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序文

このプロジェクトは、過去に始まった状況から来ています。
これは、暗号通貨の規制がなかった時に2017年に始まりまし
た。当時の⽬標は、硬貨を作り、これを⾦で返すことでし
た。2018年に、法律は規制当局によって変更されました。安
定したトークンをリストするための新しい規制がありました。
その結果、プロジェクトは続⾏できませんでした。起業家と
しての私にとって、解決策を⾒つけることは極めて重要でし
た。私は3年以上前からそれに取り組んできました。私は暗
号市場を分析するために何⼈かの専⾨家を雇いました。私た
ちは、環境を⼤規模に汚染することなく、アルゴリズムで
Bitcoin に似た新しいトークンを作成することが可能である
ことを発⾒しました。 No トークンは販売されませんが、上
位 20 の分散型取引所から、これらのトークンを作成できる
アプリを通じて、Bitcoin ネットワークである Ethereumネ
ットワークの手数料によって作成されます。トークンの価値

は手数料によって決められます。このプロセスは、Creative
Token Productionの略である CTP と呼ばれます。そのよう
に見れば、Bitcoinの価値も、新しいブロックを作るために
どんどん複雑化する複雑な計算問題を解いて決定されたもの

です。焦点は透明性と安全の考え方でした。今日、スマート
コントラクトでほぼ同じ安全と透明性を確保することが可能

です



問題

暗号マイニング:飽くなきパワー・ガズラー
暗号通貨のマイニングは、ニュージーランドとベルギーを合わせ
たよりも多くのエネルギーを消費し、環境と気候に害を及ぼしま
す。
この記事を読んでいると、電⼒を消費しています。エネルギーは、
すべてのGoogle検索、送信されたすべての電⼦メール、およびク
ラウドに保存されている全写真にも消費されています。これは周
知の事実であり、デジタル化が進むにつれて消費電⼒も増加しま
す。デジタル通貨マイニングは、特に⼤量のエネルギーを必要と
します。ケンブリッジ⼤学の研究では、それが再び確認されてい
ます。それによると,仮想通貨の背後にある巨⼤なサーバーファー
ムは、1 700万⼈以上の住⺠を抱えるオランダよりも多くの電⼒を
1年で消費します。



古典的な Bitcoin マイニング

多くのハードウェアを使用したBitcoinマイニング
ハードウェアは、収⼊源としてのマイニングに反対する主な
議論の1つです。実際にお⾦を稼ぐには、それを専⾨とする企
業と競争し、⼤きな倉庫でビットコインマイニングを⾏うた
め、あらゆる種類の機器が必要になります。マイニング⾃体
は、いくつかの要因に依存します。電気代、適切なハード
ウェアのコスト、その他の変数など、さまざまな側⾯を考慮
する必要があります。電気代、適切なハードウェアのコスト、
その他の変数など、さまざまな側⾯を考慮する必要がありま
す:

• ネットワーク内のBitcoinマイナーが増えるほど、
Bitcoinの生成が難しくなります。

• Bitcoinのマイニングは大量の電力を消費します。電気
料金が高い場合、マイニングは多くの場合価値があり
ません。

• Bitcoinをマイニングするために、追加費用が発生しま
すマイニングプールに参加する必要があります。



古典的な Bitcoin マイニング

• マイニングには、適切なハードウェア、いわゆる
ASIC マイナーが必要です。

• 通常、マイニングを効率的に実⾏するには電気代が⾼
すぎるため、デスクトップ PC はこれには⼗分ではあ
りません。

• このような ASIC マイナーの価格は 1 000 〜 3 000 
ユーロです。

• デバイスを購⼊する際は、1 秒間に作成できるハッ
シュの数を⽰す「ハッシュレート」に注意することが
重要です。

• ASIC マイナーの効率には注意を払う必要があります。
デバイスが消費する電⼒が多すぎると、取引を失う可
能性があります。

• また、Bitcoin を保管できる、いわゆるBitcoinウォ
レットも必要です。



CTP Creative Token Production

Minebaseトークンのスマートコントラクトアドレスの総供給量

2億5 000万トークン

ボーナスプログラム 4 500万ボーナスプログラムの発⾏部数。

2022年8⽉に11 200 000個のトークン

2023年2⽉に11 300 000個のトークン

2023年8⽉に11 250 000個のトークン

2024年2⽉に11 250 000個のトークン

CTP Creative Token Production   

Minebaseトークンは2億5 000万トークンで作成されます。Minebaseのプ
ロセスは、ウォレットアドレス⼿数料を通じて流通するトークンを発⾏する
ことだけです。

Ethereumネットワーク、分散型取引所、 Bitcoinネットワークからのウォ
レットアドレスは、Minebaseシステムに登録されます。

これらのウォレットアドレスは、ユーザーが利⽤できるようになります。こ
れにより、流通⽤の Minebaseトークンが発⾏されます。つまり、作成され
ます。

⽣産: ユーザーが Minebaseに登録します。彼の Minebaseウォレットに少
なくとも 10 個の Minebaseトークンがある場合、彼は⾃動ウォレットアド
レスを受け取ります。 Ethereum 、分散型取引所、またはBitcoinネット
ワークからランダムに選択されます。このウォレットアドレスによって⽣成
されたすべての⼿数料は、ユーザーに⼊⾦されます。

例:

このウォレットアドレスの最初の取引は $1.50 の⼿数料、2 回⽬の取引は
$2.50 などです。 $ 6.50に達すると、ユーザーは⾃動的にMinebaseトーク
ンを受け取ります。(トークンは、作成された2億5 000万個のトークンから
流通するために発⾏されます)。だから取引のために作成されました。各ウォ
レットアドレスは72時間ごとに交換されます。新しいウォレットアドレスは、
以前のアドレスに置き換わります。以前のウォレットアドレスの作成値は保
持されます。



CTP の作成

Ethereum ネットワーク
毎⽇115万件の取引がイーサリアム
ネットワーク上で⾏われています。⼿
数料は取引ごとに請求されます。
ユーザーがこのホワイトペーパーに記
載されている要件を満たしている場合、
Minebaseにリストされている各ウォ
レットは、MBASE トークンを受け取
ります。⼿数料によってより多くの
MBASEが作成されるほど、MBASEを
作成するためにより多くの⼿数料が必
要になります。それはスマートコント
ラクトによって制御されます。

分散型取引所
分散型取引所(集中型取引所と
は異なり)では、取引所の実際
の取引を⾒ることができます。
これらの取引所のすべての⼿数
料を把握することができ、ス
マートコントラクトでそれらを
制御します。これは、上位 20 
の分散型取引所のすべての取引
が有効であり、Minebaseトー
クンを作成するためにトランザ
クションを⽣成することを意味
します。

Bitcoin ネットワーク
Bitcoin は、ウォレットアドレスが最も多い最も古いコインです。ここには
何⼗億ものウォレットアドレスがあるため、Minebaseは最も友好的なも
ののみを使⽤します。ウォレットアドレスはリアルタイムで記録されます。
暗号市場の肯定的な発展に伴い、ますます多くのウォレットアドレスが追
加されています。すべてのビットコインアドレスは、⼿数料が発⽣するこ
とを保証するために、使⽤前に慎重に選択されています。



イーサリアムネットワークでMinebaseトークンを作成するためには、
ビットコインネットワークまたは分散型取引所の2つの⽅法があります。

これが最初のオプションです:

ユーザーは少なくとも10個のMinebaseトークンを⼊⾦することになっていま
す。
72時間、ユーザーにウォレットアドレスが⾃動的に割り当てられます。この
ウォレットに発⽣したすべての⼿数料は、ユーザーに⼊⾦されます。この
ウォレットの合計⾦額が6.50ドル(トークン作成の現在の価格)に達すると、
ユーザーはMinebaseトークンを受け取ります。72時間以内に、ウォレット
アドレスは⾃動的に新しいアドレスに置き換えられます。前のウォレットが
6.50ドルに達していない場合、ウォレットがそれまでに到達した⾦額は残り
ます。新しいウォレットアドレスでは、ユーザーが$ 6.50に達するまで⼿数
料は加算され続けます。ユーザーがウォレットに10個のトークンを持ってい
る限り、1つのウォレットアドレスで新しいMinebaseトークンが作成できま
す。各ウォレットアドレスは、Minebaseトークンの作成に対して個別に請求
されます。ユーザーが MBASE を作成するために複数のウォレットアドレス
を使⽤する場合は、次の要件を満たす必要があります: 

$6.50 ~ $130 の CTP 価格から開始してください

CTP オプション I

More Information on
ページ 18 and 24

注意してください : ウォレットアドレスごとに、24時間あたり10個の
Minebaseトークンの1⽇の制限があります。したがって、各ウォレットアド
レスで1⽇あたり最⼤10個のトークンが作成できます。



10 個の Minebaseトークンから、POT ⽤に⾃動
⽣成されたウォレットアドレスを使⽤して流通⽤
の MBASE トークンを作成することができます。

20

50

CTP オプション I

例 2: ウォレットに50個のMinebaseトークンがある場合、Minebase
トークンをマイニングするための5つのウォレットアドレスが⾃動的に取
得されます。

例 1: ウォレットに20個のMinebaseトークンがある場合、Minebase
トークンをマイニングするための2つのウォレットアドレスが⾃動的に取
得されます。



Etheriumネットワーク、 Bitcoin ネットワーク、また
は分散型取引所でMinebaseトークンを作成する2番⽬
の⽅法は次のとおりです。
ユーザーはウォレットアドレスを登録します。
誰でも⾃分のウォレットアドレスを登録でき、コイン
の送信に使⽤します。ウォレットアドレスを確認する
必要があります。誰もが⾃分のウォレットアドレスを
⼊⼒して登録する必要があります。登録後、ユーザー
は最初に実⾏する必要がある取引の定義済みの値を受
け取ります。したがって、ユーザーは少量を
Minebaseウォレットアドレスに送信する必要があり
ます。チェックと検証が成功すると、Minebaseウォ
レットが発⾏されます。このプロセスには最⼤ 48 時
間かかることがあります。これで、ユーザーはコイン
を転送して、このアドレスで持っている⼿数料で⾃分
の取引のために⾃分のウォレットMinebaseトークン
を受け取ります。6.50ドル(現在のトークン作成価格)
に達すると、ユーザーは1つのMinebaseトークンを受
け取ります。ユーザーは複数の個⼈ウォレットアドレ
スを登録できますが、最⼤5つまで登録できます。⾃分
のアドレスなので、⻑く使えます。利点は、⾃分の
ウォレットアドレスを持つすべてのユーザーがMBASE
トークンをMinebaseウォレットに⼊⾦する必要がな
いことです。それは彼らがどんな費⽤も負担しないこ
とを意味します。
各ウォレットアドレスは、Minebaseトークンの作成に対して
個別に請求されます。ご注意してください: ウォレットアドレ
スごとに、24時間あたり10個のMinebaseトークンの1⽇の制
限があります。したがって、各ウォレットアドレスで1⽇あた
り最⼤10個のトークンを作成することができます。

CTP オプション II



最⼤20個のウォレットアドレスを登録することができます

CTP オプション II
ここに⾃分のウォレットアドレスを登録してください

ウォレットアドレスで少なくとも$ 6.50の⼿数料に達すると、
Minebaseトークンを受け取ります。



CTPスマートフォンアプリオプションI 期間

このアプリを使⽤すると、ユーザーはMBASEトークンを作成する可
能性があります。これを⾏うために、MBASE アプリをダウンロー
ドする必要があります。これはアンドロイドとIOSで提供されてい
ます。
MBASE CTP $6.50の⼿数料開始(販売されたトークンの数によって
異なります) アルゴリズムを参照してください
計算基準
アプリ作成CTP開始価格の計算基準 $6.50

この$6.50から4%が請求されます= $0.26この$0.26はMBASEウォ
レットに1時間あたり⼊⾦されます。これは、この場合、25時間後
にMBASEトークンが作成されることを意味します。

どのように動作するか:

アプリは、1 MBASEに達するまで1時間あたり$0.26を請求します。1 
つの MBASE に達すると、CTP の作成は停⽌します。コードが表⽰
されます。 このコードはウォレットに転送する必要があります。



CTPスマートフォンアプリオプションII:
稼ぐために歩く

誰もが⾃分のエネルギーでトークンを⽣成することができます。平均し
て、⼈は1⽇に約6キロメートル歩きます。スマートフォンで6キロメー
トル歩くと、6.50ドルの価値が⽣成されます。歩くのが速いほど (ある
いは散歩するほど)、MBASE トークンの⽣成速度が速くなります。$6.50 
に達するとすぐに、コードが届きます。バックオフィスにこのコードを
⼊⼒すると、MBASE トークンを受け取ります。
ここに計算の基礎があります:

トークンの初期価格は$ 6.50です
1 メートル歩くと、 $0.00108 を獲得します。
1 キロメートル歩くと $1.08333を獲得します。
6 キロメートル歩くと $6.50000を獲得します。

この機能は、今後数ヶ月以内に完全に開発される予定です。したがって、

"Walk to earn" は2023年にのみ利用可能になります。次のページの表は
、Walk to earn, Period of time、自動ウォレットアドレスの概要を示し
ています。



CTP価
値:

価格
USDT 3ヶ
月

1 か⽉あたり
1 つの⾃動
ウォレット

Period  
of time

Walk to 
earn

CTPの後

1 $65,00 6.50 -$130 $5,00 $65,40 $0,26 $6,50 すべてのトークン全体

2 $70,00 $392 $10,00 $130,80 $0,52 $8,86 すべてのトークン全体

3 $70,00 $784 $15,00 $196,20 $0,78 $10,86 すべてのトークン全体

4 $70,00 $1.308 $20,00 $261,60 $1,04 $13,04 すべてのトークン全体

5 $80,00 $1.962 $25,00 $327,00 $1,30 $15,22 すべてのトークン全体

6 $80,00 $2.354 $30,00 $392,40 $1,56 $17,40 すべてのトークン全体

7 $80,00 $3.663 $35,00 $457,80 $1,82 $19,58 すべてのトークン全体

8 $85,00 $4.708 $40,00 $523,20 $2,08 $21,76 すべてのトークン全体

9 $85,00 $6.886 $45,00 $588,60 $2,34 $23,94 すべてのトークン全体

10 $85,00 $7.194 $50,00 $654,00 $2,60 $26,12 すべてのトークン全体

11 $90,00 $8.632 $55,00 $719,40 $2,86 $28,30 すべてのトークン全体

12 $90,00 $10.202 $60,00 $784,80 $3,12 $30,48 年払い

13 $90,00 $12.753 $65,00 $850,20 $3,38 $32,66 年払い
14 $95,00 $15.565 $70,00 $915,60 $3,64 $34,84 年払い
15 $95,00 $18.639 $75,00 $981,00 $3,90 $37,02 年払い
16 $95,00 $22.672 $80,00 $1.046,40 $4,16 $39,20 年払い
17 $100,00 $26.683 $85,00 $1.111,80 $4,42 $41,38 年払い
18 $100,00 $31.784 $90,00 $1.177,20 $4,68 $43,56 年払い
19 $100,00 $37.287 $95,00 $1.242,60 $4,94 $45,74 年払い
20 $105,00 $43.164 $100,00 $1.308,00 $5,20 $47,92 年払い
21 $105,00 $49.442 $110,00 $1.373,40 $5,46 $50,10 年払い
22 $105,00 $56.113  $120,00 $1.438,80 $5,72 $52,28 年払い
23 $110,00 $63.176  $130,00 $1.504,20 $5,98 $54,46 年払い
24 $110,00 $70.632   $140,00 $1.569,60 $6,24 $56,64 年払い
25 $110,00 $78.480   $150,00 $1.635,00 $6,50 $58,82 年払い
26 $115,00 $91,821   $160,00 $1.700,40 $6,76 $61,00 年払い
27 $115,00 $105.948   $170,00 $1.765,80 $7,02 $63,18 年払い
28 $115,00 $120.859    $180,00 $1.831,20 $7,28 $65,36 年払い
29 $120,00 $142.833  $190,00 $1.896,60 $7,54 $67,54 年払い
30 $120,00 $176,580  $200,00 $1.962,00 $7,80 $69,72 年払い
31 $120,00 $206.794 $210,00 $2.027,40 $8,06 $71,90 年払い
32 $125,00 $238.579 $220,00 $2.092,80 $8,32 $74,08 年払い
33 $125,00 $271,933 $230,00 $2.158,20 $8,58 $76,26 年払い
34 $125,00 $306.856  $240,00 $2.223,60 $8,84 $78,44 年払い
35 $130,00 $343.350  $250,00 $2.289,00 $9,10 $80,62 年払い
36 $130,00 $381.412  $260,00 $2.354,40 $9,36 $82,80 年払い
37 $130,00 $421.045 $270,00 $2.419,80 $9,62 $84,98 年払い
38 $135,00 $462.247 $280,00 $2.485,20 $9,88 $87,16 年払い
39 $135,00 $505.018 $290,00 $2.550,60 $10,14 $89,34 年払い
40 $135,00 $549.360 $300,00 $2.616,00 $10,40 $91,52 年払い
41 $140,00 $595.270 $310,00 $2.681,40 $10,66 $93,70 年払い
42 $140,00 $642.751 $320,00 $2.746,80 $10,92 $95,88 年払い
43 $140,00 $691.801 $330,00 $2.812,20 $11,18 $98,06 年払い
44 $145,00 $742.420   $340,00 $2.877,60 $11,44 $100,24 年払い
45 $150,00 $793.041 $350,00 $2.943,00 $11,70 $102,42 年払い

CTP 価格合計建設

トークンの発
⾏6キロあた

り
1⽇あた
り

保存されたトークン
および乗算されたウォ
レットアドレス

トークンUSDTの価値



EX
AMPLE

⼊⾦するトークンの量に応じて、暗号市場全体から最⼤20のウォ
レットアドレスを取得することができます。 CTP価格が上昇すると、
表に⽰すように、ウォレットアドレス⼿数料の最⼤45倍の価値を受
け取ります。 まったく同じことが、⾃動ウォレットアドレス、
Period of time、Walk to earnで発⽣します。⾃動ウォレットアド
レスを使⽤すると、アドレスごとに⼿数料の45倍まで受け取ること
ができます。期間のためにはあなたが1時間あたりより多くを得るこ
とと意味します。また、Walk to earnには、CTPシステムを介して
トークンを作成するまで、6 kmごとにより⾼い価格を受け取ること
になります。

10 0.05443 $6.887 $7.194 654.00 $2.60 $26.12 説明

このウォレットアドレスで得た⼿数料は x 10 倍になります

このウォレットアドレスには、0.05443 
Minebaseトークンを⼊⾦する必要があります

これは、このレベルのトークン
の開始CTP価格(作成価格)です

これは、このレベルのトークン
の最終CTP価格(作成価格)です。

Period of time)付きで 1 時間あ
たり $2.60 を受け取ります

あなたは稼ぐために歩く（Walk 
to earn）で6 KMの後に$ 26.12
を受け取るでしょう

Minebaseトークンは、CTP 値に達したときに作成されます。つ
まり、そうして初めて、トークンを販売に提供できます。

CTP 価格合計建設例

この例では、ページ 15 のテーブル 10 桁⽬を参照しています。

⾃動ウォレットアドレスで⽉
額654ドルを受け取ります



Minebaseウォレットのアカウントと更新

シルバー、ゴールド、プラチナのステータス
将来のユーザーがCTPシステムでトークンをより速く作成でき
るようにするには、Minebaseが 3 つの異なる可能性を提供し
ます。⼀定期間、ウォレットに Minebaseトークンを⼊⾦し
たすべてのユーザーは、Speed Booster を受け取ります。た
だし、⼀定数のトークンが作成された後に Speed Boosterを
取得することもできます。それぞれのステータスに達すると、
利点を利⽤することができます。

シルバーステータスでは、トークンを⼊⾦したアドレスごとに
1 つの追加のウォレットアドレスを取得します。例え、 30 個
のトークンを⼊⾦し、3 つのウォレットアドレスが機能してい
る場合は、それぞれのアドレスに対してもう 1 つのアドレスを
受け取ります。ゴールドステータスで、追加の 3 つのウォレッ
トアドレスと、プラチナステータス 5 を取得します。つまり、
Minebaseトークンをより速く⽣成することができますトーク
ンの安定性を実現するために、トークンの 10% が作成プロセス
中に焼かれます。



スピードブースターの要件

スピードブースターを⼊⼿するには2つの⽅法があります:

オプション #1

シルバーステータス

ユーザーは、少なくとも3ヶ⽉間(90⽇間)ウォレットに50 
MBASEトークンを⼊⾦する必要があります。
ゴールドステータス
ユーザーは、少なくとも6ヶ⽉間(180⽇間)ウォレットに200 
MBASEトークンを⼊⾦する必要があります。
プラチナステータス

ユーザーは、少なくとも12ヶ⽉間(360⽇)ウォレットに500 
MBASEトークンを⼊⾦する必要があります。

オプション #2

シルバーステータス
MBASE ウォレットで少なくとも 500 個の MBASE トークンを作
成する必要があります。
ゴールドステータス
MBASE ウォレットで少なくとも 1 000 
個の MBASE トークンを作成する必要が
あります。
プラチナステータス
MBASE ウォレットで少なくとも 2 000 個の MBASE トークンを
作成する必要があります。



Minebaseウォレットのアカウントと更新

シルバーステータス
ユーザーは、ウォレットに 50 MBASE トークンを少なくとも 3 か
⽉ (90 ⽇) ⼊⾦するか、CTB システムを使⽤して MBASE ウォレッ
トで 500 トークンを作成する必要があります。
シルバーステータスを使⽤するために、ユーザーはMBASEウォレッ
トに50トークンを⼊⾦し続ける必要があります。
ユーザーは、追加のウォレットアドレスを 1 つ受け取ります。費
⽤は10%です。これは、シルバーステータスで作成されたすべて
のトークンについて、トークンの 10% の安定化のためにユーザー
が削除されることを意味します。
ユーザーは⽀払う費⽤がありません。ユーザーは最⼤1つのシル
バースピードブースターを作成することができます。

ゴールドステータス
ユーザーは、ウォレットに 200 MBASE トークンを少なくとも 6 
か⽉ (180 ⽇) ⼊⾦するか、CTB システムを使⽤して MBASE ウォ
レットで 1 000 トークンを作成する必要があります。
ゴールドステータスを使⽤するために、ユーザーはMBASEウォ
レットに200トークンを⼊⾦し続ける必要があります。
ユーザーは追加のツリーウォレットアドレスを受け取ります。費
⽤は10%です。これは、ゴールドステータスで作成されたすべて
のトークンについて、トークンの10%を安定化させるためにユー
ザーが削除されることを意味します。ユーザーは⽀払う費⽤がな
い。



プラチナステータス

ユーザーは、ウォレットに 500 MBASE トークンを少なくとも 12 
か⽉ (360 ⽇) ⼊⾦するか、CTB システムを使⽤して MBASE 
ウォレットで 2 000 トークンを作成する必要があります。
プラチナステータスを使⽤するには、MBASEウォレットに500
トークンを⼊⾦し引き続ける必要があります。

ユーザーは追加の 5 つのウォレットアドレスを受け取ります。
費⽤は10%です。これは、プラチナステータスで作成されたす
べてのトークンについて、トークンの 10% を安定させるために
ユーザーが削除されることを意味します。ユーザーは⽀払う費
⽤がない。

Minebaseウォレットのアカウントと更新

シルバーステータスゴールドステータスプラチナステータス

マインベースC T Pウォレットステータス



CTP    価格
シルバーウォ
レットトークン

ゴールドウォ
レットトークン

プラチンウォレット
トークン

$65,00 $6,50 50,0 200 500
$70,00 $131 10,00 40,00 100
$70,00 $392 2,500 10,00 25,0
$70,00 $785 1,000 4,000 10,0
$80,00 $1.309 0,500 2,000 5,00
$80,00 $1.963 0,500 2,000 5,00
$80,00 $2.355 0,500 2,000 3,00
$85,00 $3.664 0,500 2,000 3,00
$85,00 $4.709 0,450 1,500 2,50
$85,00 $6.887 0,400 1,400 2,40
$90,00 $7.195 0,350 1,300 2,30
$90,00 $8.633 0,300 1,200 2,00
$90,00 $10.203 0,280 1,100 1,90
$95,00 $12.754 0,260 1,000 1,80
$95,00 $15.566 0,200 0,900 1,70
$95,00 $18.640 0,180 0,800 1,60

$100,00 $22.673 0,160 0,700 1,50
$100,00 $26.684 0,140 0,600 1,20
$100,00 $31.785 0,120 0,500 1,10
$105,00 $37.288 0,100 0,450 1,00
$105,00 $43.165 0,095 0,400 0,90
$105,00 $49.443 0,090 0,350 0,80
$110,00 $56.114 0,085 0,300 0,70
$110,00 $63.177 0,080 0,250 0,60
$110,00 $70.633 0,075 0,200 0,50
$115,00 $78.481 0,070 0,180 0,40
$115,00 $91.822 0,065 0,160 0,35
$115,00 $105.949 0,060 0,150 0,20
$120,00 $120.860 0,055 0,145 0,15
$120,00 $142.834 0,050 0,140 0,10
$120,00 $176.581 0,045 0,135 0,20
$125,00 $206.795 0,040 0,120 0,10
$125,00 $238.579 0,035 0,115 0,09
$125,00 $271.934 0,030 0,100 0,08
$130,00 $306.857 0,027 0,095 0,07
$130,00 $343.351 0,026 0,090 0,05
$130,00 $381.413 0,025 0,04 0,05
$135,00 $421.046 0,023 0,04 0,05
$135,00 $462.248 0,022 0,04 0,05
$135,00 $505.019 0,021 0,03 0,04
$140,00 $549.361 0,020 0,03 0,04
$140,00 $595.271 0,019 0,03 0,04
$140,00 $642.752 0,018 0,03 0,04
$145,00 $691.802 0,017 0,03 0,04
$150,00 $742.421 0,016 0,03 0,04

これは、CTP 価格が上昇したときに、シルバー、ゴールド、またはプ
ラチナのウォレットに⼊⾦する必要xがあるトークンのリストです。

保存トークン基
本ウォレット



Minebase 報酬プログラム

合計12.5百万のMinebaseトークンが報酬として提供されます。
報酬は2つのことに依存します。

第⼀に、CTP価格と第⼆に、あなたがMinebaseウォレットの
更新を所有しているかどうか。シルバー、ゴールド、またはプ
ラチナ。
ウォレットの更新を所有しているすべてのユーザーは報酬を受
け取ります。 アルゴリズムにより、CTP価格はますます⾼く
なっているため、各ユーザーの報酬も増加しています。シル
バー、ゴールド、プラチナの報酬は別々に分配されます。プラ
チナウォレットを所有している場合は、最⾼の報酬を受け取り
ます。要件は、少なくとも6ヶ⽉間それぞれのウォレットを所
有しており、必要なMinebaseトークンも⼊⾦していることで
す。⼊⾦されたトークンを Minebaseウォレットから出⾦す
ると、報酬を受け取ることはできなくなります。報酬を再度受
け取るために、シルバー、ゴールド、プラチナのどちらを達成
したいかに応じて、必要なMinebaseトークンをウォレットに
6ヶ⽉間⼊⾦する必要があります。6ヶ⽉後、あなたは再び報酬
を受け取るでしょう。
CTPの価格によると、合計807.8億ドルが分配されます。



Minebase 報酬プログラムの説明

アルゴリズムにより、CTP価格は、より多
くのトークンが作成されるほどますます⾼
くなります。CTP価格が131ドルに達すると、
報酬があります。報酬はCTP価格が上昇す
るたびにユーザーに配布されます。

これらは報酬のために⽀払われる合計トー
クンです。2 850 000トークン

これらのうち、570 000トークンは、シル
バーウォレットを持っているすべてのユー
ザーに均等に配布されます

これらのうち、855 000トークンは
ゴールドウォレットを持っているすべ
てのユーザーに均等に配布されます

このうち、142 万個のトーク
ンが、プラチナウォレットを
持つすべてのユーザーに均等
に配布されます。

これは、$131 の
CTP 価格で計算
された 285 万
トークンで⽀払
われる $ での合
計⾦額です。

$131 2 850 000 570 000 855 000 1 420 000 $373 350 000

報酬トークンの総枚数 シルバー報酬
トークン

ゴールド報酬
トークン

プラチナ報酬
トークン

合計報酬
CTP 価格 ($)

CTP 価格報酬
⽀払い



$131 2.850.000 570.000 855000 1.420.000 $373.350.000
$392 1.300.000 260.000 390.000 650.000 $509.600.000
$785 800.000 160.000 240.000 400.000 $628.000.000
$1.309 700.000 140.000 210.000 350.000 $916.300.000
$1.963 600.000 120.000 180.000 300.000 $1.177.800.000
$2.355 550.000 110.000 165.000 275.000 $1.295.250.000
$3.664 450.000 90.000 135.000 225.000 $1648.800.000
$4.709 400.000 80.000 120.000 200.000 $1.883.600.000
$6.887 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.066.100.000
$7.195 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.158.500.000
$8.633 270.000 54.000 81.000 135.000 $2.330.910.000
$10.203 250.000 50.000 75.000 125.000 $2.550.750.000
$12.754 220.000 44.000 66.000 110.000 $2.805.880.000
$15.566 200.000 40.000 60.000 100.000 $3.113.200.000
$18.640 180.000 36.000 54.000 90.000 $3.355.200.000
$22.673 160.000 32.000 48.000 80.000 $3.627.680.000
$26.684 140.000 28.000 42.000 70.000 $3.735.760.000
$31.785 120.000 24.000 36.000 60.000 $3.814.200.000
$37.288 110.000 22.000 33.000 55.000 $4.101.680.000
$43.165 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.316.500.000
$49.443 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.944.300.000
$56.114 100.000 20.000 30.000 50.000 $5.611.400.000
$63.177 100.000 20.000 30.000 50.000 $6.317.700.000
$70.633 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.063.300.000
$78.481 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.848.100.000
$91.822 100.000 20.000 30.000 50.000 $9.182.200.000
$105.949 100.000 20.000 30.000 50.000 $10.594.900.000
$120.860 100.000 20.000 30.000 50.000 $12.086.000.000
$142.834 100.000 20.000 30.000 50.000 $14.283.400.000
$176.581 100.000 20.000 30.000 50.000 $17.658.100.000
$206.795 100.000 20.000 30.000 50.000 $20.679.500.000
$238.579 100.000 20.000 30.000 50.000 $23.857.900.000
$271.934 100.000 20.000 30.000 50.000 $27.193.400.000
$306.857 100.000 20.000 30.000 50.000 $30.685.700.000
$343.351 100.000 20.000 30.000 50.000 $34.335.100.000
$381.413 100.000 20.000 30.000 50.000 $38.141.300.000
$421.046 100.000 20.000 30.000 50.000 $42.104.600.000
$462.248 100.000 20.000 30.000 50.000 $46.224.800.000
$505.019 100.000 20.000 30.000 50.000 $50.501.900.000
$549.361 100.000 20.000 30.000 50.000 $54.936.100.000
$595.271 100.000 20.000 30.000 50.000 $59.527.100.000
$642.752 100.000 20.000 30.000 50.000 $64.275.200.000
$691.802 100.000 20.000 30.000 50.000 $69.180.200.000
$742.421 100.000 20.000 30.000 50.000 $74.242.100.000
$793.041 100.000 20.000 30.000 50.000 $79.304.100.000

報酬トー
クンの総
枚数

シルバー報
酬

トークン

ゴールド報
酬

トークン

プラチナ
報酬トー
クン

合計報酬
CTP 価格 ($)

CTP価格報酬
⽀払い

Minebase 報酬プログラム表



Minebase 報酬プログラムの説明

例:

ウォレットの更新で合計25 000⼈のユーザーがいるとしましょう。
これらのうち、50%はシルバーステータスを持っています。 30% 
がゴールドステータスで、20% がプラチナステータスです。
つまり: 

25 000 ⼈のユーザーのうち、12 500 ⼈のユーザーがシルバース
テータスを持っています。
25 000 ⼈のユーザーのうち、7 500 ⼈のユーザーがゴールドス
テータスを持っています。
25 000 ユーザーのうち、5 000 ユーザーがプラチナステータスを
持っています
シルバーステータスの各ユーザーは 570 000 / 12 500 = 45.6つの
トークンを受け取ります。
ゴールドステータスの各ユーザーは 570 000 / 7 500 = 76.0つの
トークンを受け取ります。
プラチナステータスの各ユーザーは、570 000 / 5 000 = 114.0つ
のトークンを受け取ります。
CTPの価格は$ 131です

シルバーウォレットの場合、45.6トークンx 131 = $ 5 973.60です
ゴールドウォレットの場合、76.0トークンx 131 = $ 9 956.00です
プラチナウォレットの場合、114.0トークンx 131 = $ 14 934.00です
CTP価格が上昇するたびに、合計45倍の報酬があります。

f

$131 2 850 000 570 000 855 000 1 420 000 $373 350 000

報酬トーク
ンの総数of 

pieces

シルバー報
酬

トークン

ゴールド報
酬

トークン

プラチナ報
酬トークン

報酬の合計
⾦額 CTP 価
格 ($)

CTP 価格報酬
⽀払い



CTP アルゴリズム

より多くのトークンが⽣成されるほど、価格は⾼くなり
ます。したがって、各ウォレットで⽣成する必要がある
⼿数料は、アルゴリズムにより⾼くなります。
Minebaseは、Ethereum ネットワーク、Bitcoinネッ
トワーク、または分散型取引所で作成されたすべての
ウォレットによって⽣成された⼿数料を追跡しました。
ウォレットアドレスがMinebaseに登録されている場合。
ウォレットに $6.50 の⼿数料が表⽰されている場合、
ユーザーは MBASE トークンを受け取ります。合計
60 000 000 MBASE トークンが CTP によって作成され
ると、MBASE トークンは、スマートコントラクトに
よって制御されるアルゴリズムを通じて $8.26 に増加し
ます。次のページでアルゴリズムの増加のリストを参照
してください。

分散型取引所

Ethereumネ
ットワーク

スマートフォン
スマートコントラクト



CTP アルゴリズムの起源表 I

SMARTCONTRACT

開始トーク
ン

終了トーク
ン 流通 ドル

45.000.000 60.000.000 60.000.000 $6,50
60.000.001 80.000.000 19.999.999 $8,26
80.000.001 95.000.000 14.999.999 $10,48
95.000.001 105.000.000 9.999.999 $13,31

105.000.001 114.176.000 9.175.999 $16,91
114.176.001 122.607.000 8.430.999 $21,47
122.607.001 130.365.000 7.757.999 $27,27
130.365.001 137.514.000 7.148.999 $34,64
137.514.001 144.113.000 6.598.999 $43,99
144.113.001 150.214.000 6.100.999 $55,87
150.214.001 155.865.000 5.650.999 $70,95
155.865.001 161.109.000 5.243.999 $90,11
161.109.001 165.985.000 4.875.999 $114,43
165.985.001 170.529.000 4.543.999 $145,33
170.529.001 174.772.000 4.242.999 $184,57
174.772.001 178.743.000 3.970.999 $234,41
178.743.001 182.468.000 3.724.999 $297,70
182.468.001 185.971.000 3.502.999 $378,07
185.971.001 189.273.000 3.301.999 $480,15
189.273.001 192.393.000 3.119.999 $609,80
192.393.001 195.349.000 2.955.999 $774,44
195.349.001 198.157.000 2.807.999 $983,54
198.157.001 200.831.000 2.673.999 $1.249,09
200.831.001 203.384.000 2.552.999 $1.586,35



CTP アルゴリズムの起源表 II

開始トーク
ン 終了トークン 流通 ドル

203.384.001 205.827.000 2.442.999 $2.014,66
205.827.001 208.171.000 2.343.999 $2.558,62
208.171.001 210.425.000 2.253.999 $3.249,45
210.425.001 212.598.000 2.172.999 $4.126,80
212.598.001 214.698.000 2.099.999 $5.241,04
214.698.001 216.732.000 2.033.999 $6.656,12
216.732.001 218.706.000 1.973.999 $8.453,27
218.706.001 220.626.000 1.919.999 $10.735,66
220.626.001 222.497.000 1.870.999 $13.634,29
222.497.001 224.324.000 1.826.999 $17.315,54
224.324.001 226.111.000 1.786.999 $21.990,74
226.111.001 227.862.000 1.750.999 $27.928,24
227.862.001 229.580.000 1.717.999 $35.468,87
229.580.001 231.268.000 1.687.999 $45.045,46
231.268.001 232.929.000 1.660.999 $57.207,73
232.929.001 234.566.000 1.636.999 $72.653,82
234.566.001 236.181.000 1.614.999 $92.270,36
236.181.001 237.776.000 1.594.999 $117.183,35
237.776.001 239.353.000 1.576.999 $148.822,86
239.353.001 240.914.000 1.560.999 $189.005,03
240.914.001 242.460.000 1.545.999 $240.036,39
242.460.001 243.993.000 1.532.999 $304.846,21
243.993.001 245.514.000 1.520.999 $387.154,69
245.514.001 247.024.000 1.509.999 $491.686,45
247.024.001 248.524.000 1.499.999 $624.441,79
248.524.001 250.000.000 1.475.999 $793.041,08



CTP スマートフォンアルゴリズム

計算基準

開始価格は$ 6.50です。
これらの$ 6.50のうち、4%の⼿数料が請求されます
= $ 0.26が1時間あたりユーザーに⼊⾦されます。
MinebaseトークンのCTP価格が上昇すると、ユー
ザーは1時間あたりにより多くのものを受け取ります。
つまり、CTP 価格の 130 ドルから、1 時間あたりの価
値は 0.26 ドル増加して 0.52 ドルになります。 18
ページの「CTP価格合計⼯事(Period of time)」です
べての増加を⾒ることができます

このオプションは、最初にコンピューターで検査する
こともできます。



CTP 価格規制

MBASE が取引所に上場された後、次のツールが今後 6 か⽉
間使⽤されます。
Minebaseは⾃動的に市場を追跡します。トークンが 10% 
以上下落した場合、未使⽤のトークンの 0.025% がメイン
ウォレットで焼かれます。トークンを安定させるのに役⽴
ちます。
例えば, MBASEの価格は10ユーロから9ユーロに下がります。
まだ発⾏されていない1億トークンがまだあります:
100 000 000 - 0.025% = 25 000トークン。これらのトー
クンは取り返しのつかないほど燃え尽きます。 MBASE の
新しい最⼤数は次のとおりです。

249 975 000 MBASEトークン

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

MBASEトークンの価格安定化



技術

フロントエンド技術

React

バックエンド技術

Ruby on Rails  

Django

Node.js

データベース技術

PostgreSQL

ブロックチェーン技術

web3     

CI/CD オートメーション

Jenkins                                                                                                                      

Git 

Docker



Ethereumネット
ワークからのすべて
の詳細と発⾏

取引POTの証明

Minebase
コントラクトアドレス



取引所 名前 ボリューム (24h) ％市場占
有率

市場番
号

1 Uniswap (V3) €1,408,616,22014.53% 0.0019% 642

2 dYdX €622,160,5995.55% 0.0009% 10

3 Pancake exchange 
(V2) €600,465,10911.08% 0.0008% 3939

4 ApolloX DEX €342,175,94611.46% 0.0005% 55

5 Kine protocol €237,253,4231% 0.0003% 16

6 Honey exchange €219,397,5400.74% 0.0003% 75

7 Curve finances €137,315,098137.51% 0.0002% 64

8 SpookySwap €133,515,85340.1% 0.0002% 320

9 Biswap €124,413,69714.65% 0.0002% 83

10 Uniswap (V2) €123,572,74019.84% 0.0002% 1669

11 Astroport €107,617,38835.52% 0.0001% 40

12 TraderJoe €91,700,23013.44% 0.0001% 381

13 Orca €86,213,796217.7% 0.0001% 41

14 DEX in serum €73,070,35255.27% 0.0001% 118

15 SushiSwap €71,930,53636.95% 0.0001% 467

16 VVS Finances €67,215,09228.72% 0.0001% 30

17 MM Finances €61,249,21954.33% 0.0001% 105

18 Drift log €58,588,699116.84% 0.0001% 13

19 Deri protocol €58,407,1739.06% 0.0001% 6

20 DODO (Polygon) €55,696,1450.01% 0.0001% 51

上位 20 の取引所は、1 ⽇あたり約 46 億 5 000 万ドルの取引⾼
を⽣み出しています。

分散型取引所のリソース

https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v3/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dydx/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/pancakeswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/apollox-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/kine-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/honeyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/curve-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/spookyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/biswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/astroport/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/traderjoe/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/orca/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/serum-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/sushiswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/vvs-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/mm-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/drift-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/deri-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dodo-polygon/


Bitcoin ネットワークのリソース

Bitcoin ネットワークからのすべての詳細とリソース

100の最も豊かなBitcoinアドレスのリスト

Bitcoinライブネットワーク



暗号コインを購⼊するスマートフォン
所有者のリソース

2022年現在、世界には約10 000の暗号通貨が存在します。これ
は、2013年の⼀握りのデジタルコインからの急激な増加です。
2021年末までに、世界の暗号市場には約2億9 500万⼈のユー
ザーがいました。
ただし、価格の変動により、毎⽉の成⻑は⼀定ではありませんで
した。
2022年末までに10億⼈のユーザーが⾒込まれています。
2021 年のデータを考慮して現在の統計に含めると、2022 年末まで
に合計ユーザー数が 10 億⼈に達する可能性さえあります。



CTP MBASE ウォレット機能

MBASEを受け取るために、ユーザーはMinebaseでアカウ
ントを開設する必要があります。登録時に、ユーザーは
バックオフィスでMBASEウォレットを受け取ります。ウォ
レットアドレスを登録するために、ユーザーはMinebase
に⼊⾦する必要があります。ウォレットを確認するために、
少額の取引をMinebaseウォレットに送信する必要があり
ます。これに対して発⽣した⼿数料は、Minebaseトーク
ンとしてあなたに⼊⾦されます。

ユーザーが取引を⾏った後、MBASE ウォレットアドレスが
有効にされます。その瞬間から、ユーザーが⼊⾦した⾃分
のウォレットアドレスを使⽤して⾏う全取引が数えられま
す。ユーザーは最⼤ 5 つのウォレットアドレスを⼊⾦する
ことができます。 Minebaseのバックオフィスでは、ユー
ザーはCTPプログラムで選択するオプションを選択するこ
とができます。ユーザーが少なくとも 10 個の Minebase
トークンを⼊⾦すると、⾃動ウォレットアドレスを受け取
ります。
トークンの⼊⾦
CTP価格が⾼いほど、⼊⾦しなければならないトークン全
体が少なくなります。このトピックのすべての数値が表⽰
されている 18 ページの表全体を⾒ることができます。



開発者とアイデアジェネレータ

Dr. h.c. H.K. Seiz

私は起業家であり、会社の取締役でし
た。私は 2017 年から暗号市場での経
験があり、⾮常に集中的な経験でした。
しかし、経験を成⻑の燃料として使⽤
することが重要です。このようにして、
私は過去10年間にわたって私への忠誠
⼼を証明してきた⾮常に忠実なチーム
を構築しました。

•The Future of Money, 2017, ISBN 978-3-95972-082-3
•Think Big:, Finanzbuch Verlag, 2018, ISBN 978-3-95972-149-3
•CASHGOLD vs. diamonds, 2019, ISBN 978-3-95972-227-8[19]

•CASHGOLD vs. cryptocurrencies, Finanzbuch Verlag, 2019, ISBN 978-3-95972-225-4.
•CASHGOLD vs. Debt Currencies, Financial Book Publishing, 2019, ISBN 978-3-95972-226-1.

1. まず、新しい暗号通貨と資産を作成するためにCTP（ Creative 
Token Production ）システムでトークンを⽣成する新しい特別な
⽅法を提供したいと思います

2. 私は暗号市場全体を含めることによってトークンで価値を創造した
いと思っています。Minebaseトークンは、取引を通じて価値を表
すことです。プロジェクトの保全はスマートコントラクトによっ
て保証されます。

3. ここでの第三の要素は倫理です。私は、⼈々が独⽴して、⾃由に、
⾃⼰決定で⽣活できるように、本当に貢献したいと思っています。

私の意図

私の本

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959720823
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959721493
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722278
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Seiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722261


パートナー

プロジェクトで最も重要なことはパートナーです。全プロジェ
クトは、ITと同じくらい優れています。私たちの過去の経験は
それを確認しました。だからこそ、私たちは慎重にチームを選
びました。私たちのビジネス関係は10年にさかのぼります。

必要なもの:

私たちは、今世界で何が起こっているのかを⾒て理解できる若い新
しい⼈々が必要です。⾒た⽬どおりのものはありません。すべて
に疑問を投げかけ、私たちの⾃由を守る前向きな思想家が必要です。
私たちは再び⽴ち上がって、物事を⾃分の⼿に委ねる必要がありま
す。今⽇の若者は、⼦供たちに⾃⼰決定の⾃由な⼈⽣を与えるた
めのすべての前提条件があります。このプロジェクトでは、それ
を実現したいと考えています。社会が独⽴すればするほど、これ
はより⾃由になります。真理はわたしたちを助けてくれます。わだ
ち掘れを続けるか、⽴ち上がって⾃由のために何かをするかは、私
たち次第です。

Dr. h.c. H.K. Seiz
プロジェクトジェネレーター

Rima Ismailova
ウェブデザイナー

Brand Push
広報活動

Mahdi Mohammad Shibli
ソフトウェアエンジニア

Md. Arafater Rahman
ソフトウェアエンジニア

Md Golam Kibria Khan
マネージングディレクター IT

IT Team
Shaikh Shafiqul Islam
シニアソフトウェアエンジ
ニア
Nantu Das
主任ソフトウェアエンジニア



Minebaseトークン配布

トークンは、次の⽅法でユーザーに発⾏されます:
起動時に、25%                             = 11 250 MBASE トークンの供給。
上場から半年後、 25%                  = 11 250 MBASE トークンの供給。
さらに半年後, 25%                         = 11 250 MBASE トークンの供給。
さらに半年後, 25%                         = 11 250 MBASEトークンの供給。

取引所でのMBASEの登録後, 上場から6ヶ⽉後、以下の機器が使⽤され
ます。

V999ボーナスプログラム

V999 トークンを変換する全ユーザーは2 倍の価値を受け取ります。
ただし、トークンの少なくとも 50% をウォレットに⼊⾦する必要があ
ります。
トークンの 25% を 2 回発⾏する場合、4 回⽬の発⾏の終わりまでに
トークンの 50% をウォレットに⼊⾦する必要があります。例: ユー
ザーは 1 000 個のトークンを持っており、最初の 25% 発⾏で全部を販
売しました。3 回⽬に 1 000個のトークンを取得した場合、500 個の
トークンを売却して、4 回⽬に最後の 1 000個のトークンを取得する
必要があります。彼が売りすぎた瞬間、彼はそれ以上のトークンを⼿
に⼊れません。

トークン合計 =  250 000 000 個
発⾏されたトークン = 45 000 000 単位。
交換と広告のためのトークン =     1 000 000個



CTP の機能と要件

Ethereum ネットワーク、分散型取引所、およびBitcoinネット
ワーク。
CTP システムは、 Ethereumネットワークで取引を発⽣させる
ウォレットアドレスのみで動作します。集中型取引所での取引
は記録できません。
コンピュータやスマートフォンを所有している⼈なら誰でも
CTPシステムを利⽤することができます。前提条件は、アプリ
をダウンロードすることだけです。これにより、誰でもMBASE
トークンを作成することができます。
誰も暗号市場に関する事前の知識を必要としません。このプロ
ジェクトの助けを借りて、これまで仮想通貨市場との接触がほ
とんどまたはまったくなかった⼈々にも届けたいと考えていま
す。分散型の⽀払い⼿段が市場全体で確⽴されるのは時間の問
題です。

ご注意してください: ウォレットアドレスごとに、24時間あたり10個
のMinebaseトークンの1⽇の制限があります。したがって、各ウォ
レットアドレスで1⽇あたり最⼤10個のトークンを作成することができ
ます。



Minebase 解析

Minebaseトークンの最⼤発⾏ =  250 000 000 個。
作成されたトークン (ボーナスプログラム) = 45 000 000個。

既に作成されたトークンの出⼒:

2022年8⽉ = 11 250 000単位
2023年2⽉ = 11 250 000単位
2023年8⽉ = 11 250 000単位
2023年2⽉ = 11 250 000単位

MBASEの計算価格は6.50ドルです。

2022年8⽉:11 250.00個のトークンが供給されています。値は $ 73 125 000 です。
2023年2⽉:11 250.00個のトークンが供給されています。値は $146 250 000 です。
2023年8⽉:11 250.00個のトークンが供給されています。値は $219 375 000 です。
2023年2⽉:11 250.00個のトークンが供給されています。値は $292 500 000 です。



Minebase 解析

ウォレットアドレスのCTP合計
Minebaseは、 Ethereumネットワーク、Bitcoin、およ
び分散型取引所からの値を持つアドレスのみを使⽤します。
Ethereumネットワーク: 96 000 000 つのアドレス
分散型取引所: 5 000 000つのアドレス
Bitcoin ネットワーク: 109 000 000つのアドレス

24 時間料⾦の値



Minebase 解析

2022年8⽉現在、11 500.00このトークンが供給されています。

MBASEの30%が販売のために提供されていると仮定しましょう。
トークンの70%が取引のために置かれます。30% = 3,45百万が取
引所で取引されています。 MBASEの70%が保有されている=8.05
百万。

1 ⽇あたりの⼿数料の平均計算値は、ウォレットアドレスあたり
2.18 ドルです。
ユーザーあたり平均 500 MBASE = 16 100 ユーザーで、805万
MBASEが保有されます。各ユーザーは、CTPシステムに従って
20のウォレットアドレスを受け取ります。

16 100 ユーザー x 20 ウォレットアドレス = 322 000 ウォレット
アドレス。
各ウォレットアドレスが受信する:                             
1 ⽇あたり $2.18 の料⾦ =       $701 960                       
$701 960 x 30 (⽉額) =     $21 058 80
$21 058 800 / $6.50                                      = 3 239 815.38 MBA                                                                                                                          

この計算によると,各ユーザーは毎⽉201.23個のトークンを受け取り
ます。

ここで⽰した数字は仮定であり、保証することはできません。
Minebaseは、CTP システムの仕組みについてのみ情報を提供し
たいと考えています。計算は、第三者によって提供された数値に
基づいています。したがって、Minebaseは、第三者プロバイダー
によって提供された統計および数値の正確性を保証するものではあ
りません。



⾃動ウォレットアドレ
スの計算

CTP価格に応じて、⾃
動ウォレットアドレス
ごとに受け取る⾦額が
倍増します。ここでは、
⾃動ウォレットアドレ
スが1つまたは20個あ
る場合は、数字が確認
できます。平均を計算
するために、前の計算
ですでに⽰されている
ように、1⽇あたり
$ 2.80を取りました。
この計算は 1 年間です。
トークンは、CTP価格
が$8 632になるまで完
全に作成する必要があ
ることに注意してくだ
さい。その後、トーク
ンを完全に作成してい
なくても、12 か⽉後に
ウォレットアドレスご
とに作成した値を取得
します。各ウォレット
アドレスはトークンを
個別に作成します。こ
れは単なる仮定であり、
保証することはできま
せん。この計算は、あ
なたに⽰すためだけで
す。

1 $6,50-$130 $795,70 $15.914,00
2 $131 $1.591,40 $31.828,00
3 $392 $2.387,10 $47.562,00
4 $785 $3.182,80 $63.565,00
5 $1.309 $3.978,50 $79.570,00
6 $1.963 $4.774,20 $95.484,00
7 $2.355 $5.569,90 $111.398,00
8 $3.664 $6.365.60 $127.312,00
9 $4.709 $7.161,30 $143.226,00
10 $6.887 $7.957,00 $159.140,00
11 $7.195 $8.752,70 $175.054,00
12 $8.633 $9.588,40 $190.968,00
13 $10.203 $10.344,10 $206.882,00
14 $12.754 $11.139,80 $222.796,00
15 $15.566 $11.935,50 $238.710,00
16 $18.640 $12.731,20 $254.628,00
17 $22.673 $13.526,90 $270.538,00
18 $26.684 $14.322,60 $286.452,00
19 $31.785 $15.118,30 $302.366,00
20 $37.288 $15.914,00 $318.280,00
21 $43.165 $16.709,70 $334.194,00
22 $49.443 $17.505,40 $350.108,00
23 $56.114 $18.301,10 $366.022,00
24 $63.177 $19.096,80 $381.936,00
25 $70.633 $19.892,50 $397.850,00
26 $78.481 $20.688,20 $413.764,00
27 $91.822 $21.483,90 $429.678,00
28 $105.949 $22.279,60 $445.592,00
29 $120.860 $23.075,30 $461.506,00
30 $142.834 $23.817,00 $477.420,00
31 $176.581 $24.666,70 $493.334,00
32 $206.795 $25.462,40 $509.248,00
33 $238.579 $26.258,10 $525.162,00
34 $271.934 $27.053,80 $541.076,00
35 $306.857 $27.849,50 $556.990,00
36 $343.351 $28,645,20 $572.904,00
37 $381.413 $29.440,90 $588.818,00
38 $421.046 $30.236,60 $604.732,00
39 $462.248 $31.032,30 $620.645,00
40 $505.019 $31.828,00 635.560,00
41 $549.361 $32.623,70 $652.474,00
42 $595.271 $33.419,40 $668.388,00
43 $642.752 $34.251,10 $684.302,00
44 $691.802 $35.010,80 $700.216,00
45 $742.421 $35.806,50 $716.130,00

あなたが受け取る あなたが受け
取る

価格
年間

20 ウォレット1 ウォレット

年間

乗算 CTP

上昇
価値

ウォレットアドレス

年は 365 ⽇で計算されます。



Period of Timeの
計算

ここでは、Period 
of Timeを有効に
すると、数値を確
認することができ
ます。開始価格は、
前の計算で既に⽰
されているように、
1時間あたり$ 0.26
です。CTP 価格に
応じて、CTP 価格
が上昇するたびに
⾦額に 0.26 ドルが
乗算されます。こ
こに表⽰される計
算は、時間単位、
⽉単位、年単位で
す。トークンは、
$8 632 の CTP 価
格で完全に作成す
る必要があること
に注意してくださ
い。その後、12ヶ
⽉後、トークンを
まだ完全に作成し
ていない場合でも、
値を受け取ります。

乗算 CTP 1時間あた
り

1 か月あたり 年間

1 $131 $0,26 $187,20 $2.277,60
2 $392 $0,52 $374,40 $4.555,20
3 $785 $0,78 $561,60 $6.832,80
4 $1.309 $1,04 $748,80 $9.110,40
5 $1.963 $1,30 $936,00 $11.388,00
6 $2.355 $1,56 $1.123,20 $13.665,60
7 $3.664 $1,82 $1.310,40 $15.943,20
8 $4.709 $2,08 $1.497,60 $18.220,80
9 $6.887 $2,34 $1.684,80 $20.498,40
10 $7.195 $2,60 $1.872,00 $22.776,00
11 $8.633 $2,86 $2.059,20 $25.053,60
12 $10.203 $3,12 $2.246,40 $27.331,20
13 $12.754 $3,38 $2.443,60 $29.608,80
14 $15.566 $3,64 $2.620,80 $31.886,40
15 $18.640 $3,90 $2.808,00 $34.164,00
16 $22.673 $4,16 $2995,20 $36.441,60
17 $26.684 $4,42 $3.182,40 $38.712,20
18 $31.785 $4,68 $3.499,20 $42.573,60
19 $37.288 $4,94 $3.556,80 $43.274,40
20 $43.165 $5,20 $3.744,00 $45.552,00
21 $49.443 $5,46 $3.931,20 $47.829,60
22 $56.114 $5,72 $4.118,40 $50.107,20
23 $63.177 $5,98 $4.305,60 $52.384,80
24 $70.633 $6,24 $4.492,80 $54.662,40
25 $78.481 $6,50 $4.680,00 $56.940,00
26 $91.822 $6,76 $4.867,20 $59.217,60
27 $105.949 $7,02 $5.054,40 $61.495,20
28 $120.860 $7,28 $5.241,60 $63.772,80
29 $142.834 $7,54 $5.428,80 $66.050,40
30 $176.581 $7,80 $5.616,00 $68.328,00
31 $206.795 $8,06 $5.803,20 $70.605,60
32 $238.579 $8,32 $5.990,40 $72.883,20
33 $271.934 $8,58 $6.177,60 $75.160,80
34 $306.857 $8,84 $6.364,80 $77.438,40
35 $343.351 $9,10 $6.552,00 $79.716,00
36 $381.413 $9,36 $6.739,20 $81.993,60
37 $421.046 $9,62 $6.926,40 $84.271,20
38 $462.248 $9,88 $7.113,60 $86.548,80
39 $505.019 $10,14 $7.300,80 $88.826,40
40 $549.361 $10,40 $7.488,00 $91.104,00
41 $595.271 $10,66 $7.675,20 $93.381,60
42 $642.752 $10,92 $7.862,40 $95.659,20
43 $691.802 $11,18 $8.049,60 $97.936,80
44 $742.421 $11,44 $8.236,80 $100.214,40
45 $793.041 $11,70 $8.424,00 $102.492,00

価値
ウォレットアドレス

価格
上昇

あなたが受
け取る

あなたが受
け取る

あなたが受け
取る

⽉は常に 30 ⽇で計算されま
す。年は 365 ⽇。



Walk to earn の
計算

ここでは、Walk 
to earnを使⽤す
ると、数字を⾒る
ことができます。
開始価格は、前の
計算に⽰すように、
6 kmあたり6.50
です。CTP 価格
に応じて、CTP 
価格が上昇するた
びに⾦額に 2.18 
ドルが乗算されま
す。ここに表⽰
される計算は、⽇、
⽉、および年です。
トークンは、CTP
価格の$8 632で
完全に作成する必
要があることに注
意してください。
その後、12か⽉ご
とに、トークンを
まだ完全に作成し
ていない場合でも、
作成した値を受け
取ります。

乗算
価値

ウォレットアドレ
ス

CTP

価格
上昇

1日あたり
あなたが受
け取る

1 か月あたり
あなたが受

け取る

1年あたり
あなたが受け

取る

1 $131 $6,50 $195 $2.372,50
2 $392 $8,86 $265,80 $3.233,90
3 $785 $10,86 $325,80 $3.963,90
4 $1.309 $13,04 $391,20 $4.759,60
5 $1.963 $15,22 $465,60 $5.555,30
6 $2.355 $17,40 $522,00 $6.351,00
7 $3.664 $19,58 $587,40 $7.146,70
8 $4.709 $21,76 $652,80 $7.942,40
9 $6.887 $23,94 $718,20 $8.738,10
10 $7.195 $26,12 $783,60 $9.533,80
11 $8.633 $28,30 $849,00 $10.329,50
12 $10.203 $30,48 $914,40 $11.125,20
13 $12.754 $32,66 $979,80 $11.920,90
14 $15.566 $34,84 $1.045,20 $12.716,60
15 $18.640 $37,02 $1.110,60 $13.512,30
16 $22.673 $39,20 $1.176,00 $14.308,00
17 $26.684 $41,38 $1.241,40 $15.103,70
18 $31.785 $43,56 $1.309,50 $15.932,25
19 $37.288 $45,74 $1.372,20 $16.695,10
20 $43.165 $47,92 $1.437,60 $17.490,80
21 $49.443 $50,10 $1.503,00 $18.286,50
22 $56.114 $52,28 $1.568,40 $19.082,20
23 $63.177 $54,46 $1.633,80 $19.877,90
24 $70.633 $56,64 $1.699,20 $20.673,60
25 $78.481 $58,82 $1.764,60 $21.469,30
26 $91.822 $61,00 $1.830,00 $22.265,00
27 $105.949 $63,18 $1.895,40 $23.060,70
28 $120.860 $65,36 $1.960,80 $23.856,40
29 $142.834 $67,54 $2.026,20 $24.652,10
30 $176.581 $69,72 $2.091,60 $25.447,80
31 $206.795 $71,90 $2.157,00 $26.243,50
32 $238.579 $74,08 $2.222,40 $27.039,20
33 $271.934 $76,26 $2.287,80 $27.834,90
34 $306.857 $78,44 $2.353,20 $28.630,60
35 $343.351 $80,62 $2.418,60 $29.426,30
36 $381.413 $82,80 $2.484,00 $30.222,00
37 $421.046 $84,98 $2.549,40 $31.017,70
38 $462.248 $87,16 $2.614,80 $31.813,40
39 $505.019 $89,34 $2.680,20 $32.609,10
40 $549.361 $91,52 $2.745,60 $33.404,80
41 $595.271 $93,70 $2811,00 $34.200,50
42 $642.752 $95,88 $2.876,40 $34.996,20
43 $691.802 $98,06 $2.941,80 $35.791,90
44 $742.421 $100,24 $3007,20 $36.587,60
45 $793.041 $102,42 $3072,60 $37.383,30

⽉は常に 30 ⽇で計算されま
す。年は 365 ⽇。



貿易取引所

受理
MBASEトークンの合計70%が保有されている場合、私たちの計算
によると、取引所には3,45百万のMBASEがあります。MBASE トー
クンを作成するために、ユーザーは少なくとも 10 個のトークンが
必要です (例外は、ユーザーが⾃分のウォレットアドレスを登録す
る場合です)。CTP システムを最⾼レベルで使⽤するために、ユー
ザーは 550 MBASE を⼊⾦する必要があります。
500 BMASEを購⼊すると、合計6 900⼈のユーザーがトークンを
購⼊することができます。平均すると、13 800 ⼈のユーザーにな
ります。CTP システムを中⻑期的に使⽤するために、ユーザーは
3 ~ 12 か⽉間、50 ~ 550 MBASE を保持する必要があります。
MBASEの需要が⾼まります。取引所の価格が10%下落すると、
MBASEトークンの0.025%が焼かれます。CTP値によると、これは
トークンあたり$793 041.08です。さらに、スピードブースター
ウォレットをシルバー、ゴールド、またはプラチナにアップグ
レードすると、作成されたトークンの10%も焼失します。これに
より、供給が再評価されます。中⻑期的には、CTP値がMBASEが
取引所でどのように取引されるかの価値のガイドラインになると
仮定します。



概要

1. MBASE の作成は、すでに利⽤可能なエネルギーのみを使⽤
するため、環境に害を及ぼすことはありません。

2. Minebaseトークンは2億5 000万トークンで作成されます。
Minebaseのプロセスは、ウォレットアドレス⼿数料を通じて流
通するためにトークンを発⾏することだけです。MBASE の作成に
特別なハードウェアは必要ありません。必要なのはスマートフォ
ンだけです。そして、あなたはスマートフォンが必要な2つのオプ
ションを使⽤する場合にのみそれを必要とします。

3. Ethereumネットワークの CTP: Minebaseは、 Ethereum
ネットワーク内のすべてのウォレットを検証しました。
Minebaseにアカウントを持っている⼈は、 Ethereumネット
ワークで作成された⼿数料を通じてMBASE トークンを受け取り
ます。

4. 分散型取引所の CTP とBitcoinネットワークMinebaseは、最
も重要な 20 の分散型取引所のすべてのウォレットを検証しました。
Minebaseにアカウントを持っていて、⾃分のウォレットアドレ
スを⼊⾦した⼈は、それらのアドレスから発⽣した⼿数料から
Minebaseトークンを受け取ります。 2 番⽬のオプションは、
ユーザーが⼊⾦するトークンの数に応じて、72 時間ごとに変更さ
れるウォレットアドレスを⾃動的に受け取ることです。有効なア
ドレスのみが Bitcoinネットワークで使⽤されます。

5. Minebaseに登録していて、スマートフォンを持っている⼈
なら誰でもMinebaseアプリをダウンロードして、スマート
フォンで CTP システムを使⽤することができます。アルゴリ
ズムはスマートコントラクトによって制御されます。MBASE 
の作成量が多いほど、MBASE の作成コストは⾼くなります。

6. Ethereum ネットワーク、Bitcoin ネットワーク、上位 20 の
分散型取引所からのすべての料⾦は、MBASE の作成に適⽤され
ます。 アルゴリズムによってMBASE作成価格が上昇すると、
MBASEの作成に必要な⼿数料も増加します。



概要

7. CTP価格が上昇すると、ユーザー⾃⾝または⾃動ウォレットアド
レスが最⼤45倍になります。つまり、ユーザーは⼊⾦されたウォ
レットアドレスから⼿数料の最⼤45倍の価値を受け取ります。
Period of Time とWalk to earn  にも同じことが適⽤されます。

8. CTPシステムで将来トークンをより速く作成するために、
Minebaseには 3 つの異なるオプションがあります。⼀定期間
ウォレットにMinebaseトークンを⼊⾦したすべてのユーザー
は、スピードブースターを受け取ります。ただし、⼀定数の
トークンが作成された後にスピードブースターを取得すること
もできます。

9.価格規制。このツールは、価格を調整するために使⽤されま
す: MBASEが取引所でその価値の10%を失った場合、メイン
ウォレットのMBASEトークンの0.025%がまだ提供されていな
いものが焼かれます。

10. 技術。フロントエンド技術: React, Nunjucks, Templating 
engine. Backend Technology: Ruby on Rails, Django, 
Node.js. データベース技術: PostgreSQL. ブロックチェーン技
術: web3. CI/CDオートメーション: Jenkins, Git, Docker.

11.ウォレットは Ethereumネットワーク、Bitcoinネットワーク
からアドレス指定されるため、リソースはほとんど無尽蔵です。
トップ 20 の分散型取引所は、Minebaseトークンの作成に使⽤
されます。

12. 誰でもウェブサイトでMBASE ウォレットを開くことができ
ます www.minebase.com. 

http://www.minebase.com/


概要

13. CTP システムは、Ethereumネットワークと分散型取引
所で取引を⾏うウォレットアドレスのみで動作します。集
中型取引所での取引は記録できません。

14. このシステムの開発者および発明者は、過去にコインを⽴
ち上げた起業家です。当時、このプロジェクトは当局の規制
によってブロックされていました。このプロジェクトでは、
当時のユーザーに利益を上げる⽅法を提供します。

15. MBASE取引所に上場すると、今後6ヶ⽉間に以下の商品が
使⽤されます。市場はスマートコントラクトで分析されます。
トークンが 10% 以上下落した場合、未使⽤のトークンの
0.025% がメインウォレットで焼かれます。トークンを安定
させるのに役⽴ちます。

16. MBASEを受け取るために、ユーザーはMinebaseでアカ
ウントを開設する必要があります。登録後、ユーザーはバッ
クオフィスでMBASEウォレットを受け取ります。ウォレット
アドレスを登録するために、ユーザーはウォレットアドレス
をMinebaseに⼊⾦する必要があります。

17. Minebase Analytics を使⽤すると、現在および将来の計
算に関する洞察を得るだけでなく、トークンが取引所でどの
ように確⽴されるかを理解できます。これらの計算は単な
る仮定であり、保証することはできません。



www.minebase.com

⽩書
更新、 2022年09⽉09⽇



これは重要で主要な更新です。 CTP価格は取引所にリンクされます。
これは、CTP価格と為替価格に差があることを意味します。

為替価格がCTP価格よりも低い場合、CTP価格はこの差額だけ上昇し
ます。これは私たちのアルゴリズムとは何の関係もありません。この
機能は、CTP 価格のあらゆるレベルに適⽤されます。証券取引所と
CTPシステムのバランスを取ることです。ここに例があります。

為替価格が 4 ドルで、CTP 価格が 6.50 $ の場合、差は 2.50 $ です。
CTP価格はこの2.50 $で上昇します。だから今、彼らはトークンを作
成するために$ 9に達する必要があります。

逆に、為替価格はCTPよりも⾼くなります。この場合、CTP価格は差
額だけ下落します。 たとえば、CTP 価格は $6.50 で、為替価格は
$8.50 で、CTP 価格は 2 ドル下がって $4.50 になります。

CTPシステムと取引所の間のバランス

Minebase CTP                  計算 交換

$6.50 $4.00
差分 $2.50
CTP 価格 $9.50

$6.50 $8.50
差分 $2.00
CTP 価格 $4.50



2022 年 9 ⽉ 9 ⽇より、CTP システムが⼤幅に更新されます。
Minebaseトークンは暗号ネットワーク全体からの⼿数料によっ
て作成されます。トークンを⻑期的に安定に保つために、
Minebaseトークンの燃焼式を作成しました。この式は、CTP 価
格の構成要素と⾒なされます。これにより達成される効果は、
トークンの作成と燃焼を通じて、Minebaseトークンのバラン
スが取れた開発が⾏われることです。 Minebaseトークンのエ
コシステム全体もこれに貢献しています。
数式は次のとおりです:

CTPの価格から $6.50 - $34.64
作成⼿数料価格+作成トークン(価格):4=合計
この合計は、現在のトークン価格で割られます。(これらのトー
クンは焼かれます)このプロセスは毎⽉⾏われます。
CTPの価格から $43.99 - $114.43
作成料⾦価格+作成トークン(価格):2,5 =合計
この合計は、現在のトークン価格で割られます。(これらのトー
クンは焼かれます)このプロセスは毎⽉⾏われます。

終了までのCTP価格 $609.80
作成料⾦価格+作成トークン(価格):1,5=合計
この合計は、現在のトークン価格で割られます。(これらのトー
クンは焼かれます)このプロセスは毎⽉⾏われます。

CTP価格が⾼いほど、トークンを作成するために必要な⼿数料が
⾼くなります。燃焼システムの私達の公式によって、流通する
トークンが少なくなり、CTP価格がより速く上昇し、トークンを
作成する必要がある時間が⻑くなります。

MINEBASEトークンの燃焼



MINEBASE トークンのステーキング

同社はProof of Stake (POS)とSimple Time Protocol (STP)を使⽤する
独⾃のコンセンサス・アルゴリズムに取り組んでいます。 POS では、取
引を検証する権利が与えられ、その⾒返りとして報酬が得らるバリデータ
がトークンをステークする必要があります。
STP は検証可能なクロックで動作します。2つのイベントの間にかかる時
間を検証するクロックをブロックチェーンに組み込みます。これにより、
ネットワークに接続されたバリデータの負荷が軽減されます。その結果、
ネットワーク内のバリデーターはイベントのタイムスタンプを認識してお
り、取引を記録するために利⽤可能なすべてのバリデーターを前後に確認
する必要はありません。これにより、ブロックの⾼速な順序付けが可能
になります。

POS + STPは、ブ
ロックチェーンが
⾮常に⾼速である
ことを保証します。

何がそんなに特別なのですか?



相互接続のウォレット

この更新により、20 個のウォレットアドレスを持つ他のユーザーとドッキ
ングできるようになります。これは、さらに 20 個のウォレットアドレス
に参加できることを意味します。最⼤5ユーザーまでドッキング可能です。
これらのアドレスが作成するトークンの価値の75%を受け取ります。トー
クンの25%が焼かれます。これらのウォレットアドレスを3〜6ヶ⽉間使⽤
することができます。

要件は次のとおりです:
1. 新しいウォレットアドレスごとに、ウォレットに550トークンを保持す
る必要があります。これは、⾃分のウォレットアドレスと新しいアド
レスが 1 100 Minebaseトークンになることを意味します。

2. 更新の費⽤は3ヶ⽉間150 USDTまたは6ヶ⽉間250 USDTです。
したがって、独⾃のウォレットアドレスでMinebaseトークンを作成し、最
⼤100つのウォレットアドレスが追加できます。

1 ウォレットアドレス, 3ヶ⽉, 
150 USDT + 550 個のトークン
2ウォレットアドレス, 3ヶ⽉, 
300 USDT + 1 100個のトークン

3ウォレットアドレス, 3ヶ⽉, 
450 USDT + 1 650個のトーク
ン4ウォレットアドレス, 3ヶ⽉, 
600 USDT + 2 200個のトーク
ン5ウォレットアドレス, 3ヶ⽉, 
750 USDT + 2 750個のトーク
ン

1 ウォレットアドレス、6ヶ⽉、
250 USDT + 550 個のトークン
2ウォレットアドレス、6ヶ⽉、
500 USDT + 1 100個のトークン

3ウォレットアドレス、6ヶ⽉、
750 USDT + 1 650個のトーク
ン4ウォレットアドレス、6ヶ⽉、
1 000 USDT + 2 200 tokens

5ウォレットアドレス、 3ヶ⽉、
1 250 USDT + 2 750個のトーク
ン

⾃分の 20 個のウォレットアドレスに対して 550 トークンが必要なので、上記の数
に常に 550 トークンを追加する必要があります。つまり、ウォレットアドレスが 5 
つある場合、ウォレットには 2 750 + 550、つまり 3 300 トークンが必要です。



⼿数料の燃焼

ウェブサイト www.minebase.com は、将来的にゲームを提
供する予定です。ユーザーが使⽤するゲームの種類に応じて、
彼は、例えば、カードのセットや⼊場料を⽀払います。

ゲームに⼊るために⽀払われたこれらのトークンはすべて焼か
れます。さまざまなゲームが提供されています。しかし、次々
と成⽴されます。更新可能なシングルプレイヤーゲームの場
合 (たとえば、何かをより速く達成するためのより優れたツー
ル)、そのために使⽤されたトークンも燃焼されます。

競争⼒のあるゲーム: Minebaseトークンを使⽤する競争の激
しいゲームの場合、トークンの10%が焼かれます。例えば、50
⼈のプレイヤーがいて、それぞれが1つのMinebaseトークン
を⽀払います。それは50 Minebaseトークンになります。こ
れらのうち、10%が燃焼している。これで、ゲームに45個の
トークンが残っています。⾼得点には 2% が使⽤されます。
ゲームには合計 44.1 個のトークンがあり、勝者に配布されま
す。

ゲーム内のプレイヤー数に応じて、これらのトークンは1位か
ら5位まで配布されます。

ゲーミン
グ
ゲーミン
グ



NFTには3つの異なるカテゴリがあります

カテゴリ 1 50 個のMinebaseトークン
カテゴリ 2 100個のMinebaseトークン
カテゴリ 3 250個のMinebaseトークン

NFTを購⼊すると、あなたは所有者であり、市場で販売することが
できます。ただし、カテゴリごとに⾮常に⼤きな利点が得られま
す。

NFTカテゴリ1を購⼊すると、将来Minebaseトークンを作成する
ときに50トークンが40%安くなります。つまり、50個のトークン
をいつ使⽤しても、トークンの⽣成速度が40%速くなります。
例：
CTP価格が$ 300になるまで待つと、50トークンで$120の利点が
あります。

NFTカテゴリ2を購⼊した場合、将来Minebaseトークンをクリー
ムにすると、100トークンが50%安くなります。つまり、100個の
トークンをいつ使⽤しても、トークンの⽣成速度が50%速くなり
ます。例:
CTP価格が$300になるまで待つと、100トークンに対して$150の
利点があります。

NFT カテゴリ 3 を購⼊した場合、将来、Minebaseトークンをク
リーム化すると、250 トークンが 60% 安くなります。つまり、
250個のトークンをいつ使⽤しても、トークンの⽣成速度が60%
速くなります。例:
CTP価格が$300になるまで待つと、180トークンで$250の利点が
あります。
ただし、トークンをいつ販売するかは⾃分で決めることができま
す。

NFTNFT



Minebaseトークン燃焼タイプの全体概要

1. 証券取引所の価格が 10% 以上下落した場合、まだ作成されていな
いトークンの 0.025% が燃焼されます。

2. Minebaseトークンで購⼊した全NFTは燃焼されます

3. Minebaseのウェブサイトで提供される全ゲームは、ゲーム、賭
け⾦全体、または賭け⾦の 10% に応じて燃焼されます。

4. 2022 年 9 ⽉ 9 ⽇から、Minebaseトークンを作成するために
CTP システムで使⽤されるすべての料⾦は毎⽉燃焼されます。

5. 相互接続ウォレット: 20 個のウォレットアドレスごとに、25% 
が燃焼されます。

MINEBASE 燃焼式



MINEBASE プロトコル

MINEBASE 
エコシステム

ウォレットアド
レス

ETHEREUMと
BITCOINネット
ワーク

CTP
システム

創造的燃焼システム

ETHEREUMと
BITCOINネッ

トワーク

MINEBASE 
NFT

MINEBASE ゲーム

MINEBASE
相互接続のウォ

レット

プログラムの作成 燃焼プログラム

50-100%
燃焼

100% 燃焼

10-100% 燃焼

25% 燃焼MINEBASE 
ステーキング



2年間で、アプリによ
るCTPは半分になり
ます。したがって、
ユーザーが MBASE を
作成すると、作成さ
れた MBASE の 50% 
で既にコードを受け
取ります。したがっ
て、2 つのデバイスで
は、MBASE の作成に
必要な時間の半分し
かかかりません。

このプロセスは、
2026年8⽉、2028年
8⽉、2030年8⽉など、
2年ごとに繰り返され
ます。
このプロセスは、す
べての MBASE が作成
されるまで続きます。

アプリの起動
IOSとAndroidの2つのオ
ペレーティングシステム
が提供されています。ア
プリは最初の6ヶ⽉間
$ 5.90の費⽤がかかりま
す。8 ⽉

最初のゲームが起
動されます。
2022年12⽉

NFTは販売のため
に提供されていま
す

アプリはローンチ時
にはまだ提供されて
いないため、PC の
CTP の最初のオプ
ションから開始する
可能性があります。
どなたでも無料でお
試しいただけます。
2022年 9⽉ 09⽇

Minebaseトークンを燃
焼する式が始まります

2022年10⽉

Minebaseトークンをス
テーキングするための
パートナーシップ。

Minebaseトークンを
作成するために、最⼤
100 個のウォレットア
ドレスを受け取るため
に、相互接続のウォ
レットが起動されます



www.minebase.com

CTP システム


