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尊敬する皆様！
ご存知の通り、私たちは、世界が急速に変化している中で、世界のすべて
のプロセスが加速している時代に生きています。
石器時代以来、人間は長く働き、食料のために苦労してきました。意識の発
達とともに、人は自分の宿命が幸せであることと認識し、自分の仕事を容易
にする方法を思いつき始めたのです。そのため、最初の蒸気機関、機関
車、鉄道、最初のコンピュータ、それがなければ現代社会が想像できないよ
うなガジェットなどを作り出しました。有用な発明のおかげでは、人がより自
由になり、自分の欲望と機会を実現するためのより多くの手段と時間を見出
してきました。人が好きな趣味ができるようになり、友人とコミュニケーション
できる暇を手に入れました。そして、人間の可能性は底がないのでまだ多く
の発見が残っているに違いないと思います。
私は「Vitsolutions」、LLC会社の創業者および暗号化愛好家として、私が
収集したチームと一緒に、「World Bit Bank」（WBB）プロジェクトという世界
の最初の国際暗号通貨銀行の開発に2年以上取り組んでいます。このプロ
ジェクトの既存の金融の世界への実現と実装は、誰もが分散型でモバイル
で、あなたが 家 を 離 れることなく、お 金 を 稼 ぐことができるようでブロック
チェーン技術が確保する新しい金融の世界に積極的に参加することを可能
にします。おかげで人々は友達や趣味に長い時間を残すことができるし、よ
り幸せになり、より自由になります。
私たちのプロジェクトに参加してください。そして、新しいテクノロジーは人類
の未来であり、あなたは未来の創造者であることを忘れないでください！

                                                                            イゴーリ・ロマーネンコ
World Bit Bankプロジェクトの創業者

Vitsolutions、LLC会社の創業者
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はじめに

21世紀はインターネットの新しい世界です。インターネットは、迅速かつ連続

的な接続をリアルタイムで可能にし、人々の間の相互作用を変化させまし

た。将来、人間活動のプロセスの大半は、ブロックチェーン技術を含むデジ

タル技術の使用によって発生されるでしょう。これは、金融分野にも当ては

まります。なぜなら、金融分野の現在の状況は、そのサービスへのアクセス

が難しいために人の大部分に適合しないからです。同プロジェクトには、新

しい暗号金融テクノロジの開発と、既存の金融および銀行システムへの導

入が含まれます。さらに、同プロジェクトの実施により、私たちのチームに

よって開発されたブロックチェーン技術に基づいて動作するWorld Bit 
Bankエコシステムで、リアルタイムかつ無償で短期間で迅速に取引を行う

ことができるようになります。

 

「私たちは常に今後2年間で発生する変化を過大評価してしまい、

今後10年間で発生する変化を過小評価してしまします。

リラックスして不活発になるのはだめですよ。」

 
ビル・ゲイツ、技術者・慈善家

 



市場の問題および課題

そこで、主な課題とは、デジタル技術、金融技術、ブロックチェーン技術が現

金取引をリアルタイムかつ無償でどのように提供できるかということです。

 
以前の金融取引の仕組みは、銀行やVisa、SWIFTなどのシステムの存在を

意味していました。1998年にPayPalシステムが作成され、インターネットを

利用したマネー取引の移転が改善されました。その結果、4つの構成要素、

場合によっては8つの構成要素に基づいて、現金取引の移転のための銀行

構造が形成されました。その構成要素とは、つまり、プラスチックカードを発

行してサービスを提供する銀行、プラスチックカードを扱うATMを所有する

銀行、プラスチックカードのメンテナンスをする会社、そして、カードで買物を

する店のことです。この構成は、各構成要素がシステムを通じて支払いを行

うために手数料を取るので、非常に面倒です。現在の状況では、このシステ

ムは時代遅れであるため、オープンソースの機能に基づいたブロックチェー

ンのシステムであるシステムが作成されました。今日では、このプロセスの

一部であるデジタル識別および暗号通貨なしで、金銭取引の交換のための

システムを開発することは不可能です。それが、新しい金融界の暗号通貨

が基本的な役割を果たす理由です。



「暗号通貨はエキサイティングな新技術です。」

ビル・ゲイツ

 

問題の解決は「World Bit Bank」
プロジェクトの実施
 
我々はすでに、欧州連合（EU）の立法分野で合法的にこのプロジェクトを実

施する目的でICOを行う会社（World Bit Group OÜ, registrikood 
14417301 asukoht Parda th 4-411 Tallinn）を設立しました。

2018年2月、同社は、エストニアのマネーロンダリングとテロ資金調達に関

する法律に完全に準拠した暗号通貨、つまり仮想通貨交換、仮想通貨ウォ

レットサービス(https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478888, 
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478892)を使用する許可を受け

ました。

このプロジェクトには、技術の開発と、World Bit Bank（WBB）というブラン

ドの下で国際暗号通貨銀行の創設が含まれています。その銀行の作業は、

2つの重要な技術に基づいています。

第一目はモバイル技術で、リアルタイムで通貨取引を交換する手段、

第2目はブロックチェーン技術でWorld Bit Bankのエコシステムにおけるす

べての経済運営を計算する単位としての暗号通貨（Wibcoinトークン）の使

用。

暗号通貨の歴史を通じて、暗号通貨を世界中で利用可能な従来の決済手

段に変換するためのかなりの試みがなされてきたのです。しかし、この方向

への成功はあまり大きくありません。

 
  

https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478888
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478892
https://mtr.mkm.ee/taotluse_tulemus/478892


暗号通貨の保管は、通常の顧客にとっては複雑な手順です。その結果、顧

客は暗号化通貨を第三者に預かることになるしかありません。この方法で

は、暗号通貨の重要な特性の1つ、すなわち自己資産の制御は破壊されて

しまうことになります。また、暗号化通貨を1つだけ使用できる仮想通貨ウォ

レットを利用する際にも問題があります。World Bit Bankの顧客は、単一の

暗号通貨に限定されるべきではなく、資産の経済全体にアクセスできる必

要があります。

モバイルアプリケーション「WBB Wallet」は、トークンとデビットカードを組み

合わせたメカニズムであるため、これらの問題に対する解決策を提供しま

す。

同プロジェクトは、支払カード「World Bit Bank」と「WBB Wallet」という二

つの要素で構成されています。

支払いカード「World Bit Bank」は通常のVisa / Mastercardシステムのデ

ビットカードです。でも、支払いは標準ERC20を含む暗号通貨で行われま

す。つまり、BTC、ETHなどの暗号通貨でコーヒー代を払うことができるよう

になります。

「WBB Wallet」はモバイルアプリケーションです。

その結果、現実世界で暗号通貨を使用する可能性を手に入れられます。

例えば、

ジョンさんは支払いカード「World Bit Bank」を持っており、$3でスナックを

購入したいと考えています。

それに、ジョンさんは常に「WBB Wallet」アプリに登録して、アカウントを設

定しておきました。また、WBBやBTCのようないくつかの通 貨でトランザク

ションを行うことができる機能も設定しておいたのです。

それで、ジョンさんはスキャナ上にカードをかざすと、「WBB Wallet」システ

ムはVisa Network APIからの取引の詳細を要求します。



「WBB Wallet」は、インタフェースで取引所のWBBまたはBTCの為替レート

を要求し、また、ウォレット契約で十分な金額の利用可能性をチェックしてお

きます。

要求結果が成功すると、 「WBB Wallet」がトランザクションを承認し、っジョ

ンさんは自分の携帯電話にトランザクションの通知書を受け取ります。

「WBB Wallet」アプリケーションでは、ジョンさんはスナックに費やされた

WBBまたはBTCの正確な量を確認することができます。

World Bit Bank（WBB）は、「WBB Wallet」というデジタル手段を持ってい

れば、同銀行の顧客が世界のどの暗号化通貨でも決済することを可能にし

てくれます。



銀行を創設するには、多くの条件を遵守する必要があります。主な条件の1
つは、銀行取引や金融取引を行うためのライセンスを取得することです。そ

してもちろん、情報技術とインターネットの発展の時代には、プロジェクトに

よって設定されたタスクを解決できる技術の開発と実装が行われることも条

件となっています。

同暗号通貨銀行を作成するプロジェクトでは、米国、カナダ、ドイツ、スイス、

英国、日本、インド、オーストラリア、トルコ、ブラジルなどの世界の銀行や金

融界に新しい技術と暗号通貨を導入する目的で、10の銀行の購入が想定

されています。最初の営業銀行は欧州連合（EU）の領土内で購入される予

定です。銀行は常に営業している銀行なので、必要なすべてのライセンスを

持っていることになっています。

World Bit Bankという暗号通貨銀
行とは

このプロジェクトは、欧州連合（EU）に登録された運営会社「ワールドビット

グループ（World Bit Group）」に基づいて開始されます。中央事務所は、

スイスのツーク州に位置しています。プロジェクトチームは、銀行業務、IT専
門家、マーケティング担当者、ファイナンシャー、弁護士などの専門家で構

成され、利益を生み出し、ビジネスやクライアントのための高品質な製品を

創出することを目的としています。



技術の開発と実装

「World Bit Bank」（WBB）プロジェクトは、ブロックチェーン技術から成長し

た、5Gファイナンスに関連する技術ソリューションの開発です。その特徴は

以下の通りです。

● 絶対的なクロスボーダー性。

● クロスプラットフォーム。

● 使いやすさ。

● 瞬時の操作。

● お金は常にクライアントの管理下にあります。クライアントの知識なし

にクライアント資金を管理することは不可能です。

● 取引手数料が低いかゼロ。

● 暗号化による高度のセキュリティ。

● オープンソースのAPI。
● 原点の完全な透明性と口座間の資金移動の透明性。

● 認証。

 

  



では、クロスボーダー性について言えば、それはブロッキチェーン技術がた

ちの「World Bit Bank」エコシステムにおいて、銀行間の支払いのための登

録簿として適用されることです。

銀行システムでは、2つの銀行間の銀行間決済*が、別の銀行を代理して犠

牲して行われ、常に中央銀行を通じて行われます。これらの決済は、複数

の中央コピーを使用して、単一の支払いシステム内で実行されます。 カウン

ターパーティのリスクを最小限に抑えるために、各銀行は各支払いシステム

のための準備勘定を維持しなければならないことになっています。

私たちの銀行のそれぞれは、登録簿を作成するWorld Bit Bankのエコシス

テムのメンバーであるため、銀行間の決済を行うためには、中央銀行と取

引銀行を通じてマネー取引を行う必要はありませんし、準備勘定口座を開

設しなくてもいいです。取引先の通貨基金は銀行間で直接開催されるから

です。

 

*銀行間決済は、銀行間のコルレス・リレーションズの上で実施されるもので、すなわち、一方の銀行が代金を支払って決
済することに関する契約上の関係、他方を代償として行う銀行間の決済のことです。



「顧客を知る」という手順。(KYC – “know your client”).
欧州連合（EU）加盟国の法律に基づき、銀行はKYC手順の下で顧客の身元

を確認することが求められています。この手順は、クライアントとの共同作業

の開始時および作業中の両方で実行されるものです。場合によっては、こ

の手順に非常に時間がかかり、銀行の顧客にとって多くの問題と不都合が

生じることがあります。

ブロックチェーン技術の使用で、顧客データの単一のデータベースを作成し

ます。

顧客データはブロックチェーンで確実に登録され、World Bit Bankの銀行

グループにのみ利用可能となります。このために、World Bit Bankという私

立ブロックチェーンが開発されます。

銀行から顧客に提供されるデジタル文書へのアクセスは、World Bit Bank
エコシステムで事前に特定されたWorld Bit Bank銀行グループの従業員

のみが利用できます。

たとえば、顧客は複数の金融商品を一度に手続きしようとします。この場

合、各製品について、顧客は、KYC手順でチェックに合格するだけでなく、自

分の身元を証明する書類のパッケージを別途提供する必要があります。ブ

ロックチェーン技術を使えば、、顧客の身元を確認する「永久」の書類を作

成することができます。、顧客の銀行口座、パスポート、ガス料金、病歴、ま

たは、チェーンの一部を証拠として使うことができます。

 



マネー・トランザクション

マネー・ローンダリング（AML）に対抗する新たなイニシアチブにより、マネー

・トランザクションの実施は現在非常に困難な事業となっています。ブロック

チェーン技術に基づいた当社の「World Bit Bank」エコシステムは、お金の

出所と場所を証明することができるので、破壊または変更できないトランザ

クション・レジスタを作成することにより、このような状況を容易にすることが

できます。

 

 



信用状に基づく決済

信用状*は両当事者の安全を確保するように設計されています。信用状の

下で支払いを行うには数日かかるが、（Ethereumブロックチェーンにおい

て）ブロックチェーン技術とスマート契約を使用することで、このプロセスを加

速して自動化することができます。信用状を計算するためのルールは、当

社の銀行が作成したスマート契約に含めることができます。買い手と売り手

のために、スマート契約との支払いや取引に使用できる現金がある口座は

ブロックチェーン上に開かれます。スマート契約は、信用状の下で支払の規

則を規定している弊社の銀行によるブロッキングのシステムで作成され、適

用されます。

買い手も、売り手も、銀行も、次のようにスマート契約で信用状を扱うことが

できるようになります。

● 契約の条件を要求すること。

● 商品の運送を確認すること。

● 支払いを確認すること。

● 運送会社の販売者による商品の譲渡の確認、確認の確認などできま

す。

銀行口座間の資金移動は、銀行および運送会社からの確認のスマート契

約による検出時に自動的に行われます。

スマート契約を持つすべての取引は、公開鍵で署名され、「World Bit 
Bank」エコシステムのブロックチェーンに登録されます。

*信用状は、特定の条件（条件付きコミットメント）下での商品の販売者への支払いの保証です。



弊社は、暗号通貨の支払いと交換のために、暗号端末のネットワークを開

発し、作成する予定です。

顧客のデジタル資産の識別と保管。

アクセスを制御し、IDを管理し、保護されたイベントログとして機能するブ

ロックチェーン技術を使用して、暗号通貨銀行であるWorld Bit Bankは顧

客の情報、暗号通貨、またはデジタル資産を格納することができます。

 
World Bit Bankのネットワークの顧客は、その機密性の暗号保証付きの情

報を交換することができます。

 
 
 
 
 



弊社の目標は、伝統的な銀行部門の

サービスを電子プラットフォームの機能

によって定性的に補完し、銀行取引に

暗号通貨を導入し、日常生活の中で普

通の人々が暗号通貨を使うのを助ける

ことです。



Wibcoin（WBBC）暗号通貨

目的と概要

World Bit Bankプロジェクトでは、支払い、通貨換算、バリューストレージな

どの日常的なデジタルサービスの公開鍵暗号通貨として考案された、

Ethereum標準に作成されたトークンであるWibcoin（WBBC）が導入されて

います。

Wibcoin（WBBC）は、「World Bit Bank」エコシステムにおけるすべての経

済運営を計算する単位となり、他のデジタルサービスとの相互作用の基礎

となります。

使用：EthereumおよびERC20標
準

Wibcoin（WBBC）トークンは、ERC20 標 準 *として 公 開 ブロックチェーン

Ethereumに実装されます。

Ethereumというブロックチェーンは、デジタル資産とスマート契約を発行す

るための標準です。ERC20標準では、開発ツール、ヴォレット、交換機など、

Ethereumエコシステムの既存のインフラストラクチャと互換性のある標準

に基づくトークンが導入できるシステムのことです。



スマート契約を展開するEthereumブロックチェーンシステムの能力とは、

暗号通貨の複雑な発行を実現することです。 高度な機能と活発なエコシス

テムを備えたEthereumは、Wibcoin（WBBC）にとって理想的です。
 
* ERC20 はEthereumトークンの標準です。  https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20

Wibcoin（WBBC）を
1.000.000.000.000トークンでリ

リースする予定です。

 
すべてのWibcoin（WBBC）トーク

ンは、エテリアムがスマート契約に

入ると発行されます。

https://github.com/ethereum/EIPs/issues/20


同プロジェクトの利点

プラスチックカード：

 
❖ 暗号通貨銀行World Bit Bankは、銀行

通貨カードVISA / Mastercardおよび暗

号通貨支払いを行うためのその他の支

払いシステムのカードをいくつか発行しま

す。

❖ 「World Bit Bank」が発行するプラスチッ

クカードは、Bitcoin、Dash、Ethereum
（ERC20標準を含む）などのほとんどの暗

号化通貨をサポートします。これにより、

すべてのWorld Bit Bankの顧客は、暗

号通貨を保管し交換することができま

す。

価格

取引および資金の移転に対する手数料が低い。

透明性

取引の全履歴（金銭取引、契約書、その他の記録）へのアクセスは、World 
Bit Bankエコシステムのすべての参加者に常に開かれています。



モバイルアプリケーション「WBB Mobile Banking」が開発され、これを通じ

た国際決済が行われます。このソリューションでは金送コストを90％削減

し、約3秒でトランザクションを行うことができます。

モバイルアプリケーションをダウンロードした後、ユーザーはプロフィールの

詳細を記入しなければなりません。そして、その後に支払いを行うことがで

きるようになります。

同モバイルアプリケーションはPayPal; PayTMなどサードパーティの支払い

システムと統合されます。

「WBB Mobile Banking」というアプリケーションを使用すると、世界中のす

べての国に支払いが送信されます。

 

 

スピード

制限なしで暗号通貨による即時

支払い。

NFC、QR; ApplePay; 
AndroidPayによる非接触支払

い。

モバイルアプリケーションウォ

レット "WBB Wallet"。
モバイルバンキング「WBB 
Mobile Banking」。
PayPal; PayTMなどサードパー

ティの支払いシステムとの統合



適法性、信頼性：

完全な敵法的暗号通貨で、ビジネスや税金の支払いに使用できます。

「ブロックチェーン技術がテロリストに役立たないものにするのはあらゆる新

技術にとって挑戦だ」

ビル・ゲイツ

 
「法律的範囲は、暗号通貨の新しい未来が構築される土台です。そして、誰

もが強く安定した基盤を構築することがいかに重要であるかを理解していま

す。」

 
マッティア・ロッタッギ、 "Crypto Valley Association"、スイス、ツーク州。

 
欧州の金融市場は、破産や詐欺の事実がほとんどない、世界で最も信頼で

きると考えられています。

暗号通貨銀行World Bit Bankは、ユーロ圏のすべての法律およびこれら

の国のライセンス当局が発行した許可証および免許証に基づいて、他の国

の法令を遵守するように機能します。



交換：

World Bit Bankプロジェクトは、暗号化通貨取引（暗号化通貨の購入およ

び販売）を含むオンライン通貨交換取引が実行されるブロックチェーン・シス

テムである分散レジストリ・テクノロジーに基づいて、ソフトウェア製品「WBB 
Exchange」を開発する予定です。

 
アクセス：

世界中どこでもリアルタイムで支払いを行うことができます。

 
 
 

安全性：

顧客の暗号通貨のストレージのセキュリティのた

め、「World Bit Bank」はブロックチェーン技術を

使用します。

 
 



信頼性の高い預託（デジタル資産の保管）：

アクセスを制御し、IDを管理し、保護されたイベントログとして機能するブ

ロックチェーン技術の適用で、暗号通貨銀行World Bit Bankは顧客からの

情報とデジタル資産を格納することができます。

 



VISA / Mastercard支払いカードおよび他の支

払いシステムの暗号通貨

資金の入出に関する手数料が低い

ビジネスと税金の支払いに使用できる完全に合

法的な暗号通貨

 

プロジェクトの枠組みにおける同
社のサービス

ロイヤルティプログラムとキャッシュバック

同社経営の暗号通貨取引所

リース会社

交換（暗号通貨の購入と販売）

いかなる暗号通貨での支払い（決済）可能



交換および取引所の機能が備えた電子

ウェレットのサービス

暗号通貨ポートフォリオの信託管理サー

ビスおよびその他の機能

暗号通貨を使用したすべての古典的な銀

行業務

暗号通貨でのオンライン通貨取引の

実施



現代的なアプローチにもかかわらず、プロジェクトの顧客はすべて銀行に

よってサービスを受けている人とビジネスです。顧客の各分野には、特別な

収益性の高い勘定および資産の使用の変動が提供されます。

暗号通貨銀行のサービスはすべての参加者に提供いたしますが、これらの

方に当サービスが特に役立つと考えられています。

● 暗号通貨経済を企業に導入し、暗号通貨を使用して業務を行うビジネ

ス。

● 暗号通貨で支払いを受けて、自分の必要に応じて使いたいと思うフ

リーランサー。

● 毎日のニーズに応じて、独自の暗号通貨または当社の暗号通貨を使

用したいクライアント。

● デジタル資産を合法化するビジネスと個人。

同社のクライアント



競合他社

 
弊社としては、暗号通貨を使って業務を行う機会を提供する銀行を創造す

るというアイデアはまったく新しいものではないとわかっており、私たちの専

門家グループが提供しているのと同様のコンセプトで同様のものを実装す

る比較的価値のある試みが行われていることを認識しています。しかし、い

ずれにしても、銀行分野の仕組みを十分に理解しているだけでなく、法的側

面に十分な注意を払わないこともあるため、今まであったすべてのプロジェ

クトが停滞しています。

 
競合他社と競合他社になる可能性がある会社が何をしているのかを詳細に

分析した結果、弊社のセッティングには、現代の銀行とビジネスのクライア

ントが必要とするものすべてを入れるように努力しました。これは、税務報告

に使用できる取引の完全な合法性であり、信頼されている資金の使用に対

する全責任を負うことです。



預金と貸出を行うための有利
な条件

法的な分野で規制されている
銀行の存在

暗号通貨資産の使用のサポー
ト

スケーラビリティ

銀行免許証の存在

顧客や財政機関が利用できる
物理的な支店の存在

SWIFT、処理、取得

経済の様々な部門の資金調達

年中24時間使用可能

従来の銀行 暗号通貨銀
行



PRE-ICOでは、 以 下 の 予 定 です。

SOFT CAP = 667.61 ETHに相当する50万ユーロ（1ETH対ユーロのレート

は1ETHは300ユーロとなっています。

当段階は"World Bit Bank"プロジェクトのマーケティング、技術開発、暗号

通貨ウォレット"WBB Wallet"の開発、暗号通貨取引所換「WBB 
Exchange」の開発、「WBB Mobile Banking」のプロトタイプの開発と給与

基 金 が 含 まれています。

HARD CAP = 33,380.51 ETHに相当する2,500万ユーロ（1ETH対ユーロの

レートは1ETHは300ユーロとなっています。

当段階には、マーケティング、1つの銀行の購入、「WBB Mobile Banking」
のソフトウェア開発、暗号通貨における預金とクレジットプログラムの作成と

導入、暗号通貨取引所「WBB Exchange」の作成、暗号通貨基金"WBB - 
Found"の創設、寄託機関「WBB Depositary」（デジタル資産の保管）の創

設、暗号通貨を取り扱うカード製品（Virtual \ Electron、Classic、Gold、
Platinum）のパッケージの作成と実現および給与基金が含まれています。

PRE-ICO, ICO

1つのWibcoin（WBBC）

トークンの価格は€1です。



ICOでは、以下の予定です。

SOFT CAP= 1 547 795.94 ETHに相当する25,000万ユーロ（1ETH対ユー

ロのレートは1ETHは161.52ユーロとなっています。2018年9月13日現時

点）。

それには、マーケティング、9つの営業銀行の購入、給与基金が含まれま

す。

 
HARD CAP = 3 095 591.88 ETHに相当する500百万ユーロ（1ETH対ユー

ロのレートは1ETHは161.52ユーロとなっています。2018年9月13日現時

点）。

 
それには、マーケティング、9つの営業銀行の購入、給与基金が含まれま

す。

ICOの結果とWibcoin (WBBC）トークンの販売に基づいて、米国、カナダ、

ドイツ、スイス、英国、日本、インド、オーストラリア、トルコ、ブラジルなど暗

号通貨を取り扱う世界の様々な金融法域にある暗号通貨銀行ネットワーク

が構築されます。

それらはすべて「World Bit Bank」ブランドで運営されます。



● 任意の販売点で暗号通貨を使用して

計算を実行するサービス。

● 債務の形でデジタル資産を発行するこ

とによって、プロジェクトまたはビジネス

に資金を引き付けること。

● 交換オークションへの参加。

● 手数料を削減して業務を実行するこ

と。

● 暗号化通貨を使用するすべての伝統

的なバンキングサービス。

ICO後、当プロジェクトの顧客は大き

なビジネスチャンスを 提 供 する

「World Bit Bank」エコシステムで

作成された多数のサービスを購入

することができます。例えば：



Wibcoin（WBBC）トークンを1〜10 ETHまたは10 ETH以上購入する個人お

よび法人顧客には、ペイメントカード（VISAまたはMASTERCARDシステム）

の無料発行の形で追加のボーナスが提供されます。

 

寄付額が1ETH未満の投資家には、仮想カード「World Bit Bank」が提供さ

れます。

 
暗号化通貨を使用するすべての古典的なバンキングサービスは、すべての

クライアント（個人および法人）にも使用可能になります。

 
P.S. PRE-ICOおよびICOに基づくWibcoin（WBBC）の購入は、本文およびプ

ロジェクト自体で言及された会社で投資家が利益を共有し、利益を得ること

を権利者に付与するものではありません。

 

PLATINUM
 〜から 10 ETH  その他

CLASSIC 
〜から 1- 3 ETH

GOLD
 〜から 3 - 10 ETH



プロジェクト開発

どのようにして実体経済の分野に影響を与え、暗号通貨導入の範囲を広げる

ことができますか。

現在、暗号化通貨を取り扱う取引は、毎日世界中で一般的に発生する金額

取引と比較してわずかな数字に過ぎないものです。したがって、今後のプロ

ジェクトでは、このような負荷に対応できる特別なプロトコル、アルゴリズム、ソ

フトウェアを開発し続けます。

しかし、当 社の技 術 的ソリューションには、プロトコル、アルゴリズム、ソフト

ウェアおよびその他のソリューションだけでなく、アクセスおよび実装に制限を

設けずに情報を交換し、他の製品やシステムと連携する「World Bit Bank」エ
コシステムの能力も含まれます。

ICOに 引 き 付 けられた 資 金 は 次 のように 配 布 されます。



 
将来的には、業界の主要目的に使用されるブロックチェーンの安全性、信

頼性、生産性の高い基準を確立する予定です。

近い将来、他の技術に基づく既存のシステムとのブロッキング統合も計画し

ています。

結果として、World Bit Bankのエコシステムは、ある製品やシステムから別

の製品やシステムに切り替えることで、モビリティを提供するシステムとなり

誰もが必要とされるシステムになります。

 



World Bit Bankプロジェクトは、その活動に暗号通貨を使用して伝統的な

バンキングサービスの全範囲を提供する暗号通貨銀行を作成することにな

ります。

 
この目的のために、"World Bit Bank"プロジェクトの実施では以下のことを

予定しています。

欧州連合（EU）と世界の10カ国の地域で営業銀行の購入、

銀行のライセンスの使用、

異なる通貨/暗号通貨で取引ができ、、請負業者と連携することなく、国際取

引を円滑にすることができるように、暗号通貨の取扱許可、仮想通貨交換

に必要な「仮想通貨に対する為替通貨ライセンス」と仮想ウォレットサービス

ライセンスの使用。

 
World Bit Bankは、第三者の決済システムであるPayPal, PayTMなどとの

統合を計画しています。

 
伝統的なバンキング商品に加えて、World Bit Bankは、安価な銀行環境

で、個人や企業に合わせてカスタマイズされたソリューションを提供します。

結論



例えば：

 
• World Bit Bankは、暗号通貨での取引処理を高速化します。

• 個人の場合、World Bit Bankは預託処理（デジタル資産の保管）サービ

スを提供する予定です。

目標を達成するために、World Bit Bankは、トークンを発行して（PRE-ICO 
/ ICO）を実施する予定です。このトークンとは、Wibcoin（WBBC）とうトーク

ンです。



Road Map

2016
モバイルアプリケーションと 金 融 技 術 を 開 発 する 会 社

「Vitsolutions」LLCの設立されました。

銀行の専門家とソフトウェア開発者のチームが作成されて、

World Bit Bank"プロジェクトを開始しました。

26.12.2017
欧州で銀行を購入する意向の契約が締結されました。

 

27.12.2017- 26.04. 2018
投 資 家とのミーティング、ベンチャーキャピタルへのプロジェクト

の紹介。

プロジェクトの顧問およびビジネスパートナーとの協力に関する

合意が締結されています。

プロジェクト実施のための技術仕様の開発を続けています。

 



27.04.2018
World Bit Bankの銀行の元を作るためのPRE-ICOの段階はスター

ト。

ヨーロッパでの営業銀行を購入して、リブランディングと必要なすべ

ての手続きを行い、ブランド 「World Bit Bank」の下で最初の銀行を

立ち上げました。

暗号通貨でのカード製品（Virtual \ Electron、Classic、Gold、
Platinum）の作成と実現。

World Bit Bank銀行のプロジェクトのICOの準備。

 

4Q 2018
World Bit Bankの銀行グループのブランド名で、様々な世界の金

融法域で9つの銀行を購入するためのにICOを実施し、Wibcoin
(WBBC）トークンの販売します。その内、米国、カナダ、ブラジル、ド

イツ、トルコ、英国、インド、日本、オーストラリア、スイスで銀行を購

入することが検討されています。



World Bit Bankプロジェクトのチームは暗号化通貨、銀行業務、ブロック

チェーン技術、支払い処理、インターネットマーケティング、経済の分野の専

門家で、同プロジェクトの実施に必要な分野の専門家からなっているチーム

です。

 
チーム

イゴーリ・ロマーネンコ

商業および州政府、または戦略的企業におけるディレクターおよびトップマ

ネジャーの地位における20年以上の成功したマネージメント経験。計画、管

理、財務管理、資産管理に優れた経験があります。

Vitsolutions｣有限会社の共同創設者 – ウラジスラブ・ロマーネンコ

バンキングスペシャリスト – ヴァシリー・フィリッポビッチ・ソロビエフ

プロジェクトマネージャ – タチアナ・ソルダトワ

バンキングスペシャリスト＆VP – ヴァシリーニコライ・ミロシュニク

CEO "Vitsolutions", LLC – マキシム・ボイコ

弁護士 – ナタリア・ヤブロンカヤ

法律家、銀行業のスペシャリスト – アリナ・スィサ

BrandU Productionの共同設立者 – セルゲイソコロフ

シニアWeb開発者 – セルゲイ・クリック

サイバーセキュリティ – マット･マーク

暗号 通貨トレーダー – イリア・バンドゥラ

SMMスペシャリスト – セメン・ラザリコ

SMMマネージャ – クセニヤ・ディナ

Android開発者 – エドゥアルド・サドンツェフ

50人以上のチーム

同プロジェクトのチーム



コンサルタント

ロマン・オレイニコフ

セバスティアン・フォーブス

ヴィクトル・チョウ

スリラム・ヴェンカタラマン

専門家

ニコライ・ヴィクトロヴィッチ・ルツェンツェフ

エチャ・エンマヌエル氏

ザハル・デイナ

イウリアン・セルバネスク氏

ミハイル・ベレブツォフ

ダニエル・カッス

アントニオ・マンノ

セルゲイ・クドチャブツエフ

セルゲイ・ログヴィノフ



同プロジェクトのサポーター



弊社の詳細情報

 
World Bit Group OÜ
registrikood 14417301
asukoht Parda  th 4, 411-1, 
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