CTK トークンは、経済の透明性を確保するために売却イベント後に破棄されます。製品ロードマップの概
要を以下に示し、今後の製品ロードマップの詳細を次のページに示します。
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Q4 2017

Q1 2018

Q2 2018

Q3 2018

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019

設計
ロードマップ概要
プロトタイプ分析
お客様の声
ユーザー要件
製品の特徴
VAULT の仕様
SENTRY の仕様
ブロックチェーンデザイン

開発
VAULT エンジンビルド
SENTRY エンジンビルド
プラットフォーム統合
プラットフォームの最適化
トライアルフェーズ分析

UI と顧客エクスペリエンス
ワイヤフレーム設計
スタイルテンプレートデザイン
UI デザイン/ UX フロー
UI / UX ビルド
顧客トライアル
最終製品リリース
製品マーケティング
製品販売

HR と QA
CPO の雇用
主な開発者の雇用
プラットフォームテスト/デバッグ
セキュリティ監査
QA システムレビュー
QA システム承認

4.5

ブロックチェーン設計の実装
プロトタイプのプラットフォームは Ethereum ERC-20 プロトコルと統合されていますが、最終製品は

より新しい、より優れたブロックチェーンプロトコルの上に構築されます。CRYPTYK ハイブリッドプラット
フォームにブロックチェーンを実装するための多くの潜在的な第三者のオプションがあります。ブロックチェ
ーンにおける、許可されたブロックチェーン空間への自然進化は、民生用アプリケーションのプライベートブ
ロックチェーンの拡張と相まって、この領域が急速な変化を経験していることを意味します。最終ブロックチ
ェーンコンセンサス設計の実装には、少なくとも 5 つの主な候補が存在します。しかし、これは今後 6 ヶ月に
わたって大幅に変化する可能性があります。したがって、2018 年 6 月まで最終的な設計の決定は行われません。
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財務予測

4.6

四半期売上高と利益予想
財務モデルは、検証されたビジネスモデルの仮定、予測される価格構成、顧客採用パラメータ、および上
記の製品開発スケジュールに基づいて実施されています。Cryptyk Inc の四半期売上高および利益の財務予
測が計算されています。
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CTK の価格予測
Cryptyk の製品およびサービスの市場需要に支えられて、予測される CTK の価格上昇は、3 つの市況につ
いて計算されています。予測は、20％の市場流動性と投資家需要対供給比 1.33,1.00、および 0.67 を想定
しています。
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5. Cryptyk チームとミッション
5.1

Cryptyk ストーリー

2015 年中頃、Cryptyk の CEO、Adam Weigold は、安全な Bitcoin ウォレットを設計する方法を調
査していました。彼は Bitcoin のようなデジタルオンライン通貨がオンラインで安全に保存できないとい
うのは皮肉なことだ。非常に便利なオンラインデジタル財布はセキュリティに関して非常に脆弱です。ハ
ッカーが犠牲者のデジタルウォレットファイルの秘密鍵アドレスを特定すると、そのウォレットに含まれ
るすべての資金にアクセスできます。その結果、最も重要なデジタル通貨は、一般にコールドストレージ
と呼ばれるもの（通常は USB ドライブ）にオフラインで格納されます。Adam は、2 つの追加の暗号化レ
イヤーを持つ分散クラウド形式を使用して、分散部分にデジタル通貨秘密鍵を格納するという考え方を思
いつきました。彼はこの安全なクラウドストレージ技術を「ハッキング安全な」ストレージとし、これが
VAULT ストレージプラットフォームの背後にある最初のコンセプトになりました。
Adam は長年の同僚と、シリコンバレー全体で多くの投資家とのコンタクトを持つ Indra Singhal 氏の
Cryptyk COO とアイデアについて話し合いました。Indra は、投資の大手セコイアキャピタルとシリコンバレー
バンクとのミーティングを行い、この技術の実行可能性について議論しました。世界クラスのサイバーセキュ
リティ専門家が尋ねられなければならない技術であり、ホワイトハットのハッカーRaghu Kotha（シリコンバ
レー銀行で以前はセキュリティを管理していた）の推奨をうける必要があると提案しました。Raghu 氏の名前
がテクニカルレビューアとして提供されたとき、Indra 氏はすぐに Bell Labs で一緒に仕事をして以来、Raghu
を長年にわたって知っていたことを伝えました。セレンディピティは、このプロジェクトに笑顔を浮かべてい
ました。
Raghu は技術コンセプトを見直し、Adam にさらに分析するよう呼びかけました。Raghu 氏は、
この技術は、大規模な外部攻撃の影響を受けない真に安全な「ハッキング」ストレージ形式として組み込
むことができることに同意しました。また、デジタル通貨ウォレットだけでなく、あらゆる種類のファイ
ル形式に適用できることを指摘しました。同氏は、エンタープライズ市場にとって巨大な可能性を秘めた
超安全なファイル保存形式になると信じていました。しかし、Raghu には Adam にとって大きな注意が必
要でした。同氏は、アイデアをエンタープライズクラスの製品に変えることは非常に大きく複雑なプロジ
ェクトになり、彼のために設計するための世界クラスのソフトウェア開発者が必要だと彼に語った。そし
て、Raghu は彼の典型的な謙虚なやり方で、彼自身がそのような製品を設計する理想的な候補者になると
述べた。Adam はすぐに同意し、CTO の立場を提示し、パートナーシップが生まれました。両社は 2015
年末に同社を共同設立し、CRYPTYK プロジェクトが本格的に始まりました。同社の本来の使命に関する
声明は、それが形成された日のように今日も真実です。Cryptyk の究極の使命は、 ハッキングからの利益
とクラウドからのリスク両面にわたるものです 。

Cryptyk 共同設立者 Adam Weigold と Raghu Kotha
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5.2

経営陣と取締役

Cryptyk の管理チームと取締役会は過去 2 年間に有機的に進化しました。創業者とエンジェル投資
家は約 50 万ドルの資金を調達していますが、マネジメントチームのすべてのメンバーがプロジェクトに
現金をいくらか寄付しています。さらに、すべてのチームメンバーは、「スウェット・エクイティ」のた
めに働いていますが、上級管理職チームにはまだフルタイムの給与は支払っていません。チームとボード
全体にとって、Cryptyk プロジェクトは真に愛するものになっています。このチームには、クラウドセキ
ュリティとストレージ業界に革命を起こす Cryptyk を支援することに全力を尽くしている、世界クラスの
技術革新者と経験豊富なビジネスマネージャーが含まれています。

Dr. Adam Weigold
CEO & Chairman

Raghu Kotha
CTO

Indra Singhal
COO & Director

量子物理学者、
テックスタートアップ
のベテラン、
スタートアップ 6、IPO
1、

ホワイトハットハッカ
ー、
サイバーセキュリティ
エキスパート、
ブロックチェーンデザ
イナー、

2 つの公的買収

元 SVB、ベル研究所

シリコン
バレーディレクター/
COO
ベンチャーキャピタリ
スト、
スタートアップメンタ
ー

Luke Lombe
CMO

Dr. Daniel Floreani
コミュニティ開発

Mihkel Trink
プラットフォーム開発

バス。開発/マーケティ
ング、

コンピュータ科学者、

ネットワークアーキテ
クト、

戦略コンサルタント、
PR /イベントマネージ
ャ、
2 つの TEDx トーク

研究員、
エンタープライズアー
キテクト、
元シスコ

システム管理者、
ソフトウェア開発者、
元エリクソン
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Dennis McMasters
チーフアーキテクト

オートメーションエキ
スパート、
プラットフォームアー
キテクト、
自動化
NYSE

Jen Peng
投資家＆ディレクター

法律家、
CorpFin の専門家、前
者
エグゼクティブディレ
クター
モルガンスタンレー
法律家、

5.3

顧問および投資家

Jae Kim
ICO エキスパート/プ
ロモーター

Robert Bender
Fintech スペシャ
リスト

Michael Kapilkov
クリプト・スト
ラテジスト

ICO 戦略的
マーケティングアドバ
イザー、
プロモータ、韓国
ICO ルミナリー

金融セキュリティ

暗号通貨
エキスパート＆ストラ
テジスト、

Ian Scarffe
ブロックチェーン/ ICO
専門家

Dr. Sead Muftic

Bitcoin ブロックチェー
ン
ICO スペシャリスト。
定格
トップ 10 ブロックチ
ェーン
ICOBench のエキスパ
ート

5.4

専門家、CTO
創設者連邦
信用組合

ブロックチェーン技術者

Bradley Rotter
サイバー/クリプトエバン
ジェリスト

ヘッジファンドパイオ
ニア、
サイバーセキュリティ
の専門家
ブロックチェーンと
暗号通貨

Chris Guidroz
サイバーUX スペシャ
リスト

Prof. Erich Weigold, A.M
財団の議長＆投資家

コンピュータ科学者、
ブロックチェーンの
CEO

飛躍ラボの創始者

世界的に有名

サイバーセキュリティ

量子物理学者、

情報交換

UX スペシャリストと

フンボルト賞、

セキュリティ（BIX）

製品開発者

ライルメダル、AM

Cryptyk 財団ボード

Cryptyk 財団は、オーストラリアのアデレードに本社を置き、最高経営責任者（CEO）としてダ
ニエル・フロレーラニ博士が管理します。ダニエル氏は、国際社会の関わりが高まっており、エリック・
ウェイゴールド教授、アダム・ウェイゴールド博士、ラグ・コータ博士を含む財団の理事会に報告してい
ます。大規模な研究機関を管理し、政府の任命されたボードに座っている Erich の著名なキャリアは、理
事会の理想的な委員長です。戦略的顧客パートナーおよびソフトウェア開発パートナーの見解を示すため
に、2018 年に 2 名の役員が任命される予定です。Cryptyk Inc のように、Cryptyk 財団は投資家と地域社
会の参加者に年間報酬を公表します。
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6. CTK トークンセールイベント
トークンセールの仕組みとスケジュール

6.1

CTK トークンセールイベントは、7 億 5 千万の CTK トークンを作成
2 億 5,000 万ドルのこれらのトークンが 2 段階で投資家に提供される
（すなわち、プライベート・プレセールおよびパブリック・セー
ル・ラウンド）。
Cryptyk のチームメンバーとエンジェル投資家のために、2 億 5000
万のトークンが予約されます
（それぞれ 4 年および 2 年の権利確定期間を有する）。
残りの 2 億 5,000 万のトークンは、Cryptyk
顧客および開発者パートナーへの配布のための基盤です。
Cryptyk 財団プールは新しい開発に支払いを充てるために使用される
プロジェクト、将来のイベント、トークンセール費用、ボーナス、
販売促進のための顧問/パートナー。トークンの価格は
プレセールス投資家の場合は 10 セント、パブリックセール投資家
の場合は 12.5 セントです。
トークンセールス アドバイザー/パートナ
ー

CTK トークンセール構造

CTK トークンの総数：

750,000,000

Bonuses
Costs

投資家 CTK プール：

4%

4%
Foundation
Events
7%

250,000,000

Cryptyk Inc.株主 CTK プール 250,000,000
Customer
Partners
30%
New
Projects
25%

Cryptyk Foundation CTK プール：
管理権利確定期間：

250,000,000

4年

アドバイザー/パートナー権利確定期間：
Developer
Partners
30%

売却前の権利確定期間：

1年

2年

アメリカ/カナダ

パブリックセールベスト期間：

なし

71 日間のプレセールオープン：

2018 年 2 月 8 日

CRYPTYK 財団プール
31 日間のパブリックセールオープン： 2018 年 5 月 1 日
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プライベートセールラウンド（米国/カナダ人は認定済みの身分証明書を取得する必要が
あります）

6.2

プライベートセールラウンドは認定された大規模な投資家が利用できます。米国とカナダでは、
投資家は VerifyInvestor と OnFido によって正式に検証された KYC と投資家の認定ステータスを持つ必要
があります。米国では、認定された投資家とみなされるためには、少なくとも純資産が必要です 過去 1 年
間の住居の価値を除いた$ 1,000,000、または過去 2 年間に毎年最低$ 200,000 の収入があり、今年も同じ
金額を期待されます。「認定投資家」という用語は、米国証券取引委員会（SEC）の規則 D の規則 501
に定義されています。CTK トークンセールが規則 D の規則 506（c）に基づく証券免除資格を得るために
は、認定投資家は 1 年間の保有期間中にトークンを売却することができないようにする必要があります。
したがって、ERC-20 標準トークンのスマート契約書に記載されている売却前投資家の権利確定期間は 1
年間となります。 KYC の確認は登録手続きの一部ですが、米国またはカナダ国外の居住者のための確認
要件または権利確定期間が含まれます。中国とブラジルの市民と居住者は、プライベートセールラウンド
に参加することはできません。
販売開始前の日付

2018 年 2 月 8 日木曜日 （午後 5 時（米国時間同日午後/午後 12 時、米国東部標
準時間午前 9 時）

セールスラウンドの期間

71 日

プレセール終了日

2018 年 4 月 20 日 （UTC / 12pm 米国東部/午後 4 時米国 PST）

販売可能なトークン
CTK トークンの購入価格

最大 10,000,000（ソフトキャップ - 売れ残りトークンはパブリックセールに移行）
それぞれ 0.10 ドル（パブリックセール価格の 20％割引）

最低購入金額

100,000 CTK（US $ 10,000 / 1.2 BTC / 15 ETH）

大量購入のボーナス

購入数量の 20％〜40％のボーナス> $ 100k、$ 250k、$ 500k、$ 1mil

初期投資家ボーナス期間

ラウンドの最初の 8 日間に購入した場合、10％のボーナスが利用可能

10％ボーナス期間終了

2018 年 2 月 16 日金曜日 （午前 12 時/東部標準時午後 7 時/午後 4 時 PST）

権利確定期間

米国とカナダのみ 1 年間/その他の国は権利確定期間なし

CTK トークン標準

ERC - 20

CTK ウォレット転送日

2018 年 6 月 30 日までに（スマートコントラクトの発行トークンは 1 年後）

CTK ウォレット

Ambisafe（www.ambisafe.co）によって開発された Cryptyk ウェブウォレット
CTK は、Orderbook exchange（www.orderbook.io）に最初にリストされます。

最初の取引所リスト
KYC /投資家の検証

米国/カナダの投資家は、トークンセールに参加する前に、認定された完全な
Know-Your-Customer ベリフィケーションとして事前に確認されている必要が
あります。

投資家事前検証開始

2018 年 1 月 18 日木曜日

KYC 検証方法

OnFido（www.onfido.com）が運営しているお客様確認

投資家の検証方法

米国/カナダの居住者のみが必要とする VerifyInvestor（verifyinvestor.com）の
認定検証

トークン購入の方法

フィアットペイメント（米ドル）、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）

禁止国

中国とブラジルの居住者は、CTK トークンセールのプライベートセールラウ
ンドに参加することはできません。
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6.3

パブリックセールスラウンド（米国/カナダ以外のすべての投資家向け）

パブリックセールスラウンドは、米国とカナダ以外のすべての投資家が利用できます。オープン
なパブリックセールスラウンドに参加するには、ノウザ・カスタマ（KYC）の確認と認定の確認は必要あ
りません。パブリックセールで購入したトークンの権利確定期間はなく、投資家が CTK ウォレットを発
行するとすぐに取引所で取引することができます。米国、 アメリカ、カナダ、中国、ブラジルの市民お
よび居住者は、パブリックセールラウンドに参加することはできません。
パブリックセール開始日

2018 年 5 月 1 日 （オーストラリア時間午前 9 時/午後 7 時）

パブリックラウンド期間

31 日

終了日
販売可能なトークン

2018 年 6 月 1 日金曜日 （午後 11 時（UTC /午後 9 時、オーストラリア東部
標準時翌日）
150,000,000（未販売のトークンを加えます）

CTK トークンの購入価格

それぞれ 0.125 ドル

最低購入金額

4000 CTK（または US $ 500 / 0.05 BTC / 1 ETH）

B 大量購入のボーナス

15％〜25％のボーナスは$ 10k、$ 20k、$ 30k の購入で利用可能

初期投資家ボーナス期間

権利確定期間

ラウンドの最初の 4 日間に購入した場合、追加の 10％のボーナストークン。
追加の 5％ボーナストークンは、ラウンドの 5 - 11 日に購入したときのボー
ナスになります
2018 年 5 月 4 日金曜日 （午後 11 時（UTC /午後 9 時、オーストラリア東部
標準時）
2018 年 5 月 11 日金曜日 （午後 11 時（UTC /午後 9 時、オース
トラリア東部標準時翌日）
なし

CTK トークン標準

ERC - 20

CTK ウォレット転送日

2018 年 6 月 30 日まで（スマートコントラクトの発行トークンはすぐに）

CTK ウォレット

Ambisafe のウェブウォレット（www.ambisafe.co）

最初の取引所リスト

CTK は、Orderbook exchange（www.orderbook.io）に最初にリストされます。

KYC /投資家の検証

適用しません

トークン購入の方法

フィアットペイメント（USD）、Bitcoin（BTC）、Ethereum（ETH）、
または Shapeshift を介した支払い

禁止国：

米国、カナダ、中国、ブラジルの居住者は CTK トークンセールのパブ
リックラウンドに参加することはできません

10％ボーナス期間終了
5％ボーナス期間終了

6.4

コーポレート・ガバナンスおよび公告に関する方針
Cryptyk Inc.の取締役は、2015 年の設立以来、9 回の四半期の取締役会を開催しています。取締役会は

引き続き定期的な四半期毎の会合を開催し、2019 年第 1 四半期から全投資家および CTK トークン保有者の年
次報告書を発行する。Cryptyk 財団の取締役は、2019 年第 1 四半期から四半期の取締役会を開催し、地域会員
のための年次報告書を発行する予定です。Cryptyk 社と Cryptyk Foundation は、時々、企業業績、顧客獲得、
開発パートナーシップ、市場状況および投資家にとって興味深いその他の情報に関連する公表をリリースする
予定です。CTK トークンセールのすべての投資家には、年次報告書、公表およびプレスリリースが電子メール
で送られます。すべての発表は www.cryptyk.com に掲載されます。
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6.5

資金の使用とビジネスリスク軽減

資金の使用
Cryptyk トークンセールを通じて生成された資金は、製品開発、事業開発、市場および販売活動に使用されます。
資本経費の一部が必要とされる一方で、給与、レンタル、広告、契約サービスなど、ほとんどの経費は本質的
に運用可能です。セールの成功に応じて、資金は合計 300 万ドルから 2500 万ドルの範囲になります。計画さ
れている資金の使用は、最大 2500 万ドルの場合、以下のように細分化することができます（小額の募集額の場
合、同じ相対的比率で分配される）。

•
アプリケーション/ストレージサーバ、従業員用コンピュータおよび家具を含む資本コスト（300
万ドル）
•
AWS または内部ホスティングを使用した VAULT 製品の開発$ 300 万ドル）
•
AWS または内部ホスティングを使用した SENTRY 製品の開発（700 万ドル）
•
VAULT + SENTRY 製品のマーケティングとブランディング（ 400 万ドル）
•
ビジネス開発と戦略的パートナーシップ（400 万ドル）
•
グローバルエンタープライズセールスチャネル開発（400 万ドル）
ビジネスリスク軽減
Cryptyk は、CTK トークンセールの前、中、後に多数のビジネスリスク軽減戦略を実施しています。これ
は、業界標準の品質保証およびコーポレートガバナンスの手順が、Cryptyk プラットフォームの導入と運
用、および CTK デジタル通貨の取引中に遵守されることを保証するためです。これらのリスク軽減戦略
には、特に以下が含まれます。

すべての Cryptyk Web サイト、製品プラットフォーム、デジタル通貨ウォレット、
Web ウォレットインターフェイスへの従業員の MFA セキュアアクセスを含むサイバーセキ
ュリティ手順。

ビジネスのためのすべての業務手順、デジタル資産および重要な債務の監査統制、
品質保証、セキュリティ監査、および追跡可能な報告


複数の冗長資産を使用したビジネス継続性と災害復旧戦略とテスト済みの緊急運用手順



企業の負債に対する自己資本比率の過剰活用を許さない財務ガバナンスルール


公表されたユーザー契約、法的開示、販売条件、企業のプライバシーポリシーなどの顧客
保護の開示

よく知られている Know-Your-Customer（KYC）および投資家/ユーザー検証ポリシーを含
む反マネーロンダリング（AML）および詐欺防止ポリシーの実施

複数の FDC を含む資産管理ポリシーでは、米国銀行口座と、複数の場所にあるオフライ
ンウォレットのデジタル通貨の複数の冗長コピー（すべてのデジタルウォレットの 1 つのコピ
ーを銀行セキュリティボックスに格納することを含む）

法的管轄のための事業の主要な場所と正確な郵送先住所の開示、ならびにすべての顧客およ
び投資家が製品またはサービスに関する苦情を提出できること


SEC は、CTK トークンがユーティリティトークン（またはトレード可能な暗号通貨）では
なく、代わりにセキュリティトークンとして分類されることを SEC が規定している場合に、免
除されたセキュリティステータスに必要なすべての州および連邦申告要件を提出します。
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7. 重要な投資家情報
7.1

CTK トークンセールの利用規約
米国ネバダ州に設立された Cryptyk Inc.の Cryptyk トークン（以下「CTK」といいます）のお客様（以下、

「お客様」または「購入者」）は、以下の利用規約（以下「本規約」） "）。お客様および当社のそれぞれは、本契
約の「締約者」であり、併せて「締約グループ」です。このビジネスホワイトペーパー文書は、有価証券または株式
への投資勧誘ではなく、いかなる管轄の証券の提供にも関係しません。それにもかかわらず、本規約は、特定の管轄
地域における証券として CTK の予想される規制上の評価を組み込んでいます。このセクションでは、CTK トークン
セールの完全な条件について説明します。

これらの条項に同意しない場合は、CTK を購入しないでください。会社から CTK を購入すること
により、お客様はこれらの条項およびリファレンスによって組み込まれたいかなる条項にも従うことにな
ります。これらの条項に関する質問がある場合は、INFO@CRYPTYK.COM から会社に連絡してください。
CTK トークンを購入することにより、法律で認められている範囲で、当社およびその過去、現在、
将来の従業員、役員、取締役、請負業者、コンサルタント、株主、サプライヤー、ベンダー、サービスプ
ロバイダー（以下「Cryptyk チーム」といいます）は、本契約に関連して発生した、または本契約に関連
して発生したいかなる損害、特別な、偶発的な、または結果的損害に対して責任を負うものではありませ
ん。下記の条件に関連する損失を含む CTK の売却も同様です。
暗号トークンとブロックチェーンを扱う専門家でない場合は、CTK を購入しないでください。 CTK を
購入する前に、下に記載されている条項を慎重に検討し、必要な限り、適切な訴訟担当者、会計士、納税者ま
たは財務専門家にご相談ください。下記の条件のいずれかがあなたに受け入れられない場合は、CTK を購入し
ないでください。
CTK の購入は、ETHEREUM トークンを含む暗号通貨トークン、およびブロックチェーンの使用法および使用法に
著しい影響を及ぼし、その理解を深める個人、法人または企業のみが行うべきである。購買担当者は、他の法人税制と関連
した保管および輸送メカニズムの機能上の理解を深める必要があります。セール中に CTK の購買者を助けるなどの目的でも、
会社は BTC、ETH、または CTK の紛失には責任を負わないものとします。このような経験や専門知識がない場合は、CTK
を購入したり、CTK の販売に参加したりしてはいけません。 CTK セールに参加することは、この条項に記載されている要
件を満たしていることを確認することになります。

購買者は購入することに同意し、次の条項に従って CTK トークンを販売することに同意します。
（1）CTK トークンセール条件
あなたは、中国の市民または居住者、またはブラジル連邦共和国の市民または居住者である場合は、セー
ル中に CTK トークンを取得することはできません。
あなたは、市民、居住者（納税者またはその他の者）、アメリカ合衆国のグリーンカード保有者、カナダの市
民または居住者であれば、パブリックセールラウンド中に CTK トークンを取得することはできません。中国、
またはブラジル連邦共和国の市民または居住者も禁止されています。
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CTK トークンを購入する場合、次の条件を受け入れることによってのみ行うことができます：

当社および Cryptyk Inc.チームのいずれも、CTK がお客様にとって適切な投資であるかどう
かに関するアドバイスをお客様に提供していません。

Bitcoin や Ether などの暗号化トークンに関連する機能、使用方法、ストレージ、伝送メカニ
ズム、複雑さ、およびブロックチェーンベースのソフトウェアシステムを十分に理解しているこ
と。

お客様は、お客様および他の関連する管轄区域において CTK を受領し、使用することが法的に許可さ
れています。


CTK の購入を受け入れて CTK を割り当てるために必要なすべての情報、ドキュメンテーシ
ョンまたはコピー文書を当社に提供します。

あなたは、不正確または誤解を招く CTK などの取得に関する情報を当社に提供していない。

法律上、規制上および契約上の義務（マネーロンダリング防止義務を含むがこれに限定され
ない）を遂行するために合理的に必要となる可能性のある追加情報を当社に提供する。

お客様から当社に提供された情報に変更が生じた場合、速やかに当社に通知します。

あなたは法的に CTK を取得するのに十分な年齢（個人の場合）であり、あなたが CTK を取
得することを妨げるその他の法的理由を認識していません。

次のセクション（ANNEX - Investor Risks）に記載されているものを含むがこれらに限定さ
れない CTK の受領および保有に関連するいかなる制限およびリスクについても、あなたは責任を
負う。

CTK を取得することによって、規制当局の規制当局によって解釈される可能性があるため、
規制投資は行っていません。

あなたは違法な目的のために CTK を入手したり使用したりしておらず、違法な目的で CTK を使
用しません。

あなたは、集団訴訟または CTK の売却に関与する任意のエンティティまたは個人に対する
クラス全体の仲裁に参加するためにあなたが持っているかも知れない、あるいは今後獲得する権
利を放棄します。

CTK の取得には、既存または将来の公的または私的な会社、法人、または管轄区内の他の法人におけ
る株式、所有権または同等のものの購入または受領は含まれません。

CTK または CRYPTYK プラットフォームの将来の成功に関して、明示または黙示の保証は一切行いま
せん。


CTK が作成され、「現状のまま」および「開発中」の基準で CTK を取得することを承諾し
ます。したがって、当社が誠意を持って行動した場合、お客様は、タイトル、商品性または特定
の目的への適合性を含むがこれに限定されない CTK に関連していかなる保証も提供することなく
CTK を提供していることを承諾します。

お客様は、（i）CTK の取得、配分、使用または所有権、（ii）CTK の価値の潜在的な上昇または減価
償却額、もしあれば、 CTK の購入。および/または（iv）CTK に関連するその他の行為または取引に税務上
の影響があること。


（2） CTK トークンセールの概要
CTK は、www.cryptyk.io で提供されているビジネスホワイトペーパー（以下「BWP」）および技術ホワイトペ
ーパー（以下「TWP」）に定義されている CRYPTYK プラットフォーム（「製品」）の適切な運用と包括的な
利用に必要な情報として、購入者が CTK トークンを取得した日現在のウェブサイト（以下「ウェブサイト」と
いう）を参考にしてください。CTK の販売後、CTK の価値は、ホワイトペーパーに記載されているように、顧
客による CTK トークンの購入と原資産の供給に依存しています。これらの条件に矛盾しない限り、CTK に関連
する権利は、BWP およびホワイトペーパーに記載されている制限の対象となりますが、いかなる場合において
も、本利用規約に含まれるものに加えて、当社に対する義務は生じません。当社は、唯一の裁量で、かかる選
択された原資産が、当社または CTK に財務、規制または法的観点から悪影響を与える可能性があると考えた場
合、原資産の選択に使用されるアルゴリズムを迂回する権利を留保します。当社は、そのような原資産を事業
目的で再構築する権利を有する。
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投資家に発行される CTK の最大合計額は 250,000,000（およそ US $ 25,000,000 に相当）です。CTK トークンは、
CTK トークンセール構造に従って作成され、販売終了後 30 日以内に購入者に発行されます。CTK の販売が終了した
後、CTK の総供給量は固定されます。CTK の販売終了後も CTK は発行されません。CTK トークンの販売後の CTK
の所有権は、当社、株主資本または知的財産に関する明示的または黙示的な権利を有しない。CTK の購入は払い戻し
できません。

予想される CTK トークンの分布は次のとおりです。




33.3％トークンセール参加者（1 年間の事前購入権付与（米国/カナダのみ）/公開権なし）
33.3％Cryptyk Inc.チーム（4 年/ 2 年の権利確定スケジュール付）
33.3％Cryptyk Foundation（CTK プールの 80％は 1 年間、CTK プールは 20％の権利確定なし）



（3） CTK 購入価格
CTK トークンセールの購入者には、米ドルと引き換えに CTK トークンが割り当てられます。

Bitcoin（BTC）または Ethereum（ETH）を以下のレートで使用します。

プライベートセールラウンド中に CTK トークンにつき 0.10 ドル（すなわち、それぞれ 10
セント）

パブリックセールラウンド中に CTK トークンにつき 0.125 ドル（すなわち、それぞれ 12.5
セント）
米国ドルと ETH の為替レートは、ETH を CTK レートに動的に設定するために使用されます。米国ドルと BTC の為
替レートは、BTC を CTK レートに動的に設定するために使用されます。その結果、CTK 販売期間中に、CTK トーク
ンを購入する価格は、米ドル単位で設定されます。トークンセールは Shapeshift の暗号化資産変換プラットフォーム
と互換性があり、複数の他の暗号化通信（shapeshift.io）からの支払いを可能にします。
購入者は、当社から購入した CTK を受け取るために、ERC-20 トークン標準をサポートする Ethereum ウォレットを
所有している必要があります。当社は、この目的のために、CTK トークンのすべての購入者に無料のマルチ Sig Web
Wallet（「CTK Web Wallet」）を発行します。ERC-20 スマート契約は、権利確定スケジュールに従ってトークンに
権利を与える。

（4）CTK トークンセールのタイミング
認定投資家のための CTK 先行販売の投資ラウンドのみ 2018 年 2 月 8 日 木曜日 、（午後 5 時 UTC /午後 12 時 EST /
午前 9 時 PST）に開始します。 CTK 先行販売のラウンドは、43 暦日のあいだ実行され、3 月 23 日金曜日(12am
UTC / 7pm EST / 4pm PST)もしくはキャップに到達した時点で終了します。非公認の投資家のための CTK パブリッ
クセールの投資ラウンドは、3 月 28 日水曜日 (9am UTC / 7pm Australian EST)から開始される予定です。CTK パブリ
ックセールラウンドは 22 暦日のあいだ実行され、4 月 28 日(11pm UTC / 9am Australian EST next day)もしくはハー
ドキャップに達した時点で終了します。当社は、ウェブサイトの利用不可能性や予期せぬセキュリティまたは手続き
上の問題を含む何らかの理由により、販売日を変更したり、プレセールのソフトキャップを変更したり、販売期間を
延長する権利を留保します。
プレセールラウンドの最初の 3 週間後、一般に公開されている CTK トークンの総数、および参加している暗号通貨間
のすべての CTK トークンの分布を見ることができます。当社は、www.cryptyk.io のウェブサイトで、販売された
CTK トークンの数とその金額を米ドルで定期的に更新します。

（5）CTK トークンセール後
購入者は、当社または Cryptyk 財団のガバナンスに対する影響を期待するべきではありません。成功した
CTK の販売が完了すると、各 CTK トークンを裏付けるデジタル資産が透過的に購入されます。
当社は、各 CTK トークンを裏付けるデジタル資産の存在に関する公式で定期的な監査をお客様に提供します。この監
査では、CTK をバックアップするデジタル資産が受信され、取得されたことを追跡して確認できます。監査結果への
アクセスは、CTK 購入領収書を構成するものではなく、購入された CTK トークンに対する所有権を有していること
を何らかの形で示している。
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CTK ウェブウォレットとスマート契約が発行されてから 1 年後に、プライベートセールスラウンド（すなわち、1 年
間の権利確定期間）で購入された CTK トークンは、Orderbook Exchange（www.orderbook.io）で販売することがで
きます。パブリックセールスラウンドで購入された CTK トークン（すなわち、権利確定期間なし）は、Web ウォレ
ットとスマート契約が購入者に発行されるとすぐに、Orderbook Exchange（www.orderbook.io）で販売することがで
きます。CTK ウェブウォレットとスマートコントラクトがすべての購入者に発行された後、当社は CTK トークンを
世界中の複数の他の暗号通貨交換に迅速に掲載するための合理的な努力を行う予定です。

購入者は、CTK トークンの販売完了後に CTK を販売する前に、そのような CTK の購入者が CTK トーク
ンセールの購入者であるかのように、これらの条件のすべての条項を遵守することを保証するものとしま
す。
（6）当社は CTK 販売中に CTK を購入しません
当社は、CTK の販売中にその株主もその株主も CTK を購入しないことを保証する。当社はさらに、CTK
の販売期間中に、その株主も第三者から CTK を購入しないことを保証する。
（7）CTK の購入はすべて最終的です
CTK のすべての購入は最終的です。 CTK の購入は非払い戻し可能です。 CTK を購入することにより、購入者は、会
社またはその経営陣、アフィリエイト、取締役のいずれもが何らかの理由で払い戻しを行うことを要求していないこ
とを認識しています。
会社が単独の判断で、CTK を所属する個人または団体が、会社および/または CTK に対して、物質的規制またはその
他の法的リスクまたは不都合な影響を引き起こすと判断した場合、会社は、（A）そのようなものからすべての CTK
を購入する権利 CTK 所有者が既存の市場価格で売買し、かつ（B）その会社のすべての法人所得を売却する。

（8）トークンセールに関連する CTK と課税
購入者は、BTC、ETH または CTK の価値の潜在的な償却または減価償却を伴う CTK の購入が購入者の自
宅管轄区域内の購入者にとって税務上の意味を有するかどうかを判断する唯一の責任を負います。CTK を
購入することにより、法律で許可されている範囲で、購入者は、CTK の購入に関連した、またはそれに起
因する税金債務について、当社、その関連会社、株主、取締役、または顧問のいずれも保有しないことに
同意する。
（9）プライバシー
購入者は、当社から電子メールで連絡を受けることができます。そのような電子メールは情報提供のみに
なります。当社は購入者か ら電子メール で情報を要求しません。詳 細については 、ウェブサイト
www.cryptyk.io/privacy/のプライバシーポリシーを参照してください。
（10）不可抗力
Cryptyk Inc チーム、取締役、経営陣および顧問は、次の原因による単独の遂行の失敗について責任を負いませ
ん。

避けられない犠牲

資材の納入の遅延、通信や公益事業などのサービスの停止

禁輸、ストロークまたは賃金の停止

政府命令または民間または軍事当局の行為

共通のキャリアによる行動

緊急事態（天候を含む）

使用された技術に起因するセキュリティ問題

ハッカーや悪い俳優によるウイルス、ランサムや標的攻撃から生じるセキュリティ問題

神の行為、テロ行為、核戦争の脅威
パフォーマンスを商業的に信憑性のないものにするような予期せぬ事態を引き起こす可能性があります。
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不可抗力の事態が発生した場合、他者の実行不能により損害を受けた当事者は、不可抗力の状況の期間中、
その全部または一部を停止することを選択することができます。不可抗力の事態を経験した当事者は、被
害者への不可抗力の影響を最小限に抑えるために、被害者を合理的な方法で協力し、援助しなければなら
ない。
（11）保証の免責
購入者は、購入者が購入者の唯一の危険にさらされて CTK を購入していること、および CTK が「現状あるが
まま」で提供されていることを明示的に表明していますが、これに限定されるものではなく、明示または黙示
特定目的への適合性（法律に基づき禁止されている場合を除き、第一世代または最短期間から 30 日間のショー
ターに所要の法的保証期間がある場合を除きます）。これを限定するものではなく、CRYPTYK チームは、
CTK を購入するためのプロセスが中断されず、エラーフリーであることを保証していません。
（12）制限事項責任の免除
購入者は、適用法により許される限りにおいて、ここに記載された責任の免責は、（i）CTK またはその使用を使用すること、
または使用不能に関連して発生したすべての損害または傷害に適用されることを認識し、 （ii）CRYPTYK INC。チーム、取
締役および顧問は、保証違反、契約違反または不法行為（過失を含む）の嫌がらせおよび無関係な行為を含む、いかなる裁
判管轄においてもいかなる種類の訴訟、 CRYPTYK INC。チームは、使用、使用不能、または購入から生じたいかなる損害
についても、利益、利益またはデータの損失を含む、間接的、偶発的、偶発的、派生的または派生的損害について責任を負
うものではありません。または CTK との関係で実施されたスマート契約との交渉から生じた購入不能、CTK、または使用不
能。購入者は、CRYPTYK INC。チームが CTK の他の購入者を含む第三者の行為に対して責任を負わず、購入者と CTK の
所有者との完全な責任を負うことを特に承諾します。適用法上許容される限り、CRYPTYK INC。チームは、購入者が CTK
を購入するために購入した購入金額を超える場合は、購入者に責任を負わないものとします。一部の管轄区域では、特定の
損害賠償の除外または特定の種類の損害に対する責任の制限または排除を認めていません。そのため、上記の制限事項の一
部および本条項に記載された制限は、購入者に適用されない場合があります。特に、本契約条項のいかなるものも、
CRYPTYK INC。チームの有害なミスコープまたは不正に起因する購入者の義務または傷害を免除するものではありません。

（13）完全合意
本規約は、CTK トークンの購入および販売に関して、購入者と当社との間の完全な理解を規定しています。販
売および購入に関連する事実については、購入者は購入決定を決定する際に本規約にのみ頼ることに同意し、
本規約が CTK の販売を支配し、第三者または Cryptyk によって行われた CTK トークンの販売についての公式
声明 Inc. CTK トークンセール中および過去および現在のいずれかの Cryptyk Inc.チームに関連するチームまた
は個人。
（14）分離可能性
購入者と当社は、本条件の一部が違法または執行不能であると認められる場合、そのような管轄に関しては、そのよ
うな無効または執行不可能性の決定の範囲においてのみ、有効性または執行可能性を、他の方法または管轄において
も、本契約の残りの条項に影響を与えることなく、引き続き有効にするものとします。
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（15）放棄なし
当社が本利用規約の条項または本契約に基づく権利を行使できなかったことを、購入者が厳格に要求または執行しな
かった場合は、当社がその権利を主張または棄権する権利を放棄するものと解釈してはならない。本規約の条項、要
件の当社による明示的放棄は、その条項、条件または要件を遵守する将来の義務の放棄を構成するものではありませ
ん。CRYPTYK INC。チームによる表明、声明、同意、権利放棄、その他の行為または省略は、本規約の変更とみな
されるものでも、法的拘束力を有するものでもありません。

（16）利用規約の更新
当社は、改訂された条件をウェブサイトに掲示することにより、随時、条件の一部を変更、追加、または
削除する権利を、独自の判断で行うものとします。購入者は CTK を購入することにより、変更を受け入
れたものとみなされます。本規約は、販売後に購入者と当社の明示的な同意を得ない限り、他の方法で修
正することはできません。
（17）法的権限との協力
当社は、関係する管轄区域の法律によって完全に支持され、文書化されていれば、すべての法執行機関の
照会、召喚状、または要請に協力する。
（18）補償
適用法によって認められている限り、Cryptyk チーム（経営陣、取締役、投資家および顧問を含む）は、
すべての請求、要求、訴訟、損害、損失、費用および経費（弁護士を含む）から賠償、 （i）お客様の
CTK 購入または使用;および（ii）本規約に基づくあなたの責任または義務。 （iii）本規約の違反。または
（iv）他の人物または団体の権利の侵害。
当社は、本条第 18 項に基づく免責の対象となるすべての申し立てについて、自費で防御する唯一の権利
を留保します。この補償は、お客様と当社との間の書面による合意書に記載されているその他の補償に加
えて、それに代わるものではありません。
（19）セキュリティ
お客様は、必要な秘密鍵またはそのような保管メカニズムにアクセスするのに必要なその他の資格情報を
含め、当社から購入した CTK を受け取って保持するために使用する Web ウォレット、ボールトまたはそ
の他のストレージメカニズムを確保するための合理的な措置を実施する責任があります。 。秘密鍵やその
他のアクセス資格情報が失われた場合、トークンにアクセスできなくなる可能性があります。当社は、ア
クセスクレデンシャルの喪失に関連する損失、費用または経費について一切責任を負いません。
（20）言語
現在、Cryptyk Inc または Cryptyk Foundation からのコミュニケーションの英語版のみが公式とみなされ
ています。翻訳の相違がある場合は、英語版が優先されます。
（21）準拠法
本規約、それらに含まれる仲裁条項、および本規約に関連していかなる形で生じたものであっても、すべ
ての非契約上の義務は、米国連邦法およびネバダ州法に準拠し、解釈され、適用されます。
（22）仲裁
本利用規約、または本規約により確立された法的関係（それらの存在、有効性または終了に関する質問を含む）から
生じた紛争または相違（以下、「紛争」といいます。
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最終的にはネバダ州法に基づく米国での仲裁により解決されます。この条項は、当事者が法廷に異議申立
または訴訟を起こす権利を放棄するものではなく、または他の司法機関に委譲することができます。仲裁
人の数は 3 人とする。仲裁の席は、米国ネバダ州カーソンシティでなければならない。仲裁の言語は英語
とする。
本規約に起因するまたは関連する紛争は、お客様および当社にとって個人的なものであり、個人仲裁のみ
によって解決され、クラス仲裁、集団訴訟またはその他の代表的な手続として召集されることはありませ
ん。個人が別の個人または個人のグループの代表者として紛争を解決しようとする階級仲裁または仲裁は
ありません。さらに、紛争は、仲裁の範囲内であろうとなかろうと、他の個人または個人のグループを代
表して、授業または他のタイプの代表的行動として提出することはできません。
（23）詳細情報
CTK トークンの販売に関する詳細については、info@cryptyk.com までお問い合わせいただくか、ウェブ
サイト www.cryptyk.io/faq/の Frequently Asked Questions（FAQ）をご覧ください。

添付資料：CTK 購入リスク
CTK を購入、所有、使用することにより、お客様は以下のリスクを明示的に認識し、負うものとします。
（1）秘密鍵の損失、保管上のエラーまたは購入者のエラーによる CTK へのアクセスのリスク
デジタルウォレットまたはボールトに格納された CTK を制御および廃棄するには、秘密鍵または秘密鍵の組み合わせ
が必要です。したがって、デジタルウォレットまたは CTK を格納する格納域に関連する必要な秘密鍵が失われると、
そのような CTK が失われます。さらに、使用しているホステッドウォレットサービスのログイン資格情報にアクセス
するなど、秘密鍵にアクセスできる第三者は、CTK を不正使用する可能性があります。このようなデジタルウォレッ
トまたはボールトを適切に保守または使用できなかったことを含め、CTK を受け取って保管するために選択したデジ
タルウォレットまたはボールトに起因するエラーまたは機能不全は、CTK を紛失する可能性があります。さらに、
Ambisafe Web Wallet 製品を使用してトークンを購入および受信するための手順を正確に遵守しなかった場合（例え
ば、受信 CTK に間違ったアドレスを提供した場合、ERC-20 以外のアドレスを提供した場合など）トークンが失われ
る可能性があります。

（2）Ethereum プロトコルに関連するリスク
CTK と CRYPTYK のため。 Ethereum ERC-20 プロトコルに基づいているため、Ethereum プロトコルの誤動作、故
障または放棄は、プラットフォームまたは CTK に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、暗号化の進歩、
または量子コンピューティングの開発などの技術的進歩は、Ethereum プロトコルを支える暗号コンセンサスメカニ
ズムを無効にすることによって、CTK とプラットフォームにリスクをもたらす可能性があります。

（3）マイニング攻撃のリスク
Ethereum および類似のプロトコルに基づく他の分散型暗号トークンと同様に、CTK は Ethereum ブロックチェーン
上の CTK トランザクションの検証中にマイナーによる攻撃を受けやすく、二重使用攻撃、大部分の鉱業攻撃、および
利己的な鉱業攻撃。成功した攻撃は、CTK へのリスクをもたらします。これには、CTK トランザクションの正確な実
行と記録が含まれますが、これに限定されません。Cryptyk プラットフォームは、プラットフォームが適切に機能す
るためにはマイナーに十分な報酬を与えないというリスクも存在します。

（4）ハッキングのリスクとセキュリティの弱点
ハッカーやその他の悪意のあるグループや組織は、マルウェア攻撃、サービス拒否攻撃、コンセンサスベ
ースの攻撃、Sybil 攻撃、スマーピング、フィッシング、なりすましなど、さまざまな方法でプラットフ
ォームや CTK に干渉しようとする可能性があります。さらに、プラットフォームがオープンソースソフ
トウェアに基づいているため、第三者または当社チームのメンバーが意図的または意図せずにプラットフ
ォームのコアインフラストラクチャに弱点を導入し、CRYPTYK プラットフォームに悪影響を及ぼす可能
性があります。
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（5）CTK の市場に関連するリスク
CTK トークンのセカンダリ取引が第三者の暗号通貨交換によって円滑に行われる場合、そのような取引は比較的新し
いものであり、監督上の監督がほとんどまたはまったくないため、詐欺または操作の影響を受けやすくなります。さ
らに、第三者が外部交換価値を CTK に帰属させる程度（例えば、デジタル通貨または現金通貨建て）には、その価値
は非常に変動する可能性があり、市場流動性の影響を受ける可能性があります。

（6）未払損失のリスク
他のいくつかの金融機関の銀行口座や口座とは異なり、CTK は、保険に加入するために民間保険を特別に
取得しない限り、無保険です。したがって、失効または失効した場合には、公的保険会社または個人保険
が会社によって手配されておらず、あなたに訴訟を起こすことはありません。
（7）不確実な規制および執行措置に関連するリスク
多くの管轄区域では、CTK と分散型帳簿技術の規制状況が不明確であるか不安定である。規制機関が CRYPTYK プラ
ットフォームや CTK トークンなど、そのような技術とそのアプリケーションに関する既存の規制をどのように適用す
るかを予測することは困難です。CRYPTYK プラットフォームや CTK を含む、分散元帳技術とそのアプリケーション
に影響を及ぼす法律や規制の変更を法律や規制機関がどのように実施するかを予測することは同様に困難です。規制
措置は、CTK の購入、販売、配送が違法行為を構成するか、CTK がそれらの登録またはライセンスを必要とする規制
されたセキュリティであるという決定を含む、例示のみを目的として、プラットフォームおよび CTK に様々な形で悪
影響を与える可能性があります有価証券、またはそれらの購入、販売および納品に関与する当事者の一部または全部
を含む。当社は、規制措置や法律や規制の変更により、当該管轄区域で業務を行うことが違法になる場合、または当
該管轄区域で必要な規制当局の承認を得ることが商業的に望ましくない場合、地域の管轄区域で業務を停止すること
があります。同社はまた、企業の業績を傷つけるような行為をする可能性のある、政府規制当局との関連で罰金また
は罰金に遭う可能性があります。

（8）課税上のリスク
CTK の税務特性は不確実です。源泉徴収税、所得税、キャピタルゲイン税、税務申告の要件を含む、あな
たに課税上の悪影響をもたらす可能性のある CTK の購入に関連して、独自の税務アドバイスを求める必
要があります。
（9）競合するプラットフォームのリスク
プラットフォームの基礎となる同じオープンソースコードとプロトコルを利用する代替プラットフォームを構
築し、CRYPTYK プラットフォームに実質的に類似したサービスを促進する可能性があります。
（10）ガバナンスの権利不足によるリスク
CTY は CRYPTYK プラットフォームまたは当社に関するいかなる種類のガバナンス権または株主議決権
も付与しないため、プラットフォームまたは当社自身の製品またはサービスに関するすべての決定は、当
社独自の裁量により行われます。これらの決定は、サービスを取得するためのユーティリティを含む、所
有する CTK のプラットフォームおよびユーティリティに悪影響を与える可能性があります。
（11）規制上のリスク
当社は、2018 年 2 月 8 日に開始したトークンセールから 15 日以内に、米国証券取引委員会（SEC）に免除されたセ
キュリティステータスを提出する予定です。また、必要に応じて、カリフォルニア州とニューヨーク州で免除申請書
の提出を予定しています。SEC または州規制当局は、当社またはそのトークンセールの提供をまだ評価しておらず、
同社の提供に免除されたセキュリティステータスを付与しないリスクも存在する。これにより、当社の業績に悪影響
を及ぼす可能性のある罰金が科せられる可能性があります。

（12）予期しないリスク
CTK のような暗号化トークンは、未知の新しい技術です。本規約の附属書 A に含まれるリスクに加えて、
予期せぬリスクを含む、CTK の購入、所有、使用に関連する他のリスクがあります。かかるリスクは、本
契約の本附属書 A に記載されている予期しない変動またはリスクの組み合わせとしてさらに顕在化する可
能性がある。
（13）その他の情報
詳細は、www.cryptyk.io/faq/のオンラインよくある質問（FAQ）セクションをご覧ください。
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7.2

免責事項

将来の見通しに関する記述
本書に記載されている特定の情報（以下「ビジネスホワイトペーパー」）には、関連する有価証券法
（以下、総称して「将来の見通しに関する記述」といいます）に基づく「将来見通しの財務情報」および「財
務見通し）。歴史的事実の記述を除いて、ここに含まれる情報は、将来の見通しに関する記述を構成するもの
であり、（i）Cryptyk Inc.（以下「当社」）、Cryptyk Foundation および CTK のトークン価値; （ii）CTK トー
クンの売却による売却の完了と使用（ⅲ）当社の事業、製品、プロジェクトおよび合弁事業の予想される発展;
（iv） 将来の M＆A 活動および世界的成長を含めた当社のビジョンおよび成長戦略の実行。 （ⅴ）当社プロジ
ェクトの第三者資金調達源および入手可能性（vi）現在進行中、開発中または検討中の当社プロジェクトの完了。
（vi）当社の現在の顧客、サプライヤー、パートナーおよびその他の重要な契約の更新。 （vii）将来の流動性、
運転資本、および資本要件。将来の見通しに関する記述は、潜在的な投資家が経営陣の信念や意見を将来につ
いて理解する機会を与えるために提供され、CTK トークンへの投資を評価する際の一つの要素としてそのよう
な考え方や意見を使用する可能性があります。

このビジネスホワイトペーパーに含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証する
ものではなく、過度の信頼を置くべきではありません。このような将来の見通しに関する記述には、実際
の業績および将来の業績が将来の業績または業績予想とは異なる可能性がある、未知のリスクおよび不確
実性が必然的に伴います。
ビジネスホワイトペーパーに含まれる将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣および取締役
が合理的な仮定であると判断したものに基づいていますが、実際の結果および将来の事象は、そのような
記述で予想されるものと大きく異なる。関連する証券法が要求する場合を除き、状況や経営陣の見積りや
意見が変更されるべきである場合、当社は将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。この
ビジネスホワイトペーパーの潜在的購入者、投資家および読者は、将来の見通しに関する記述に過度の信
頼を置かないように注意する。
規制声明
当社は、セールスラウンドの開始から 15 日以内に、規則 D の規則 506（c）に基づき米国内で免
除された証券として SEC に提出する。当社はまた、カリフォルニア州とニューヨーク州の SEC 免除申請
書（投資家が必要とする場合）の通知を提出することがあります。（ii）投資家または購入者は、購入後
少なくとも 1 年間、CTK トークンを販売してはならない。（iii）米国免除されたセキュリティ要件を満た
すためには、米国とカナダの投資家はパブリックセールに参加できません。これらの条件は、KYC /認定
検証プロセス、ジオフェンシング、および米国/カナダの住民向けのプレセールラウンドでの 1 年間の権
利確定によって実施されます。パブリック販売ラウンドへのアクセスは地理的に隔離されており、米国、
カナダ、中国またはブラジルからのアクセスを禁止しています。中国およびブラジルからの投資家は、プ
レセールおよびパブリックセールの両方へのアクセスが禁止されます。当社は、主要な国際的な管轄区域
について、CTK トークンユーティリティの詳細な規制査定を行っている（第 3.7 節 CTK ユーティリティ
の規制査定参照）。しかし、暗号化通信、初期コイン提供、トークンセールに関する国際的な規制や法律
は、多くの地域で急速に進化しています。当社は、特定の地域または国において、（セキュリティとして
の分類とは対照的に）ユーティリティー・トークンとしての分類の規制評価を満たす義務を負いません。
特定の地域から法律投資家が参加することを禁止する行為を行う規制査定が行われた場合、当社はその地
域からの購入を禁止するための合理的な努力を行う。また、ICO やトークンセールのイベントに参加でき
ない国からの市民や居住者からの購入を払い戻すことがあります。
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