


 
©Copyright D.AI.SY Information. All rights reserved.  

1 

免責事項 

 

本資料は D.AI.SY および Endotech の公式資料ではなく D.AI.SY の情報発信を目的とした資料です。 

 

本資料で提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。 

 

また本資料の情報についてできる限り正確な情報を提供するように努めておりますが 

正確性や安全性を保証するものではありません。 

 

情報が古くなっていることもございます。 

 

本資料に掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 
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1.D.AI.SY プロジェクト 

1-1.D.AI.SY とは 

クラウドファンディングは先見の明がある人々が技術の進歩に参加するための 

革新的な方法の 1 つです。 

さらに参加者はアーリーアダプターとして報酬を得ることができます。 

新しいテクノロジーが登場することでこれまでも市場を開拓してきました。 

今回は金融テクノロジーの革新的なクラウドファンディングモデルである 

D.AI.SY を紹介します。 

 

D.AI.SY は分散型クラウドファンディングプロジェクト。 

D.AI.SY への参加はあなたのスマートフォンとクラウドファンディングへの 

わずか 100 ドルの寄付で。 

D.AI.SY は DAO(自律分散型組織)であり会社ではありません。 

 

D.AI.SY は誰もが平等に利用できる分散型アプリケーションです。 

誰もそれを所有せず誰もそれを制御せず誰もそれを変更することはできません。 

D.AI.SY は完全な透明性と信頼をもってブロックチェーン上に存在しています。 

それは世界への贈り物であると言えるでしょう。 

 

ブロックチェーンとスマートコントラクトを利用しクラウドファンディングモデルとして 

その報酬と契約の整合性が保障されています。 

そのためあらゆる企業や個人が契約を侵害することはできないのです。 

 

D.AI.SY が素晴らしいのは誰もが勝利を得られること。 

ほとんどの人は D.AI.SY がこれまで創造された中で最も強力な招待プランなことに 

同意するでしょう。 

このモデルの本当の力はたとえ誰も招待したことがなくても全てのメンバーが平等に報われる 

利益にあります。 

100 ドルからクラウドファンディングに寄付すると D.AI.SY の背後にある AI テクノロジーの 

開発利益を得ることができます。 

 

Decentralized AI System の頭文字から名づけられた D.AI.SY。 

実際にはイスラエルを拠点とする AI 開発企業である Endotech の創設者兼 CEO である 

アンナ・ベッカー博士によって開発されています。 

 

アンナ・ベッカー博士はリテールファイナンスの経験豊富なエグゼクティブおよび 

エージェントとしてこれまで 300 以上のブローカーと仕事をしてきました。 

さらに規制当局と協力しコンプライアンス責任者としても務めてきました。 
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彼女は有名なテクニオン大学でコンピュータサイエンスの修士号と AI の博士号を取得しています。 

法令順守の分野での豊富な経験によりアンナ・ベッカー博士は金融委員会の 

紛争解決委員会にも任命されました。 

 

過去 20 年間、Endotech のアンナ・ベッカー博士と彼女の AI 科学者チームは 

世界中のライセンスを持った金融機関や投資ファンドで使用されている 

強力な AI 取引プラットフォームを立ち上げました。 

さらに長期的な結果を文章化し完全に透明なトラックを提供してきました。 

 

D.AI.SY はアンナ・ベッカー博士がこれまで創造した中で最も先進的な AI 開発プロジェクト。 

そして Endotech の歴史の中で最高の収益を生み出すでしょう。 

2021 年の第 4 半期までに完了したら D.AI.SY は現在の開発実績を 

400%倍増すると予想されます。 

 

100 ドル以上のクラウドファンディングの寄付で D.AI.SY プロジェクトの貢献者になる。 

するとエントリーパッケージの 50%がスマートコントラトによって D.AI.SY ファンドに 

すぐに預けられます。 

そして D.AI.SY AI の開発と強化のために使用されます。 

 

開発寄付額の目標は約 500 億円。 

参加できるティアは 10 種類。 

パッケージの金額は 100 ドルから 2 倍 4 倍と倍々に増えていきます。 

 

ティア 3～10 の場合は 70%が開発アカウントに配置され高い開発報酬が得られます。 

開発はすぐに開始され生成された全ての利益の 70%が各メンバーに均等に配分されるのです。 

開発利益の 15%が D.AI.SY コミュニティ全体に還元。 

開発利益の 15%が D.AI.SY の開発チームに使用されます。 

 

開発が完了すると各寄付者は引き続き開発プラットフォームの恩恵を受けるか追加の 

報酬としてクラウドファンディング機構のアカウント部分も受け取るかを選択できます。 

アンナ・ベッカー博士の次世代 AI テクノロジーは D.AI.SY メンバーが 

クラウドファンディングを行う最初のプロジェクトです。 

 

これまで高性能 AI テクノロジーは大多数の人に提供されるものではありませんでした。 

D.AI.SY とこのユニークなクラウドファンディングモデルのおかげで世界中の誰もが 

わずか 100 ドルを寄付することで公平に利益、シェア、収入を得られる可能性が 

示唆されているのです。 

Endotech が公開される前にシェアを取得し 1 人も招待しなくても収入を得られる可能性が 

示唆されています。 

わずか 100 ドルからスタートできるのです。 
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スマートコントラクトの力を利用して D.AI.SY グローバルはリアルタイムで即座に 

支払われる独自の招待プランを開始しました。 

D.AI.SY コミュニティは株式会社のように特定の管理者がおらず DAO になっています。 

そのためコミュニティでの利益はスマートコントラクトで自動的に分配されます。 

条件を満たしたアカウントへの複数の動的収入やボーナス、開発で出た利益。 

 

そして最良の部分は未来。 

招待プランのトップの位置はコミュニティに利益、公平性、収入をもたらす画期的な 

テクノロジー企業やプロジェクトをサポートをするために使用されます。 

Endotech の分散型 AI システムは D.AI.SY が資金提供する多くの企業やプロジェクトの 

最初のものです。 

 

つまり Endotech のシェアを手に入れる権利は期間限定。 

Endotech への寄付が 1 千万ドルに到達したら寄付者へのシェアオファーは終了します。 

開発用のライブアカウントが 5 億ドルのテストベンチマークの到達し D.AI.SY AI システムが 

完了するとクラウドファンディングのフェーズ 1 が終了しフェーズ 2 を発表します。 

 

D.AI.SY はこれまで 16 万人以上が参加。 

160 万件以上のトランザクションが実現しました。 

2 億円ドル以上の寄付が行われています。 

D.AI.SY をわずか 100 ドルから始めてこの素晴らしいコミュニティでクラウドファンディングの 

旅を始めましょう。 

あなたはきっと後で自分を褒めたくなるでしょう。 

 

1-2.Endotech とは 

Endotech は AI システムの開発を専門とするイスラエル発の AI 開発企業。 

会社の設立は 2012 年です。 

D.AI.SY プロジェクトの最初のテクノロジーパートナーです。 

ライセンスを持った金融機関に Endotech が開発した AI 取引システムを提供しています。 

 

Endotech の CEO はアンナ・ベッカー博士。 

アメリカのニューヨークに拠点を構える暗号通貨取引所 GEMINI の公式パートナーとして 

Endotech が選出。 

この話題は Yahoo ファイナンスでも取り上げられています。 

Gemini Supports Endotech.IO for Institutional Crypto Automation|Yahoo!finace 

 

Endotech のホームページを見ると所在地が非公開になっています。 

その情報を見て「Endotech や D.AI.SY ってどうなの?」と不安に思う人もいると思います。 

Endotech の所在地や連絡先が非公開になっている理由は D.AI.SY が始まった時に 

https://finance.yahoo.com/gemini-supports-endotech-io-institutional-145354758.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANMobbVu79JRaMGEC3XZtXugyO6LHH_2UqLfYrcrmKxjcpSkoEQu9TRZPNfEewRrOJILPkkyM6iFhAwD7ObfHmp4oJrlWfGYtuPA20ifTERLFCm8KruE5xYk-aHoJxT08Q6mkh1lPPsHr2hV7gPGOn7qdz3qmvFIIyTgC-yFNx4f
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Endotech に人が殺到したため。 

1 日で 5000 件以上の電話が鳴り響き業務がパンクしたという経緯があります。 

そのため現在は所在地も連絡先も非公開になっています。 

 

D.AI.SY は Web3.0 なので Endotech がサポートするものではありません。 

それはあくまでも Web2.0 の考え方。 

Web3.0 では会社が情報を管理するのではなく個々人が情報を管理します。 

Endotech は世界中にパートナー企業があります。 

Endotech のパートナーの取引所の一部は次の通り。 

 BINANCE 

 GEMINI 

 Kraken 

 BitMEX 

 InteractiveBrokers 

 BINANCE US 

 coinbase Pro 

 BITFINEX 

 

Endotech のネットワークパートナーの一部は次の通り。 

 GEMINI 

 CRYPTOelite 

 Investview 

 

Endotech の法律に関するパートナーの一部は次の通り。 

 Hassans 

 SHIBOLET 

 アーンスト・アンド・ヤング 

 

インターネット上でよく散見されるのが「Endotech は金融ライセンスを持っていないから怪しい」 

というもの。 

ですがそもそもの考えが間違っています。 

 

Endotech はあくまでシステム会社。 

そして BINANCE や GEMINI など金融ライセンスを持っている会社にシステムを 

販売しているだけです。 

そのため Endotech には金融ライセンスは必要ありません。 
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例えば日本のメガバンクには金融取引を行うための金融ライセンスは必要ですが 

銀行にシステムを納入している会社には金融ライセンスが必要ないのと同じです。 

あくまで Endotech はシステム会社であり取引所が扱っているだけなのですから。 

 

また D.AI.SY はクラウドファンディングの AI 開発プロジェクトです。 

あくまで寄付型のクラウドファンディングなのでこちらも金融ライセンスは必要ありません。 

そのため Endotech は金融ライセンスを持っておらずサイト内に金融ライセンスの情報が 

ないのは当たり前なのです。 

Endotech の実際の AI 運用実績を見ていきます。 

下記は Endotech が機関投資家向けに暗号通貨を運用したものとなります(2018 年から 2020 年)。 

 

2018 年はビットコインが暴落して長らく上昇しなかった時です。 

そんな状況にも関わらず年間平均 814.2%、累積で 2,239%増という結果となりました。 
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Endotech が個人向けに暗号通貨を運用した結果も公開されています。 

 

長い期間に渡って好調な運用結果が出ていることが確認できます。 

ただしあくまで過去の運用実績となります。 

将来の結果を保証するものではないことだけご理解ください。 

 

Endotech は世界 4 大会計事務所のひとつでもある 

Ernst & Young(アーンスト・アンド・ヤング)の監査を 3 ヶ月毎に受けています。 

これは仮想通貨業界で初めてのことです。 

つまり Endotech は世界的にも信用できる会社として認められているのです。 

AI 金融業界で非常に注目を集めているのが Endotech なのです。 

 

暗号通貨取引所のバイナンスが主催するブローカーアワードで Endoteck が 

スーパーアワードに選出されました。 

クライアントを 20,000 社以上持つ月間 1000BTC 以上の取引、3,000BNB ホールド  

など制限が厳しい中での受賞でした。 
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1-3.Endotech がすごい理由 

Endotech は AI システムの開発を専門とするイスラエル発の AI 開発企業。 

そしてアンナ・ベッカー博士は Endotech の CEO です。 

彼女は有名なテクニオン大学でコンピュータサイエンスの修士号と AI の博士号を取得しています。 

つまり企業のトップが技術に精通しているのです。 

 

世界の長者番付にはある職種が多いことをご存知でしょうか? 

 イーロン・マスク(テスラ) 

 ジェフ・ベゾス(アマゾン) 

 ビル・ゲイツ(マイクロソフト) 

 ラリー・ペイジ(グーグル) 

 セルゲイ・ブリン(グーグル) 

 ラリー・エリソン(オラクル) 

 マーク・ザッカー・バーグ(フェイスブック) 

 

彼らはプログラマー出身の経営者。 

一代で財を成した大富豪のうち半数以上がプログラマーなのです。 

プログラマーであるため当然技術にも精通しています。 

技術に精通しているためトップダウン的に製品を提供すること可能です。 

 

また話の整合性や詐欺まで見破りやすくなります。 

技術に精通していないと適当なプログラマーに言いように扱われる経営者もよくいますからね。 

アンナ・ベッカー博士が技術に精通しているのは Endotech がすごい理由と言えます。 

アンナ・ベッカー博士は法令順守の分野での豊富な経験により金融委員会の紛争解決委員会にも 

任命されたことがあります。 

Financial Commission Appoints Dr. Anna Becker to its Dispute Resolution Committee 

(DRC)|The Financial Commission 

 

そもそも身元不明な人間が紛争解決委員会に任命されるでしょうか? 

もし適当な人間を任命してしまうと紛争解決委員会の信頼にも傷をつけることになってしまいます。 

アンナ・ベッカー博士が紛争解決委員会に任命されたことは信頼度のアップになりますね。 

 

Endotech は世界中の優秀なクオンツの採用に力を入れています。 

クオンツは高度な金融工学の手法を使って市場動向に対し予測行う専門家のこと。 

そんなクオンツ達の力を使って AI 開発を行っているのです。 

https://financialcommission.org/ar/2017/02/20/financial-commission-appoints-dr-anna-becker-to-its-dispute-resolution-committee-drc/
https://financialcommission.org/ar/2017/02/20/financial-commission-appoints-dr-anna-becker-to-its-dispute-resolution-committee-drc/
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D.AI.SY のドバイイベントにてブルジュ・ハリファに広告を出しました。 

ブルジュ・ハリファは国の建物。 

そんなブルジュ・ハリファに広告を出すには厳正な調査があります。 

ブルジュ・ハリファへの広告は誰でもお金さえ払えば出せるものでもないのです。 

 

しっかりとした会社でないと広告は出せません。 

そんなブルジュ・ハリファに広告を出すことができた Endotech は 

国が認めるしっかりとした会社と言えます。 

 

仮想通貨業界は現状かなりの問題を抱えた業界というのは言うまでもないでしょう。 

そんな業界の中でも Endotech は十分に信用ができる会社なのではないでしょうか? 

 

1-3.アンナ・ベッカー博士とは 

 

アンナ・ベッカー博士は Endotech 社の CEO です。 

そして Endotech 社は D.AI.SY プロジェクトのパートナー企業となります。 

彼女は AI(人工知能)に関わるプロフェッショナル。 
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アンナ・ベッカー博士はイスラエルの国立大学であるテクニオン-イスラエル工科大学で 

人工知能の博士号を取得。 

大学卒業後は AI 関連企業を設立しそれらを売却。 

 

アンナ・ベッカー博士が開発したディープラーニングアルゴリズムは 10 年以上にわたり 

機関投資家の資金管理を支えているのです。 

さらに彼女が率いる AI 科学者チームはアメリカ、ヨーロッパ、アジアの 150 を超える 

投資会社で AI 投資の管理システムを提供しています。 

 

彼女が出版した書籍はヨーロッパとアメリカの AI 金融家の愛読書となっているのです。 

アンナ・ベッカー博士は機関投資家を長年支援した後に小規模な小売市場を支援したいと考えます。 

その考えの元に設立したのが Endotech 社です。 

 

これまでのおかしなと金融システムの破壊とブロックチェーンを使った新たな金融システムの創造。 

そのために彼女は Endotech 社を率いているのです。 

世界的な経済紙のフォーブスの記事にアンナ・ベッカー博士とエンドテック社が特集されました。 

 

顧客 16 万人以上のアカウントで結果はトップ機関の結果よりも優れていると記載されました。 

最後の言葉として「私たちはすべての投資家がより規律ある方法で暗号通貨のような市場の 

可能性を活用できるようにする技術を提供しています」 

 

1-4.D.AI.SY は怪しいのか? 

Endotech は具体的な住所や連絡先を公開していません。 

その理由は D.AI.SY が始まった時に Endotech に人が殺到したため。 

1 日で 5000 件以上の電話が鳴り響き業務がパンクしたという経緯があります。 

そのため現在は所在地も連絡先も非公開になっています。 

 

以前 Endotech は住所を公開していました。 

その住所を検索するとビル 1 階のレストランが表示されました。 

その情報を元に「Endotech を検索したらレストランが表示されたからこれはおかしい」と 

未だに言っている人がいます。 

 

ですがよく考えてみてください。 

日本のオフィス街である赤坂。 

その赤坂を象徴するようなオフィスビルとして赤坂 biz タワーがあります。 

 

その 1 階にはカフェやイタリアンや雑貨店、2 階にはスターバックスコーヒーが入っています。 

その状態を見て「このビルにはレストランが入っているからおかしい」とはならないと思います。 

実際のところ赤坂 biz タワーには博報堂やロイター、東京エレクトロンなど 
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世界の名だたる企業が入っています。 

1 階がレストランだからと言って「このビルに入っている企業はおかしい」とはならないと思います。 

 

Endotech が以前に入っていたビルの 1 階がレストランだったというだけで 

Endotech まで怪しいとはならないはずです。 

そういった情報を発信している人は D.AI.SY の直近情報を得てない人だと思いますね。 

 

「Endotech は金融ライセンスを持っていないから怪しい」という情報もネット上では散見されます。 

ですがそもそもの考えが間違っています。 

Endotech はあくまでシステム会社。 

BINANCE や GEMINI など金融ライセンスを持っている会社にシステムを販売しているだけです。 

そのため Endotech には金融ライセンスは必要ありません。 

 

例えば日本のメガバンクには金融取引を行うための金融ライセンスは必要です。 

銀行にシステムを納入している会社には金融ライセンスが必要ないのと同じです。 

あくまで Endotech はシステム会社であり取引所が扱っているだけなのですから。 

また D.AI.SY はクラウドファンディングの AI 開発プロジェクトです。 

あくまで寄付型のクラウドファンディングなのでこちらも金融ライセンスは必要ありません。 

そのため Endotech は金融ライセンスを持っておらずサイト内に金融ライセンスの情報が 

ないのは当たり前なのです。 

 

D.AI.SY の日本語情報はまだまだ少ないとは思います。 

それは事実でしょう。 

ですが日本語情報が少ないからと言って全てが怪しいという話でもありません。 

D.AI.SY の情報を発信している人はごくごく少数です。 

そのため日本語情報は少ないかもしれません。 

 

そもそもインターネットの中で日本語情報はわずか 3%しかありません。 

そのため日本語の情報は元より少ないのです。 

D.AI.SY に関しても同じ。 

 

英語で検索すると D.AI.SY に関するリアルな情報が取得できます。 

そのため本当の情報を取得したいのであれば英語で情報収集する必要があるのです。 

「日本語の情報がないから怪しい」というのはあまりにも判断としては時期尚早。  

 

「日本語だから大丈夫」という話でもないのが実際のところ。 

実際のところ日本人のプロジェクトの方が怪しいものが盛りだくさんだったりします。 

D.AI.SY では毎週月曜日に D.AI.SY の勉強会も実施しています。 
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Endotech の CEO を務めているのがアンナ・ベッカー博士。 

「アンナ・ベッカー博士の日本語での情報が少ないから信用できない」という書き込みが見られました。 

ですが本当に情報を探したのでしょうか? 

 

アンナ・ベッカー博士は 2017 年から 2019 年まで金融委員会の紛争解決委員会(DRC)に 

任命されていました。 

身元不明な人間がそんな金融委員会のメンバーに選ばれるでしょうか? 

よっぽどアンナ・ベッカー博士のことを信用できないと言っている人間の方が信用できないと 

思ってしまいます。 

私は実際にアンナ・ベッカー博士にも会ったことがあるので。 

 

D.AI.SY にはサポート窓口はありません。 

そもそも D.AI.SY は Web3.0 なので Endotech がサポートするものではありません。 

それはあくまでも Web2.0 の考え方。 

Web3.0 では会社が情報を管理するのではなく個々人が情報を管理します。 

 

実際のところ「ログインができなくて困った」という問い合わせもよくあります。 

パスワードを忘れてしまった場合は D.AI.SY 側からはどうしようもありません。 

あくまで情報を管理するのは個人。 

パスワードは自分でちゃんと管理しましょう。 

 

D.AI.SY を酷評しているアフィリエイトサイトがありますが、、、 

どんなことに誘導しているかを調べると FX 口座の開設に誘導するものでした。 

「〇〇+詐欺」と検索するのはその○○に対して不安に思っている人です。 

そして〇〇の不安な点を挙げて違う案件に誘導するというのが昔からの手法。 

 

「情報商材の詐欺を暴く」と言いながら違うものに誘導する。 

昔からよくある方法です。 

その人が実際に情報商材のことを詳しいかと言うとそうでもないパターンがほとんど。 

ただのアフィリエイト報酬狙いだったりします。 

もちろん誰の話を信用するかはあなた次第だと思います。 

 

1-5.先見の明がある人の成功例 

今では多くの人が知ることになった YouTuber。 

例えば HIKAKIN のことは多くの人が知っているでしょう。 

HIKAKIN が YouTube を始めたのは YouTube が一般になる前。 
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そんなころから始めていたからこそ登録者 1000 万人を超える YouTuber になったと言えるのです。 

YouTube に可能性を感じ誰も知らない頃から YouTube を始めていた。 

まさに HIKAKIN は先見の明があったと言えるでしょう。 

 

日本人のほとんどがもっている携帯電話。 

ですが携帯電話が登場した当時は肩にかけるタイプの巨大なショルダーフォンでした。 

本体価格は 20 万円以上で月額費用も約 3 万円とかなり高額。 

 

一体誰がこんなものを使うのか?と思われていた携帯電話。 

携帯会社は携帯電話を世間に広めるために携帯電話の代理店を募集します。 

その代理店になるにはただお金を払えば良かっただけです。 

 

当時は全く普及していなかった携帯電話。 

特別な審査などあるはずもなく誰でも簡単にお金さえ払えばなることができました。 

よくネット上の都市伝説として芸能人が携帯電話の代理店の資格を持っていると言われていますが、、、 

芸能人ではない一般人でも当時は簡単に代理店の資格を得ることができたのです。 

 

それから月日が経ち日本人のほとんどが携帯電話を所有するまでに広まりました。 

携帯電話の代理店の資格を持っている人には毎月莫大なお金が振り込まれるように。 

対象は日本人のほとんどですからその額も莫大になります。 

そして実際に携帯電話の代理店の資格を持っている人はいます。 

 

その人がやったことと言えば携帯電話の将来を可能性を感じて投資したこと。 

携帯電話という新しいものに対して先見の明があったこと。 

そのわずかな差が後の人生を大きく変えるようになるのです。 

 

世界で最も使われている暗号通貨のビットコイン。 

ビットコインが登場したのは 2008 年。 

当時は全く価値がないただのデータでした。 

 

ですが 2016 年 11 月には 1 ビットコインの価格は 8 万円に。 

1 年後の 2017 年 11 月には 100 万円を突破。 

さらに 12 月には 200 万円を超えるほど急騰します。 

また 2021 年 11 月には 700 万円を突破しました。 

その急騰ぶりが注目を集めて広く知られるようになったビットコイン。 

 

ビットコインの取引を行い莫大な資産を得た億り人という言葉も登場しました。 

2016 年と言えばほんの数年前。 

当時は簡単にビットコインを買うことができました。 
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多くの人は「こんなデジタルデータなんて何に使うの?」と思ってビットコインは 

買わなかったと思います。 

 

でも 1 年後にはその価値が 20 倍になるという話が実際にビットコインではあったのです。 

さらに 5 年放置しておけば約 100 倍になりました。 

当時ビットコインを手に入れていた人は暗号通貨という新しいテクノロジーに対して 

先見の明があった人。 

その先見の明があったからこそ暗号通貨のブームに上手に乗ることができたのです。 

 

他の人よりも早く始める。 

そうすることでわずかな労力で莫大なリターンが得られる場合があります。 

先見の明があるかどうかはちょっとした違いです。 

新しいことに対してちょっと勇気を持って取り組んでみる。 

 

それだけで人生を切り開くだけの大きな力を得られるのです。 

ちょっとした先見の明を持ってみることも良いでしょう。 

あくまで個人の主観にはなりますが私は D.AI.SY が次の可能性ではないかと考えています。 
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2.D.AI.SY 基礎知識 

2-1.ブロックチェーン 

ブロックチェーンとはみんなの情報をみんなで管理する技術。 

安全にデータを記録することが可能なのがブロックチェーンの最大の特徴です。 

データをブロック(箱)の中に入れてそれをつなげていく(チェーン)のでブロックチェーンと 

呼ばれています。 

ブロックチェーンは謎の人物サトシ・ナカモトによって考案されたとされます。  

 

ブロックチェーンはこれまでの銀行のように誰か一人だけが管理するのではありません。 

あなたがブロックチェーンを使ってお金を誰かに送金したとしましょう。 

「あなたが送金した」という情報をブロックチェーンでつながっているみんなで 

確認し合うことになります。 

みんなで確認しているからこそ透明性があると言えるのです。 

 

誰かに見られているって大丈夫なの? 

そう思ってしまうのも無理はないしょう。 

ですが一部の人間しか情報を確認できない方が危険だったりします。 

 

実際のところ銀行では個人の預金データを書き換えることができます。 

それができるのは他の人が見ていないからです。 

ただ銀行の信用問題になるのでやらないだけです。 

 

実際問題として銀行は口座を凍結することが可能ですよね。 

ただ信用が第一の銀行がやっていないだけであってシステムとして安心かというと違うのです。  

 

ブロックチェーンの場合だとみんなでみんなの情報を管理、確認します。 

誰かが不正を行おうと思ってもそもそもできないのです。 

なぜならみんなが見ているから。 

白昼堂々泥棒ができないのと同じように。 

 

ただブロックチェーンの考え方が今までの考え方とあまりにも違いすぎるので 

混乱してしまうのも事実。 

金融業界で使う横文字なのでわかりにくいというのもあります。 

ブロックチェーンはまだ登場して 10 年程の非常に新しい技術です。 

まだまだ法整備が追い付いていないのも確かです。 

 

暗号通貨でハッキング事件などが起きていたから怖いと思う人もいるかもしれません。 

ただブロックチェーン自体をハッキングされたことは今までないです。 

取引所がハッキングされたことはありますが。 
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そもそも取引所のセキュリティがガバガバなことが問題です。 

本来はセキュリティがガチガチなのにそれを使っている人間がセキュリティガバガバだったら 

もうそれは意味がないですから。 

だからこそ安全な取引所を使うことが大切ですね。 

 

ブロックチェーンはインターネット投票にも活用することができます。 

これまでインターネット投票の議論は何度もされてきました。 

投票結果の改ざんや他人になりすまして投票する不正投票の問題から実現できませんでした。 

セキュリティと正確性が問題がありました。 

 

そこでブロックチェーンの出番です。 

ブロックチェーンの特徴はデータの改ざんが不可能な点。 

投票結果の改ざんや不正投票も事前に防ぐことができるのです。 

近い将来はブロックチェーンを利用したインターネット投票が実現されるかもしれませんね。 

 

ブロックチェーンは改ざんのリスクがないことから暗号通貨の発行に使われています。 

暗号通貨として有名なビットコインもブロックチェーンがあるからこそ発行されているのです。 

ビットコイン以外にも地域特別コインやその会社独自のデジタルコインも発行されています。 

それはブロックチェーンが取引の安全性を担保しているからこそです。 

 

ブロックチェーンは契約の自動化にも活用されています。 

ブロックチェーンを使うことで「いつ・どこで・誰が」という契約の情報を管理することが可能です。 

契約の条件が満たされると契約は自動的にスタートします。 

これが契約の自動化です。 

契約の自動化のことをスマートコントラクトと言います。 

 

スマートコントラクトによって契約時の事務処理や仲介者は不必要。 

そのため契約にかかる時間や費用を削減することができるのです。 

 

例えば日本の不動産でスマートコントラクトが活用されると膨大な書類の書き込みも不要に。 

ほしい物件があったら簡単に契約できることになります。 

これまでのように事務処理や審査でまたされることもなくなるのです。 

 

2-2.スマートコントラクト 

スマートコントラクトとはブロックチェーン上であらかじめ決められた行動(契約)を自動で 

行うプログラムのこと。 

スマートコントラクトを日本語にすると契約の自動化。 

たとえばスマートフォンで何かのアプリをダウンロードする場合。 

「アプリのダウンロード」ボタンを押すと「アプリのダウンロード」が自動的に始まります。 
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それはアプリのダウンロードボタンが押されたらアプリのダウンロードをスタートすると 

事前にプログラムされているから。 

何かの行動を取ったら決められた行動が自動的に行われるのがスマートコントラクトの 

基本的な概念です。 

実際のところはスマートコントラクトはブロックチェーンと合わせて利用されています。 

 

これまでの契約では改ざんや詐欺的な契約が結ばれるというリスクがありました。 

ですがスマートコントラクトはブロックチェーン上で行われるため取引データの改ざんや 

不正が困難になります。 

 

さらにどんな取引や契約が行われたのかが全て公開されるという特徴があります。 

こそこそ隠れて怪しい契約を結ぶなんてことができなくなるのです。 

 

これまでの契約では相手を信用することが必要不可欠でした。 

この契約を結んだことで本当に実行してくれるのか?は不透明なまま契約を結ばないといけません。 

もし仮に契約を結んだとしてもそれを実行しないという詐欺的な契約も実際にあります。 

 

たとえそれが大手企業だとしても。 

郵政の不正な契約の話は有名ですよね。 

これまでは信用を逆手にとった不正な契約が存在したのです。 

  

ですがスマートコントラクトでは契約が決まると後は自動的に取引が行われます。 

そこに相手を信用するなんてことは必要ないわけです。 

 

自動販売機でジュースを購入する時に「お金を入れたら本当にジュースを出してくれるのか?」 

と疑問を持つ人がほとんどいないように。 

この契約をしたらどんな結果が得られるのかがわかっていますからね。 

 

これまでの契約ではお互いに信用し合う必要がありました。 

もし相手を信用できない場合でも仲介者を間において契約をしていたと思います。 

ですが仲介者を間に置くということは余計な時間やコストが発生することを意味しています。 

 

さらに仲介者が不正を行わないなんて保証もないわけです。 

人が増えれば増えるほどその取引は透明性を失い莫大な時間とコストがかかります。 

東京オリンピックのお金が知らない内に莫大に増えていったのが例でしょう。 

 

ですがスマートコントラクトはすでに決められた動作をただ実行するだけです。 

そこに仲介者なんてものは必要ありません。 

そのため時間とコストを削減することができるのです。 
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スマートコントラクトの活用が期待されているのが不動産契約。 

日本での不動産取引といえば手間が非常にかかる契約です。 

あなたがマンションを借りるとしましょう。 

 

その借りるに当たって信用の担保として保証人や保証会社と契約を結ばないといけません。 

さらに貸主が契約の手間を省くために仲介業者と契約しています。 

そのためマンションを借りる場合は仲介業者に仲介手数料を払わないといけません。 

 

契約書類も仲介業者とやりとりする必要があり時間がかかります。 

気に入った物件を借りるだけでも住むまでに数週間もかかることはざらにありますよね。 

これはあくまでもマンションをただ借りるだけの話。 

それなのに考えられないほど多くの手間がかかっているのです。 

 

だとすると企業が行う不動産取引ではさらに膨大な時間とコストがかかるのは容易に想像できます。 

そこでスマートコントラクトを利用した不動産契約であればこれまでのような 

コストや時間を大幅に削減できます。 

さらに不動産情報も一般に開放されることになります。 

 

誰しもが簡単にインターネットから不動産の情報を見ることが可能になるのです。 

スマートコントラクトは不動産業界そのものを破壊する技術だとも言えます。 

今までのような詐欺的な行いをしてきた不動産業者は窮地に追い込まれるでしょうね。 

 

スマートコントラクトは音楽の著作権管理にも活用することができます。 

日本でも JASRAC を筆頭に問題は山積み。 

アーティストに正当な対価が支払われなかったり楽曲使用料の管理が不透明だったり。 

当然著作権にも利権が絡んでおり金儲けを企んでいる者が余計なことをしているのが現状。 

それを打破する技術として期待されているのがスマートコントラクトです。 

 

スマートコントラクトを活用することで楽曲の使用料の徴収からアーティストへの 

著作権者の分配までの全ての管理を自動で行うことが可能。 

途中に余計な人間が利権を求めて介入することもなくなります。 

 

さらに著作権管理の透明性もスマートコントラクトによって担保されるのです。 

スマートコントラクトによって見える化ができるので不正ができなくなります。 

今後スマートコントラクトの活用によって正当にアーティストが評価されるようになるのです。 
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2-3.DAO(自律分散型組織) 

DAO とは社長が存在しない新しい組織の形のことです。 

読み方はダオでもディーエーオーでもどちらでも OK。 

DAO は Decentralized Autonomous Organzation(自律分散型組織)の頭文字を取ったもの。 

 

Decentralized は「分散している」 

意味は権力が一つに集中していないということ。 

社長が不在でどこにもでもメンバーがいる。 

 

Autonomous は「自律した」 

意味は自分の立てたルールに従うこと。 

ここで言うルールとは契約を自動で実行する仕組みであるスマートコントラクト。 

組織がルールに基づいて運営されると理解しておけば大丈夫! 

DAO はブロックチェーンの仕組みを使ってコミュニティや組織を作っていく事になります。 

 

DAO が新しい組織とするならこれまでの組織は株式会社。 

株式会社の特徴としては次の 3 つ。 

 人を雇う 

 社長が決定する 

 稼いだお金は会社のもの 

 

では DAO の場合はどうでしょうか? 

 人は勝手に入る 

 関係者みんなで決める 

 稼いだお金はみんなで分配 

 

株式会社の場合はこの仕事をしたいから人を雇うのが流れです。 

でも DAO だと誰かが「こんなことしたいなー」と言い出したら「それ良いね!」と思った人が集まる。 

そして気づいたら大きな規模になっているというイメージ。 

ある人はプログラムを書いてある人はデザインやライティングなど。 

各々が勝手に仕事をしているような状態。 

誰かに言われることなく自分でやることを見つけてやるのが DAO です。 

 

DAO ではある一人だけが決定権を持っているのではありません。 

そこが株式会社との大きな違い。 

株式会社だと社長が「このプロジェクトをはじめる!」と言ったらそれに従わないといけません。 

従業員の多くが「こんなプロジェクトなんかコケるのがわかってるからやりたくない」と 

思っていてもです。 
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社長が物事を決定するのが株式会社。 

ですが DAO には社長がいないのでみんなで決めることになります。 

誰かが「サブスクをやろう」と言い出しても過半数が「それはやりたくない!却下!!」と 

言ったらその案は通りません。 

DAO はみんなで投票して物事を決めていきます。  

 

株式会社では多くのお金が社長に集まります。 

億万長者を見ると大企業の社長がその名を連ねていることから明らかですよね。 

ですが DAO には社長という概念がありません。 

全員がリーダーでありフリーランスのようなイメージです。 

 

そのため貢献した分だけお金も分配されます。 

役職が上だから多くの給料がもらえるのではなく個人の能力によってお金が配られます。 

しかも分配する時にも人間は介入しません。 

あらかじめ決められたルールに沿って自動的に配られるのです。 

 

DAO に参加するのに学歴も地位も地域も関係ありません。 

さらに複数の DAO に参加することもできます。 

これまでの会社のように 1 社だけにこだわる必要もありません。 

自分が興味を持った DAO にどんどん参加することができます。 

フリーランス的な働き方を想像するとわかりやすいでしょう。 

 

DAO では自分の実力によって活躍の場が決まります。 

実力に基づいた公平な機会が得られるようになるのです。 

これまでの会社では活躍しにくかった個人の活躍の幅が広がる可能性があります。 

もしかするとあなたも DAO を立ち上げる日が来るかもしれませんね。 

 

DAO はスマートコントラクトによる自律的な運営が基本。 

そのため経営ですら人手要らずで自動化していくのです。 

今後はブロックチェーンや AI、ロボットはさらに発展していくでしょう。 

それに伴い人手に頼っている会社は徐々に減少していくと思います。 

今後は従来の株式会社のような組織か DAO のような組織で働くかを判断するようになるでしょう。 

 

本来の日本人は会社組織で働くよりも自営業として働いてきた歴史の方がずっと長いです。 

日本人にとって DAO という組織は良い選択肢になると思います。 

株式会社はピラミッド組織、DAO は和の組織と考えるとわかりやすいですね。 
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2-4.お金の正体 

古代の人類は生活に必要なものを物々交換で手に入れていました。 

漁師だったら魚を提供して猟師だったら肉を提供するという具合に。 

ですがこの物々交換だと上手くいかない場合があったのです。 

 

物々交換ということはほぼ同じ価値の物を交換するということ。 

腐りかけの魚と新鮮な肉ではつり合いが取れません。 

もちろん毎日一定量の食べ物が取れるなんてこともないです。 

 

そこで食べ物を直接交換するのではなく価値が変わりにくい別の物を交換に使うようになります。 

たとえば貝殻や塩や布といったもの。 

これで安心して物々交換ができる!と思った矢先。 

これらの品物は偽造をすることが可能であり自分でも製造可能でした。 

 

 

自分でも製造できることを良いことに悪用しようとする人が出てきてしまったのです。 

そこで登場したのが貨幣。 

金の小判や銀の粒、銅貨など様々な素材の貨幣が流通します。 

 

国の中では様々な貨幣が流通します。 

さらに時を経ると国同士で貿易による交流がスタート。 

世界中で通貨システムが統一されていきます。 

現代でも使っている紙幣と硬貨が登場するのです。 

この紙幣による通貨システムの起源は中世ヨーロッパまで遡ります。 

 

紙幣が発明される前は国王が金や銀、銅でできた延べ棒や硬貨を発行して商取引をしていました。 

金、銀、銅の中でも最も価値が高いのが金。 

ですが金は柔らかいため擦り減ったり他人に盗まれる危険性がありました。 

 

そこで人々は丈夫な金庫を持った金庫番に自分の金を預けます。 

金を預けた代わりにその証明書として預かり証を受けとります。 

つまり担保は金ということ。 

この預かり証が後の紙幣になっていきます。 

 

預かり証を金庫番に持っていけば金を引き取ることが可能です。 

ですが商取引のたびにいちいち金庫番のところに行くのが面倒になります。 

そこで預かり証だけで取引をするようになるのです。 

預かり証で物を売ったり、物を売った時は預かり証を受け取るように。 

金の預かり証であった紙が通貨としての機能を持つようになるのです。 
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街の人々にとって預かり証で取引するのはあまりにも便利すぎました。 

そのため預かり証が市場にどんどん出回ります。 

こうして金庫番のところに誰も金を引き取りにいかなくなります。 

その結果金庫番は有り余るほどの金を手にしました。 

 

ある時、金庫番は気づきます。 

「人々が一度に全ての金を引き取りに来ることはもうない。 

だから預かり証を勝手に発行してもばれないんじゃないの?」 

つまりお金を無から生み出すということです。 

 

預かり証というのはもともとは金を預かる代わりに渡していた紙。 

ですが金庫番は金を預けていない人にも利子をつけて預かり証を発行します。 

これが銀行の始まりと言われているのです。 

 

銀行を作ったかつての金庫番は一般市民に貸すよりも国王に貸し付ける方が儲かることに気づきます。 

国王は戦争のたびに多額の資金が必要になります。 

その資金を銀行家から借りるのです。 

 

もし戦争で国王が負けて借金を返せなくても担保にしていた財産が銀行家のものになります。 

戦争に負けようが勝とうが一番得をするのは銀行家なのです。 

 

戦争が起きるたびに銀行家は大儲けをしていきます。 

戦争とは銀行家にとってまさに打ち出の小づち。 

どんどん力をつけていった銀行家は王族とも血縁を結んで貴族となっていきます。 

貴族になった銀行家はさらにやりたい放題していくのです。 

 

銀行家は自分が持っている金よりも多くの紙幣を発行する権利を国王に認めさせます。 

何の価値の裏付けもない紙切れに価値をつけて人々に貸す権利を手にしました。 

銀行家にとって紙幣なんてものはただの紙切れだということは百も承知。 

 

そんな紙切れを貸す代わりに人々からは家、貴金属、宝石など価値のあるものなら 

何でも取ることが可能です。 

これが現代にも存在する紙幣と銀行の仕組みです。 
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3.D.AI.SY の報酬プラン 

3-1.直紹介ボーナス 

直紹介ボーナスの場合は自分が紹介した人が登録したら即座にウォレットに反映されます。 

その額は参加したティアの 5%です。 

例えば紹介した人がティア 1($100)を購入した場合。 

$100 の 5%なので$5 が直紹介ボーナスとしてウォレットに反映されます。 

 

3-2.3×10 マトリックスボーナス 

D.AI.SY では自分のすぐ下のラインには 3 つのラインがあります。 

それが最大で 10 段目まで続きます。 

それがマトリックス。 

各段数のことをジェネレーションと呼びます。 

 

マトリックスのイメージは次の通り 

 

 

10 段目までマトリックスのメンバー数は次の通り 

 

ジェネレーション メンバー数 

1 3 

2 9 

3 27 

4 81 

5 243 

6 729 

7 2187 

8 6561 

9 19683 

10 59049 
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3×10 マトリックスボーナスは自分のマトリックスに人が入ることでもらえるボーナス。 

 

ジェネレーション メンバー ティア 1～2 ティア 3～10 

1 3 4% 2% 

2 9 4% 2% 

3 27 3% 1.5% 

4 81 3% 1.5% 

5 243 3% 1.5% 

6 729 3% 1.5% 

7 2187 3% 1.5% 

8 6561 3% 1.5% 

9 19683 4% 2% 

10 59049 4% 2% 

 

マトリックスボーナスは自分が参加しているティアの段階によってボーナスが 

もらえる条件があります。 

 

ジェネレーション メンバー 直紹介人数 資産合計 

1 3 0 0 

2 9 0 0 

3 27 3 $1000 

4 81 6 $2000 

5 243 9 $4000 

6 729 12 $8000 

7 2187 15 $16000 

8 6561 18 $32000 

9 19683 21 $64000 

10 59049 24 $128000 

 

ただしティア 1 は条件はありません。 

 

2-3.マトリックスチェックマッチングボーナス 

マトリックスチェックマッチングボーナスは自分が直紹介した人に 

マトリックスボーナスが入った瞬間にその 10%が報酬になります。 

 

 

 

 



 
©Copyright D.AI.SY Information. All rights reserved.  

27 

2-4.10 世代のユニレベル・開発利益ボーナス 

10 世代のユニレベル・開発利益ボーナスとは直紹介を 1 段目としてメンバーが報酬を 

引き出したときのボーナス。 

このボーナスには上限はありません。 

直紹介を 1 段目としそのメンバーが報酬を引き出した場合はその 3.5%が報酬。 

直紹介以外のメンバーが引き出した場合はその 1%が報酬となります。 

 

2-5.ペースセッターゴールドボーナス 

ペースセッターゴールドボーナスは自分がペースセッターゴールドになることで獲得できるボーナス。 

ペースセッターゴールドになるためには次の条件を達成する必要があります。 

 登録から 30 日以内 

 24 人の直紹介 

 資金合計 128,000 ドル 

 

以上の条件を達成することでペースセッターゴールドになります。 

ペースセッターゴールドボーナスは D.AI.SY の寄付額から 1.8%、 

開発益から 1.25%の合計金額をペースセッターゴールドの人数で割った額を獲得できます。 

 

2-6.ペースセッターリーダーボーナス 

ペースセッターリーダーボーナスは自分の直紹介に 3 人のペースセッターゴールドを 

誕生させるともらえるボーナス。 

 

ペースセッターリーダーボーナスは D.AI.SY の寄付額から 1.8%、 

開発益から 1.25%の合計金額をペースセッターリーダーの人数で割った額を獲得できます。 

 

2-7.ビルダーズプールボーナス 

ビルダーズプールボーナスは FOREX の開発益が獲得できるボーナス。 

ファウンダーがテスト開発の開発費を投入しました。 

テスト開発の開発益をビルダーズプールボーナスを達成した人数で割った額が報酬になります。 

 

新規紹介 2 名で 5,000USDT 以上で 1 シェアとしてビルダーズプールボーナスを獲得できます。 

1 回限りにはなりますが 4 シェア以上で 2 倍のシェアボーナスも獲得可能。 

また 3 ヶ月連続で 4 シェアを達成すると報酬がずっともらえるライフタイムボーナスとなります。 

 

ビルダーズプールボーナスは毎月の達成者でボーナスが分配されます。 

月末締め翌々月はじめにウォレットに反映。 
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ビルダーズプールボーナスは期間限定のボーナスです。 

終了期限としてはどちらかが達成されるまで 

 FOREX の開発資金が 1 億ドルに達成してから 1 年後 

 2024 年 6 月 

獲得できるシェア数に制限はありません。 

 

2-8.アチーバープールボーナス 

アチーバープールボーナスはペースセッターゴールドを誕生させるともらえるボーナス。 

ファウンダーがテスト開発の開発費を投入しました。 

アチーバ―シェアを達成したシェア数で割った額が報酬になります。 

 

新規でペースセッターゴールドを誕生させると 1 シェアを獲得できます。 

またアチーバープールボーナスは報酬がずっともらえるライフタイムボーナスとなります。 

ただしアチーバープールボーナスを獲得するには次のどちらかの条件を満足している必要があります。 

 自分がペースセッターゴールドである 

 24 人の直紹介と資金合計 128,000 ドルである 

月末締め翌々月はじめにウォレットに反映。 

 

アチーバープールボーナスは期間限定のボーナスです。 

FOREX の開発資金が 1 億ドルに達成してから 1 年後または 2024 年 6 月の先に達成した方。 

獲得できるシェア数に制限はありません。 

 

D.AI.SY を始める流れは次の通り 

ビットポイントに登録 

↓ 

TronLink 作成 

↓ 

スワップ 

↓ 

D.AI.SY に登録 

 

次からビットポイントの登録方法を紹介します。 
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3.ビットポイントの始め方 

3-1.ビットポイントの登録 

ビットポイントのアプリをダウンロードします。 

iOS をお使いの方は下記のボタンをクリックしてください。 

 

 

Android をお使いの方は下記のボタンをクリックしてください。 

 

アプリのダウンロードができたらビットポイントへの登録を行います。 

ダウンロードしたビットポイントのアプリを起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/jp/app/bitpoint-%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/id1517332591?itsct=apps_box_badge&itscg=30200
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bitpoint.bitpoint&hl=ja&gl=US&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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「新規登録」をクリックします。 

 

 

お客様情報を入力します。 

 

 

入力する情報は次の通り 

口座 個人または法人を選択 

メールアドレス メールアドレスを入力 

携帯番号 SMS が受け取れる携帯番号を入力 

全ての情報が入力できたら「確認画面」をクリックします。 
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入力した情報が表示されます。 

内容に問題がなければ「次へ」をクリックします。 

 

 

入力したメールアドレス宛てに認証メール、入力した電話番号宛に認証コードが送信されます。 

 

届いたメールを開き URL をクリックします。 

パスワードの設定画面が表示されます。 

パスワードを入力します。 
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パスワードは次のルールに従って設定します。 

 8 文字以上 16 文字以下 

 半角英字、数字、記号から 2 種類以上 

 メールアドレスと同じ文字を 4 文字以上含まない 

 

認証コードは携帯電話に届いたコードを入力します。 

「設定する」をクリック。 

 

パスワードの設定が完了し仮登録ができました。 
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3-2.総合口座の開設 

「ホーム画面へ」をクリックしホーム画面に戻ります。 

総合口座開設の手続きを行います。 

「OK」をクリックします。 
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本人確認書類の説明画面が開きます。 

「口座開設の申込みに進む」をクリックします。 
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約款等の確認を行い「全て同意」をクリックします。 

「情報入力へ」をクリック。 
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お客様情報を入力します。 
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入力する情報は次の通り 

氏名 名前とフリガナを入力 

性別 性別を選択 

国籍 日本を選択 

米国納税義務 米国居住者を選択 

生年月日 生年月日を入力 

住所 免許証に掲載の住所を入力 

電話番号 電話番号を入力 

メールアドレス メールアドレスを入力 

取引契約締結の主目的 目的を選択 

職業 職業を選択 

年収 年収を選択 

金融資産 金融資産を選択 

勤務先名称 任意 

所属部署 任意 

役職 役職を選択 
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全ての情報の入力ができたら「確認へ」をクリックします。 

 

入力した情報が表示されます。 

内容に問題がなければ「本人確認書類の提出へ」をクリックします。 
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本人確認書類アップロードの説明画面が表示されます。 

「同意して進む」をクリック。 
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ご利用規約の画面が表示されます。 

「同意して次へ進む」をクリック。 
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提出する本人確認書類の種類を運転免許証またはマイナンバーカードから選択します。 

「注意事項を確認しました」を選択。 

「次へ進む」をクリックします。 

 

 

「撮影開始」をクリックします。 

 

 

写真は表面、斜め上、裏面、顔正面、首振りが必要となります。 

指示に従って撮影を行います。 

撮影終了後に本人確認書類の提出が完了します。 
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総合口座開設のお申し込みができました。 

 

ビットポイント側で行われる審査を通過すると口座開設完了のメールが届きます。 

 

3-3.出金先口座の登録 

口座開設が完了したら出金先口座の登録を行います。 

口座開設完了のメールの URL をクリックしログインします。 

ログイン画面が表示されます。 

「メールアドレス」と「パスワード」を入力し「ログイン」をクリックします。 
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二段階認証が求められる場合は SMS に送信された認証番号を入力します。 

「認証する」をクリック。 

 

出金先口座情報を入力します。 

「確認」をクリックします。 

 
出金先口座情報の登録ができました。 
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3-4.ビットポイントの入金方法 

ビットポイントに入金を行います。 

「入出金」をクリックします。 

 
「入金」をクリックします。 
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入金方法を選択します。 

 

入金する金融機関を選択します。 

入金額を入力します。 
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入金口座が表示されるので口座に入金をします。 

 

以上でビットポイントへの入金ができました。 
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3-5.トロンを購入する方法 

ビットポイントでトロン(TRX)を購入します。 

「買う」をクリックします。 

 

購入する金額を入力します。 

ただし購入できる金額は購入可能額に表示された額までとなります。 

「確認画面へ」をクリック。 
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「確定」をクリックします。 

 

以上でトロン(TRX)の購入ができました。 

 

3-6.ビットポイントの出金方法 

ビットポイントから他のウォレット等に出金を行います。 

「入出金」をクリックします。 
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「出金」をクリック。 

 

送信先のアドレスを追加します。 

「追加」をクリック。 
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送信先のアドレスを新規追加します。 

ラベルに好きな文字を入力します。 

アドレスを入力します。 

受取人との続柄を選択。 

出金先を選択します。 

「追加」をクリックします。 
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登録のメールアドレス宛てに認証用メールを送信します。 

「再送」をクリックします。 

 

 

「OK」をクリックします。 
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送信されたメール内の URL をクリックします。 

 

 

メールの認証が完了しました。 
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ビットポイントのアプリに戻ります。 

「次へ」をクリックします。 

 

「認証番号の取得」をクリックします。 
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登録の電話番号宛に SMS を送信します。 

「OK」をクリック。 

 

認証番号が SMS に送信されました。 

「OK」をクリック。 
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SMS に送られた認証番号を入力します。 

「OK」をクリックします。 

 

出金先アドレスが追加されました。 

「OK」をクリックします。 
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出金先のアドレスが登録された旨のメールが届きます。 

 

 

先ほど追加した送信アドレスを選択します。 

トロンの出金数量を入力。 

「確認画面」をクリックします。 
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出金内容の確認画面が表示されます。 

出金するには認証番号が必要となります。 

「認証番号の取得」をクリック。 
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認証番号が SMS に送信されました。 

「OK」をクリックします。 
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SMS に送られた認証番号を入力します。 

「出金」をクリック。 
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送信先のアドレスにトロンが送信されました。 

 

以上がビットポイントの送金方法となります。 
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4.TronLink の始め方 

4-1.TronLink の新規作成 

TronLink のアプリをダウンロードします。 

iOS をお使いの方は下記のボタンをクリックしてください。 

 

Android をお使いの方は下記のボタンをクリックしてください。 

 

クリックしたら通常のアプリと同じくダウンロードをしてください。 

アプリのダウンロードができたら TronLink（トロンリンク）ウォレットを新規作成していきます。 

TronLink は全て英語になります。 

「Create Account」と書かれた黄色いボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/tronlink-trx-btt-wallet/id1453530188?itsct=apps_box_badge&itscg=30200
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tronlinkpro.wallet&hl=ja&gl=US&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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規約が出てきますので下までスクロールして「Accept」が青くなったらクリックして規約に同意します。 

 

 

名前を入力する画面が出てきます。 

名前は 1~14 文字の英数字で入力します。 

これが TronLink ウォレット(財布)の名前になります。 

名前を入力したら「Next Step」をクリックします。 
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パスワード設定画面が開きます。 

パスワードを入力します。 

パスワードは大文字、小文字、数字の組み合わせで８文字以上。 

またパスワードには下記の文字が必要となります。 

 半角大文字１文字以上 

 半角小文字１文字以上 

 半角数字１文字以上 

合計 8 文字以上を入力すると全てのチェック項目が緑色になります。 

 

「Next Step」をクリックするとパスワードを再入力する画面が出ます。 

 

 

ウォレット作成時のパスワードを忘れた等の問い合わせを多数いただいています。 

パスワードを忘れてしまうとウォレット内の操作ができなくなることがあるので 

絶対に忘れないようにしてください。 

絶対にパスワードを紛失をしないようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど入力したパスワードを再度入力し「Confirm」をクリック。 
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次は秘密鍵が表示される画面が表示されます。 

「Got it」をクリックします。 

 

 

 

 

画面に 12 個の英単語が表示されます。(今回は一部のみ表示させています) 
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この秘密のカギは絶対なくさないように番号と単語を保存しておいてください。 

携帯が壊れたり紛失した場合でもパスワードとこの秘密鍵があれば復元できます。 

忘れずに 12 個の単語をメモして保管してください。 

 

「QR Code」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR コードが表示されます。 



 
©Copyright D.AI.SY Information. All rights reserved.  

66 

QR コードも忘れずに保管しておいてください。(今回表示している QR コードはダミーです) 

「I have saved it securety」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後＃と番号が表示されます。 
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求められた番号と同じ単語を下のところから選び「Next Step」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合だと今度は#9 なので下から同じ単語を選び「Carry out」をクリック。 
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これで TronLink ウォレット(財布)が完成!! 
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4-2.TRX 以外の通貨の追加 

TronLink には TRX(トロン)以外の通貨も追加することができます。 

D.AI.SY では USDT が必要になるため USDT を扱えるように設定していきます。 

「プラスマーク」をクリックしてください。 

 

USDT の横にある「プラスマーク」をクリックします。 
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USDT が TronLink ウォレットに追加されました。 

 

これで TronLink ウォレットでも USDT を扱うことができるようになります。 
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4-3.表示通貨の変更 

TronLink で表示される通貨の単位を変更します。 

android の方は最初からドル表示になってるようですが iPhone は設定が必要です。 

メニューバーの「My」をクリックします。 

「Settings」をクリック。 

 

Currency が「CNY」になっている場合は通貨単位を変更します。 
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「USD」にチェックを入れます。 

 

Currency が「USD」に変わりました。 

これで通貨単位の変更が完了です。 
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4-4.Backup Private Key の確認方法 

TronLink を復元するには「ウォレット作成時のパスワード」と「Backup Private Key」が必要です。 

Backup Private Key(バックアップブライべートキー)の確認方法を説明していきます。 

TronLink の下にあるメニューバーの「My」を選択し「Wallet Management」をクリックします。 
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その中の「Backup Private Key」をクリックします。 

 

 

パスワードの入力が求められるのでウォレット作成時のパスワードを入力します。 

 

 

 

 



 
©Copyright D.AI.SY Information. All rights reserved.  

75 

パスワードを入力したら「Done」をクリック。 

 

「スクリーンショットを撮らないでください!」という警告表示が出ます。 

「Got it」をクリックするとバックアッププライベートキーが表示されます。 
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 「Copy」を押すとバックアッププライベートキー(黒部分)がコピーされます。 

 

 

「QR code」をクリックすると QR コードが表示されます。 

 

バックアッププライベートキーも QR コードもとても大切なものです。 

なので両方とも他人には絶対に渡さないでください 
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「I have save it securety」を押すと前の画面に戻ります。 

 

 

以上がバックアッププライベートキーの確認方法でした。 

TronLink ウォレット作成時のパスワードとバックアッププライベートキーは非常に大切なものです。 

絶対に忘れないに保管しておいてください。 

パスワードを忘れてしまった場合は復元できないのでくれぐれもご注意を! 
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4-5.TronLink への入金方法 

入金するために TronLink ウォレットの「Receive」をクリック。 

そうすると QR コードとあなたのウォレットアドレスが表示されます。 

これで入金を受けるための準備ができました。 

通貨を送金する取引所のアプリ等で表示された QR コードを読み込む。 

または「Copy the collection address」をクリックしてウォレットアドレスをコピー。 

 

コピーしたウォレットアドレスをコインを送金する取引所のアプリ等に貼り付けて送金させます。 

TronLink ウォレット同士で入金と送金をする場合は特に問題はありません。 

ですが他の取引所から送金をする場合は ERC20 または TRC20 を確認してください。 

TRC20 であることを確認してから送金してください。 
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TronLink ウォレットの「Receive」をクリックする以外の方法でウォレットアドレスまたは 

QR コードを表示する方法をご紹介します。 

TronLink ウォレットには現在使用可能な通貨が表示されていると思います。 

TronLink ウォレットに表示されている通貨をクリックします。 

そうするとウォレットアドレスとお金が表示されます。 

そして「Receive」をクリックします。 

 

 

ウォレットアドレスと QR コードが表示されます。 

QR コードを読み込むか「Copy the collection address」をクリックしてウォレットアドレスを 

コピーしてください。 

 

以上が TronLink の入金方法となります。 
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4-6.TronLink からの送金方法 

TronLink ウォレットから他のウォレットに送金する方法をご紹介します。 

ウォレットの合計金額か書かれてるところの下に「Send」ボタンをクリック。 

 

 

「Receiving account」のところに直接相手の方の受け取りアドレスを貼ります。 

それかまたは横のΘこんな感じのマークを押すと QR コードを読み取る画面が開きます。 

そして相手の方の QR コードをスキャン。 

「Amount」に送金したい金額を打ち込み「Send」を押すと確認画面が開きます。 
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「Confirm」を押すとパスワード入力画面が出ますのでパスワードを入力したら送金完了！ 

 

以上が TronLink の送金方法となります。 
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4-7.スワップする方法 

スワップとはある暗号通貨を別の暗号通貨に変換すること。 

TronLink でスワップを行います。 

「Swap」をクリックします。 
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変換する金額を入力します。 
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「Instant Swap」をクリックします。 
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「Confirm」をクリックします。 
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パスワードを入力します。 

「Done」をクリック。 
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スワップができました。 

 

 

4-8.他の端末に TronLink を移動させる方法 

他の端末に TronLink を移動させる方法は次の通り 

移動させる TronLink の情報を出す 

↓ 

TronLink を受け取る 

 

他の端末に TronLink を移動させるには「Backup Private Key」が必要です。 

「Backup Private Key」の確認方法をご紹介します。 
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Tronlink の下にあるメニューバーの「My」を選択し「Wallet Management」をクリック。 

 

その中の「Backup Private Key」をクリックします。 
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パスワードの入力が求められるのでウォレット作成時のパスワードを入力します。 

 

パスワードを入力したら「Done」をクリック。 
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「スクリーンショットを撮らないでください!」という警告表示が出ます。 

「Got it」をクリックするとバックアッププライベートキーが表示されます。 

  

 「Copy」を押すとバックアッププライベートキー(黒部分)がコピーされます。 
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「QR code」をクリックすると QR コードが表示されます。 

 

以上が TronLink の情報を出す方法でした。 

ここから違う端末を使って TronLink を受け取ります。 

 

TronLink を受け取る端末を用意します。 

TronLink のアプリを起動します。 

「＋」アイコンをクリックします。 
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「Import Wallet」をクリックします。 

 

「Backup Private Key」を読み込むためにカメラを起動します。 

「―」アイコンをクリックします。 
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先ほど表示した QR コードを読み込みます。 

 

「Backup Private Key」が読み込まれました。 

「Next Step」をクリックします。 
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「Wallet Name」に任意の文字を入力します。 

パスワードを設定します。 

同じパスワードを「Reenter Password」に入力。 

「Import Private Key」をクリックします。 

 

以上で他の端末に TronLink を移動させることができました。 
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5.D.AI.SY の始め方 

5-1.D.AI.SY の登録方法 

D.AI.SY に参加するにはまずは 100USDT が必要になります。 

そして TronLink ウォレットの送金手数料に使われる TRX(150TRX 分)と合わせてご用意ください。 

費用が足りていないとエラーが出て D.AI.SY のアカウント作成ができないのでご注意ください。 

あなたの TronLink ウォレットに TRX と USDT があることを確認したらメニューの「Browser」 

または「Discover」をクリック。 
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すると次のようなウェブサイトにアクセスするための画面が開きます。 

 

この検索窓に紹介者からもらった紹介リンクを貼り付けます。 

D.AI.SY(デイジー)は他人からの紹介がないと参加できません。 

紹介者に紹介リンクを送ってもらうか下記のリンクをコピーしてお使いください。 

 

https://daisy.global/r/natsuki 

 

コピーした紹介リンクを TronLink の検索窓に貼り付けることで D.AI.SY に参加できます。 

 

検索窓に紹介リンクを貼りつけると D.AI.SY(デイジー)の開発益確認ページが開きます。 

ページを下までスクロールします。 
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「REFERRED BY」には紹介者のユーザーネームが表示されます。 

「USERNAME」にはあなたのユーザーネームを入力します。 

使用できるのは半角小文字と数字です。 

次に進めない場合は使用されてるユーザーネームなので数字を足すなどかえてください。 

このページ内で入力するのは「USERNAME」のみです。 

「WALLET ADDRESS」にはあなたのウォレットアドレスが表示されます。 
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「I read and understood the Disclaimer conditions(免責事項を読み理解しました)」に 

チェックを入れます。 

免責事項については「Daisy Disclaimer Conditions.pdf」をクリックすることで確認できます。 

一番下の「I wish for my liquidity～」にはチェックを入れないようにしましょう。 

「新規登録」をクリック。 

 

 

もしここでエラーが出た場合は入金が済んでいない可能性があります。 

D.AI.SY に参加するための 100USDT と TronLink ウォレットの送金手数料に使われる 

TRX(150TRX 分)が必要です。 
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認証画面がポップアップします。 

「Safe Mode」をクリックして「Continue」を押しましょう。 

 

「Comfirm」をクリックします。 
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パスワードの入力画面が表示されます。 

パスワードは TronLink ウォレットを作成時のものになります。 

パスワードを入力して「Done」をクリックしてください。 

 

 

「Comfirm」を押してください。 
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再度パスワードを入力する画面が出てきます。 

もう一度パスワードを入力して「Done」をクリックします。 

 

 

「Comfirm」を再度クリックします。 
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再度パスワードを入力します。 

何度もパスワードを入力する作業がありますがアップデートで改善されるかもしれません。 

 

 

黒い画面の真ん中に緑の「Complete Tier Purchase」のボタンが出るので押します。 

もう一度パスワードを入力する画面が出たら押してください。 
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D.AI.SY の登録が完了です。 

 

5-2.D.AI.SY のティアをアップグレードする方法 

D.AI.SY（デイジー）においてのティアとは階層のことです。 

AI 開発クラウドファウンディングは 10 のティア（階層）にわかれています。 

$100、$200、$400、$800、$1600、$3200、、、と倍々で増えていきます。 

ティア 1 は登録の時に購入しています。 

次はティア 2 の＄200 の支払いをします。 

TronLink に TRX と USDT が入っていることを確認します。 

TRX はひとつのティアごとに 150 あれば充分に足ります。 

 

＄100 のティアを購入した時 50％の$50 は運用に$50 は AI 開発のクラウドファウンディングに 

利用されます。 

ティア 1～7 は 50:50 

ティア 8～10 は 30:70 

VIP は 100％でエンドテック社が運用します。 

つまりティア 8 からは 30％がクラウドファウンディングに 70％が運用に割り当てられます。 
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D.AI.SY のティアをアップグレードする方法を解説していきます。 

D.AI.SY 開発益確認画面の「Crowd」のティア 2 を選びます。 

「Confirm payment」をクリックします。 

 
金額が表示されます。 
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「Confirm」をクリックします。 

 

 

パスワードの入力画面が開きます 

パスワードは TronLink ウォレットを作成時のものになります。 

パスワードを入力して「Done」をクリックしてください。 

 

購入が完了します。 
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ティアは順番にしか買えません。 

ティア 1 なのにいきなりティア 3 を買おうとしたら「まだ早いようです．．．」と言われてしまいます。 

 

 

ティア 2 の購入が終わってからティア 3 と順番に購入を進めていきましょう。 

ティア 2 の購入が終わっていればティア 3 もこのように購入できる状態に変わります。 

 

以上が D.AI.SY のティアのアップグレード方法でした。 


