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伝統的な投資市場は、数多くの欠点を示しています：サポー
ト及び資金提供問題、高い手数料、低い収益、データホス
テージ、投資ファンドについての顧客の困惑、金融オプショ
ン不足、その他多数です。
こういった問題すべてのために、クライアント・顧客は不満
を募らせたままの状態に置かれ、他の選択肢を探そうとする
可能性があります。
金融界の新たな革命は、急を要し且つ必要なものなのです。
それ故にGOLDGATEが誕生しました、そしてそれは、激動す
る環境下で、賢明なる投資家の皆様が収入の安定性を求める
ために手に入れることのできるシンプルかつ効果的な金融ソ
リューションを実現するひときわ顕著なものです。
.

GOLDGATEは、金融界で
最高の新しい世界を開き

ます

要約
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我々自身につ
いて

GOLDGATE（BGG）は、Ethereumエコシス

テムで信用と評判の上に築き上げられる
融資貸付プラットホームを創り出すこと

を目指しています。

4
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GOLDGATE（BGG）は、Ethereumエコシステムで信用と評判

の上に築き上げられる融資貸付プラットホームを創り出す
ことを目指しています。

安全は、我々の分散するプラットホームの中の最優先事項
です。我々は、他の開発者が途切れなく且つ心配無く加わ
れる一般に好評なEthereum ブロックチェーン技術を活用し
ます。

暗号がこれからの5～10年で考えられ、そして認められる

方向でポジティブな変化を起こすために、現在及び将来に
おいて暗号通貨の中心的な傾向を再定義することに、
GOLDGATE（BGG）は貢献します。

展望
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近年では、より多くのICOsが、自身の対応する製品立ち上げで
公表されました。ブロックチェーン産業全体に渡り、ICO及び
MLM狂乱があるように思われます。
本物の真正な製品及び思慮深く実行されたICOsがありますが、

脆弱なセットアップのため多数の不都合・損害が起こりました。
そして、それは、彼らの融資資本の業績において殆ど成功しま
せん、例えば以下の通り：

• プレ投資家に対して支払いを行う最新投資家の資本金を
使用して、融資経営戦略がないこと

• 弱いテクノロジー：大部分のICOサイトは、データ及び帯
域幅保護に関して重大な課題に 直面してきています。投
資家のデータ及び資本金を盗むために攻撃（ddos）があ

りました。そしてそれによって、金融及び投資機会に大
きな損傷と損失を被ることになります。

• . ウェブサイトはゆっくり起動実行され、時には完全に中
断させられることがあります。投資家 がもはやアクセス
することができないとき、それは非常に危険な状態です。

• 弱いサポート・システム：サポート要請からのフィード
バックは、時間内に或いは十分にされていません。

GOLDGATE誕生の背景

それで、何故、GOLDGATEはこの時期に誕生するのでしょう
か？ 損失の危険性に対処可能でないならば、投資は不合理で
あると誰でも理解できます。
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GOLDGATEは野心的なプロジェクトです。現在のICOs、MLMsと比
較して、GOLDGATEは大きな強みがあり、公平な競争の場・条件
をつくるのに役に立ちます：

• GOLDGATEには、本当の利益を得るために取引ロボットを使用

しており、システムが滑らか且つ効果的に機能すること保証
する重要な保護計画があります。トークン所有者は、
GOLDGATEの投資実行に基づく利子支払いを受けます、そして

その支払条件については、以下のページでさらに深く説明さ
れています。

• 強い技術的な保護：技術的問題は、資本及びユーザーをどん
な攻撃からでも保護する 最優先事項です。GOLDGATE
は、自信をもってこれらの問題を解決することができます。

• 即座のサポート：どんな要求でも、熱心なサポートとともに
回答を受領します。

• 透明性のある投資機会：トークンの貸付は、ICO期間の最初の
日に始まります。

• GOLDGATE内部の交換は、外部交換の前にすぐに来ています。
（Poloniex、Hitbtc、 Coinexchange、Korbit、Coincheckで）。

• 公の秩序及び公益：投資家は「闇市場」無しで投資できるよ
う、公式ルートを提供されます。

• 購入したトークンからの最高18%の高額所得で条件の良い報
奨金プログラム。

• 強い国際的なコミュニティ：投資家及びサポーターは、世界
中に渡る多数の国出身です。

GOLDGATEは他のICOsと
違います
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GOLDGATEプラットホームは何か？

GOLDGATE Platformは、変動する環境において、大きな収入安

定性を求めるために賢明なる投資家が集まる場所である金融

界の新たな革命です。

GOLDGATEは自己管理金融システムです。ブロックチェーン技

術に基づくP2P業務で、GOLDGATEは取引のためにBTCを受け入

れます。その名の通り、GOLDGATEは、複数の投資機会を暗号

通貨コミュニティに提供しているゴールデンゲート（金の

門）です。

GOLDGATEコイン・プロトコルは2600万個のGOLDGATEコイン

に厳しく限定されています、そしてそれは、それ以上は決し

て作られないことを意味します; これは、コイン供給増加とい

うよりはむしろ、デフレーションに基く経済システムに似て

います。

GOLDGATEコイン（BGG）はオープンソース、ピア・ツー・ピ

ア、コミュニティ主導の暗号通貨です、そしてそれにより、

人々は自分の富を非政府統治の通貨に蓄積し且つ投資するこ

とができるようになります、また投資において相当な利子を

稼ぐことができるようになります。

暗号がこれからの5～10年で考えられそして認められる方向で

ポジティブな変化を起こすために、現在及び将来において暗

号通貨の中心的な傾向を再定義することに、GOLDGATEは貢献

します。
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GOLDGATE

人々により大きな機会を提供するために、
我々のゴールは、市民にGOLDGATE（BGG）

を広く公表することです。

ICO
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購入規制通知

アメリカ合衆国、シンガポール、日本及び
中国の国民、居住者とグリーンカード保有
者は、BGGトークンを買うことは許可されま

せん。
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GOLDGATE ICOのゴール

GOLDGATEは、GOLDGATE（BGG）が一般市場でリリー

スされる前に、それらを所有したい人々にGOLDGATE

トークンを発行する意向です

競争的価格で電子マネー市場に参入しようとしている人々により

大きな機会を与えるために、我々のゴールは、市民にGOLDGATE

（BGG）を広く公表することです。

投資で成功することを目的としてGOLDGATEシステムに加わる企

業または個人にとって、GOLDGATEは最大限の利益を得るために

特権がある大きな機会として見られます、そして、彼らは財政的

成長を認めるでしょう。
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BTC & ETH

トークンシンボル

期間

トークン販売

開始価格

使用可能通貨

分布: 7,800,000 BGG

37 日間

BGG

1BGG=1ドル

GOLDGATE ICOパラメータ

GOLDGATEは、BGGと呼ばれるトークンを発行します。BGGトークンは、
2017年11月から開始されるトークン・セール（ICO）キャンペーンの
間に購入することが可能です。

•総供給量：26、000、000 BGG
•プレセール（事前販売）：7日
• Crowdsale（一般販売）：残りの25日間
• Ethereumブロックチェーンとスマートコントラクトに基く
• スタート価格：1BGG = 1ドル、BittrexとPoloniexからの交換レートの
平均
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プレセール26Nov

クラウド
セール
ステージ
1STAGE 1

2Dec

ステー
ジ 2

12Dec

ステー
ジ 3

ベスト価格１
ドル 最初の7日間

2番目の10日間

3番目の10日間

残りの10日間

GOLDGATE ICOスケジュール

22Dec 31Dec

UTC 時間, 00:00開始,  
24:00終了

上記のステージの後、2017年11月26日に始まる公開プレセールの間
に、ICOトークンは、購入できます。

1

3
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22/12 – 31/12

ステージ 3

12/12 -21/12

ステージ 2

2/12 - 11/12

ステージ 1 

最安値
26/11 – 1/12

プレセール

GOLDGATE 次回価格

1

1.25

1.5

1.75

1
30

60

170
210

ICO Duration Jan-Feb Mar-Jun July-Seb Oct-Dec

Forecast BGG Price in 2018

GOLDGATE Coin（BGG）の価格は、将来急激な上昇が見込まれ
ます。

14

Unit:  
BGG/USDT



. 

20%

プレセール

約
2,600,000 

BGG

クラウドセール

約
5,200,000 

BGG

マーケティング
及び開発

約
14,300,000 

BGG

チーム

約
3,900,000 

BGG

55% 15%10%

GOLDGATE 割当配分
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BGG投資機会

GOLDGATEは、GOLDGATE（BGG）が一般市場

でリリースされる前に、それらを所有したい
人々にGOLDGATEトークンを発行する意向で

す。

1

6
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所有している

GOLDGATEコイ

ンの利息を獲得

してください。

ステーキング

GOLDGATE取引

で、利益を獲得

してください

取引

マーケティング・

ネットワークの招

待及び構築から利

益を獲得してくだ

さい

報奨金

GOLDGATE融資貸

出の日歩を獲得

してください。.

融資貸出

ネットワークの安全を維持するのを助けることの代償として、口座残
高の利息を受領するために、彼らの富をそれに投資する人々に対し、
GOLDGATE Coin（BGG）の4つの投資機会は、相当な利子をもたらしま
す。

BGG投資
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貸出により十分な潜在利益が提
供されます；最高48%までの月

利、これは他の投資で受領する
よりもはるかに高い利率です。

十分な潜在利益、利益率最高
48%

1.2-2.0%の日歩率

期間の終わりに最初の元金を、
利子と併せて返済して、再投資
すれば、更に多くの利益を得ま
す。

再投資、日歩増加

GOLDGATE ICOの使用初期に、早期

貸出可能、クリック後、数秒で承
認されます。

ICO期間にトークンを貸し出し、
約50日での投資利益

セーフガード保障条項が整ってい
るために、貸出は殆どリスク無し
であると考えられる。第三者機関
無し、非課税であることも含め、
自動的にプロセス処理。
あなたはBGGを貸し出したい時の期

間を指定できるようになります、
そして、依然としてあなたは必要
な時に暗号を取り戻すことができ、
それらが貸し出されている日数分
の利益を獲得することさえできま
す。

超低リスク、非課税、柔軟性有

り

これは、受動的な投資家にとって、非常にエキサイティング且つ安
全な選択肢です。すべての利息と資本は、更に多く利益を得るため
に、貸出プラットホームへと再投資することができます。
あなたが最初にBTCでGOLDGATE コインをGOLDGATE ICOから購入した
後、GOLDGATE貸出サービスは利用可能です。

融資貸出機会

18
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1,010 -5,000

金額ドル

150 日

+ 0.15% 日当り

ボーナス

最高 48% 
月当たり

金利

5,010 –

10,000

金額ドル

110 日

+ 0.25% 日当り

ボーナス

最高 48% 
月当たり

金利

100 - 1,000

金額ドル

199 日

ボーナス

最高 48% 
月当たり

金利

GOLDGATE貸出利益

デイリー未収

10,010 -

100,000

金額ドル

90 日

+ 0.30% 日当り

ボーナス

最高 48% 
月当たり

金利

100,010

above

金額ドル

50 日

+ 0.35% 日当り

ボーナス

最高 48% 
月当たり

金利
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長期投資、高金利

BGGプロジェクトの長期高金利見

通しは、ポンプとダンプ・アク
ションを容易にするだけの他のコ
インの場合よりも、非常に大きな
エコシステムを構築するのに役に
立ちます。

安定した投資

ステーキングは、常におよそ120%

の年利を伴う賢明な受動的な収入
の優れた原資です。

柔軟性

投資家は期間の終わりに彼らのコイ
ン・ステーキングを終了することが
でき、そしてすべてのコインを利息
とともに交換プラットホームまたは
ウェブウォレットに送り込むことが
できます。

低障壁、ボーダーレス投資

ネットワークの安全を維持するのを
援助することの代償に、どこの誰で
も口座残高の利息を受領するために、
彼または彼女のウォレットにBGGを
所有することができます。

あなたのGOLDGATE Coinは、最高で年利120%までの利息を伴う利付資産にな
ります。自分のBGGウォレットにコインを所有することによって安定した投

資アイテムを探している人々にとっては、このオプションはとても適してい
ます。
あなたが最初にBTCでGOLDGATE コインをGOLDGATE ICOから購入した後、
GOLDGATE貸出サービスは利用可能です。

ステーキング機会
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１月-６月

60%

７月-
１２月

１月-６月
７月-
１２月

1st
6 ヶ月

GOLDGATEコインは以下につき定期的に外へ払われるProof of Stake（PoS）変動金
利を採用します。

GOLDGATE ステーキング利子

１月-６月

10% 
月当たり

50%

8% 
月当たり

40%

7% 
月当たり

30%

5% 
月当たり

20%

3% 
月当たり

７月-
１２月

10%

1.4% 
月当たり

2018 2018 2019 2019 2020 2020

2nd
6 ヶ月

3rd
6 ヶ月

4th

6 ヶ月
5th

6 ヶ月

6th

6 ヶ月

以下を念頭に置いてください：ステーキング利息を獲得する前に最低15日の間
BGGを所有することを、投資家は要求されます。あなたは、15日後にウォレット
でPoSがBlockを作り出しているのを見ます;

あなたが獲得するブロックの数は、あなたがウォレットソフトウェアで所有する
コインの数に基づきます。
.
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取引営業時間に、すべての国で、いつ
でも、そして異なるタイムゾーンを越
えて、BGGが取引され得るようになる
時から、BGGは本当に国際的です。

時間のコントロール、世界の境界

線BGG ICO終了後、BGGオーナーは
早く Internal Exchange内部交換取
引に加わることができます。
高レバレッジ

BGG内部の交換

BGGの売買を始め、お金を稼
ぐ；あなたは本当に、2、3ス
テップが必要なだけです。

速く且つ低コスト

誰でも取引に参加することがで
き、週7日、一日24時間売買する

ことができます。正しい戦略に
より、あなたは不安定さ・変動
の中から定期的に利益を得るこ
とができます。

高レバレッジ

取引機会

この投資オプションは、GOLDGATE Coinの価格変動に関して利益を得るの
に用いられることができます。
この機会は、基本的に、投資家が将来価格差を手に入れる可能性です。

GOLDGATEトレーディングサービスは、BGGが内部の（以前の）及び外部
の交換をリスト化した後、利用できます。

安全、政治的影響無し、第三者
無しの自由貿易

地政学的な影響、マクロ経済問題、国
特有のインフレ、或いは金利による影
響を全く受けません。

BGG Tradingは、どんな投資家にでも莫大な利益をもたらします。そ
れは、信じ難いほどの投資機会となり得ます。

22
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BGGシステムが自動的に機能する
ので、手作業は不要。

自動計算
大きなコミュニティを持つことは、
BGG報奨金プログラムからより多

くの利益を得るための大きな利点
です。

より多くの委託、より多くの

利益

あなた自身の時間コントロールで
取り組んでください、十分な支払
でいつでもストップできます、書
類は一切不要です。

手順及び契約不要
事前の口座預け入れをすること無
しに、誰でも報奨金プログラムに
加入できます。

BGGを最初に購入する必要無し

制限無しに、あなたの報奨金収入
を簡単に且つ直ちに、引出してく
ださい。

委託により最高18%獲得

報奨金ネットワークにおけるメ
ンバーシップは無制限です；で
すから、できるだけ広く、あな
たの委託ネットワークを広めて
ください。

即時の収入引出し

報奨金プログラム

BGG
NETWORK
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報奨金レベル

18%の報奨
金収入

BGGは委託モジュールを作り出します、それによりメンバーは他の投資
家に委託して、彼らの投資から委任収入を稼ぐことができます。

F1：彼ら（投資家）は預け入れ

します、あなたは購入された

トークンの15%を受け取ります

F2：彼ら（投資家）は預け入れ

します、あなたは購入された

トークンの3%を受け取ります

24

あなたはここに：総

収入はF1+F2の保証金から

の最高18% 
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テクノロジー
GOLDGATE（BGG）はERC20 Ethereumトークン

に基づいて開発されました、そして、
GOLDGATE（BGG）はEthereumブロック

チェーンベースのシステム上で動作します
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スマートコントラクトは、ブロックチェーン技術を使用している
契約（すなわち約定）の交渉または履行を容易にし、施行し、実
施することができるコンピュータープログラム・コードを記述す
るのに用いられる言語です。

スマートコントラクトは、信頼されている業務及び協定が中央当
局、法律制度または外部強制メカニズムの必要性なしで、異種の
団体の間で行われることを許可します。そのおかげで、業務は追
跡可能で、透明性を有し、不可逆になります。

スマートコントラクトで、我々は、誰がそれらを作ったかを知る
ことはできません。

GOLDGATE –スマートコントラクトを介して機能

スマートコ
ントラクト

GOLDGATE

スマートコントラクトにより、2つの団体が、仲介者なしで、協

業してインターネット上で取引を行うことができるようになりま
す。そのようなアプリケーションは、ダウンタイム無しで、プロ
グラマーのように正確に機能します。

スマートコントラ
クト
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ERC20またはEthereumトークンERC20は、Ethereumブロックチェー

ン上で発行されています。それにより、全てのデジタル資産が異
なるプラットホームとプロジェクト全体で使われることが確実と
なります。このように、GOLDGATE（BGG）はERC20の標準的な機
能に従います。

GOLDGATE – Ethereumトークン

GOLDGATE（BGG）はERC20 Ethereumトークンに基づいて開発され
ました、そして、GOLDGATE（BGG）はEthereum ブロックチェー
ンベースのシステム上で動作しています。

Erc20技術の基礎

ピア・ツー・ピア・ネットワーク

集中型のサーバー・モデルで動く代わりに、ピア・ツー・ピア
（P2P）ネットワークはコンピュータまたは分散プラットフォー

ムのグループで作動します。そして、それぞれはグループでファ
イルを共有するノード（結節・交点）の働きをします。

GOLDGATE  – P2P取引

GOLDGATEは中心サーバ・ネットワークなしで自動的に作動しま

す、そして、中心サーバーはファイルにインデックスを付けるた
めに使われることができます、また、特定のファイルのホストを
つとめているネットワークで、ファイルがユーザーに配分される
場所で、流通ネットワークは設定されるかもしれません。
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BGGシステムは貸出、ステーキング及

び貿易サービスにおいて多くの利点・
優位性をもたらします。たとえBGGを

購入する余裕を持てないとしても、あ
なたは新しい投資家を紹介することか
らお金を儲ける我々の報奨金プログラ
ムに加わることができます。

大きな投資機会のある広い選択

肢
Ethereum ブロックチェーン技術に基づ
くBGGにプラットホームは、取引を安

全に行う一助となる典型的な形式です。
GOLDGATEの取引手数料は、ほぼ0です。

ブロックチェーン取引は取引時間を数
分に短縮できて、個人情報の要求無し
にまたは復元力無しに、週7日/一日24
時間処理可能です。

匿名性及び不変性、安全、迅速

及び低コスト

第三者にとってBGG取引を確認、追跡、

或いは差し押さえる方法は無いので、
如何なる購入品に対しても売上税は課
されません。BGG経済システムは、通貨

供給増加よりむしろ、デフレーション
に基づいているので、需要が高くコイ
ン量が依然として増加しない間は、BGG
価格は上がる傾向があります。

無税、インフレ無し

正にビットコインのように、BGGは数

秒で、あなたが望むときはいつでも、
どこにでも送金できます。

簡単に送金及び取引ができます

ICOは間もなくであり、貸出利益を稼ぎ

始めるのにそれほど長い時間はかかり
ません。これ以上考慮は不要です、
BGGは常にICOの最初の数日間、貸出の
ためにそこにあります。

ICO期間には貸出パッケージが利
用可能、BGG Exchange開発

GOLDGATEには、市場において実現可能

性に基づく暗号通貨の変動から利益を
得る可能性がある知能ロボット取引プ
ログラムがあります。GOLDGATEは、他

と比較して、金利から高水準の貸出利
益を作ります。投資家は、ICO期間の初

期より、魅力的な金利から利益を得る
ことができます。

確実且つ高金利

政府、銀行、そして他の金融仲介機関
にはBGG取引を妨害する方法がありま
せん、またBGG口座を凍結する方法も

ありません。システムは、純粋にピ
ア・ツー・ピアです;ユーザーは、不換

紙幣の場合よりも大きな自由度を経験
します。

BGGは第三者によってコント

ロール及び妨害されない

なぜ、あなたはGOLDGATE（BGG）
から始めるべきなのですか？
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P2P 取引

迅速な送金のため複数
デバイスの活用

数秒以内で

特性及び貸出プラッ
トフォーム開発に依

存

価格

誰が VICCASH (BGG)の所
有者か不知

ウォレット

銀行送金手数料よりもはる
かに安価であることは確か

節約コスト

資産を交換するために第三者仲
介者と間接費を省くことによっ
て、ブロックチェーンには、取
引コストを大幅に下げる可能性
があります。GOLDGATEの転送振

替料金は、確かに銀行の転送振
替より少額です。

GOLDGATE（BGG）は、「ピア・ツー・

ピア」ネットワークとして動作します。
このネットワークにサーバーはありませ
ん、そして、このネットワーク・タイプ
は接続コンピュータのプライオリティー
を階層化しません。インターネットに接
続している限り、あなたはGOLDGATE
（BGG）を世界のどこへでも移すことが
できます。

BGGはブロックチェーンセンターを発展

させることに集中します、それは金融
サービスを保存するための場所です。
GOLDGATEは、もし望めば数秒以内で、

時間や場所を問わず、どこにでも送るこ
とができます。転送機能は、スマート
フォンやインターネット接続のコン
ピュータのようなデバイスで行うことが
できます。

GOLDGATEコイン価格は、その貸出プ
ラットホームと同調してGOLDGATEコイ

ン・アルゴリズムで設計されるその供給
及び需要機能との認められた観点に基づ
きます。GOLDGATE Coinの将来の価値は、
コイン・サービス、GOLDGATEコミュニ

ティ・ネットワーク及びその特徴の多く
の解釈の結果です。.

すべての取引は一つの一般の元帳に加え
られます、そしてどんなウォレットアド
レスでも、特定の個人と本来関係してい
るはずがない任意抽出の人物に、変換さ
れます。所有者がその情報を明らかにし
ないならば、GOLDGATE（BGG）の所有

者が誰であるか、我々はわかりません。
.

どのように、GOLDGATE

（BGG）は機能しますか？

どこにでも、毎
回、コインを送

付
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あなたは、便利な
処置・行為のため
にあなた自身の
ウォレットを簡単
につくることがで
きます。

ウォレット

BGG App経由で、
預け入れや転送振
替をより速く行っ
てください。取引
履歴をチェックし
てください。

保証金と転送振替

すべての特徴を含
んで、アプリケー
ションは開発され
る予定であり、
AndroidとIOSで利用
できます。

ANDROID及びIOS版

貸出パッケージ
は、ユーザ・イン
タフェースのおか
げで簡単に選択可

能です。

貸出

ステーキング

取引

GOLDGATEモバイル・アプリケーション

ステーキングパッ
ケージは、ユー
ザ・インタフェー
スのおかげで簡単
に選択可能です。

投資家は、トーク
ンを購入するため
にBGGモバイル・
アプリを使用する
ことを勧められま

す。
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ロードマップ・マ
イルストーン

GOLDGATE ICOのロードマップは会社の活動が
グローバルにBGGの力と影響を拡大すること

を示します。
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BGGロード
マップとマ
イルストー
ン

•採用・新人募集

• PoSネットワークに関する情報を交

換のためチームを結合する一助とな

る実現可能性調査

•ウェブサイト及びウォレット開発

•白書準備

• BGGプラットホームはテストされ、

PoS System上で動作

2017年3月～10月

• 報奨システム及び広告

•貸出BGGトークンの発行

• DDoS攻撃防御

2017年11月：イニシャルコイ
ンオファー

• IOS、Android Appは利用可能予定

•マーケティング奨励及びテクニカ

ル・サポート

• BGG内部交換開発

•貸出及びステーキングプログラム

開発

•セキュリティ改善

2017年12月： ICO持続
期間
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• ICO終了及び監査

• BGG内部交換開始

• PoS専門取引プラットホーム

テスト予定

• BTCロボット開発

2018年1月 – 2月

•国際会議

•世界的イベント、進歩的交流

2018 年 第3四半
期、7月 –９月

•システム・アップグレード

•アプリについての新モバイル特

性

• Poloniex 、 Hitbtc 、 Korbit 、

Coincheck 、 CoinExchange 、

Coinmarketcapsへの記載

•データクラウド・アジア及びブ

ロックチェーンEXPO世界的イベン

ト

•貸出及びステーキング開始

2018年3月 – 6月

• BGGマーケティング・ネット

ワークの促進

•狙いとするアジア市場：韓国、

日本、タイ、マレーシア、イ

ンドネシア

2018 年 第4四半
期、10月 – 12月
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