親愛なる ICOS トークン所有者様、

Dear active and potential ICOS token

そして、将来のトークン所有者様へ

holders,

ICOS プラットフォームの独自の新機能、

We are proud to introduce a brand new

Interproject Token Swap（IpTS）テクノロ

unique feature of its ICOS platform: an

ジをご案内いたします。

Interproject

Token

Swap

(IpTS)

technology.
新しいオプションは、ICOS トークン所有
者と、ICOBox よりリリースされた新しい

The new option is a private peer-to-peer

プロジェクトとの間のプライベートピアツ

token swap between ICOS token holders

ーピアトークンスワップです。 ICOS トー

and new projects released with the help of

クン所有者は、有望な新興企業のトークン

ICOBox. It gives ICOS token holders an

にさらに広い範囲でアクセスできるように

even wider access to the tokens of

なりました。ICOS プラットフォームは、

promising new startups: ICOS platform

ICOS トークン所有者の投票によって選ば

will list tokens of both the clients selected

れたクライアントのトークンと、ICOS プ

by the vote of ICOS token holders to

ログラムを使用せずに ICO を実行するトー

conduct their ICOs and those whose ICOs

クンを共に提示します。これらのトークン

are conducted without the use of the ICOS

はすべて ICOS トークンとの交換可能にな

program. All of these tokens will now be

りました。将来、他の外部プロジェクトの

swappable for ICOS token. In the future,

トークンがプラットフォームに提示される

tokens of other, external projects may be

可能性もあります。

listed on the platform.

IpTS テクノロジーは、通常の ICOS トーク

IpTS technology works pretty much the

ン交換とほぼ同じように 1：4 交換比率で機

same

能します。
：ICOS トークンあたりの交換額

exchange, with an average 1:4 exchange

as

the

regular

ICOS

token

は 0.04 BTC に固定されています。これは、 ratio: exchange value per ICOS token is
各 ICOS トークンを、多数の新しいプロジ

fixed at 0.04 BTC, which means that each

ェクトのプレセール価格で、0.04 BTC に相

ICOS token can be swapped for a number

当する ICOS プラットフォームのトークン

of the new projects' tokens on ICOS

とスワップできるということです。違いは、 platform that's worth 0.04 BTC at presale
ICOS トークンは焼却（burn)されることな

prices. The difference here is that ICOS

く、スワップに参加しているプロジェクト

tokens do not burn up but are just handed

に渡されたことだけです。

over to the projects participating in the
swap.

このエキサイティングな新機能を導入する

主な目的は、ICOS トークンを再配布し、ク

The primary goal of introducing this

ライアントとトークン所有者に、トークン

exciting new feature is to redistribute

をすぐに入手できる最大の機会を提供する

ICOS tokens and give our clients and

ことです。

token holders the opportunity to get the
greatest tokens immediately. We want

2017 年 9 月 22 日、ICOS トークン所有者

you to get the best deals on the best

は 、 既 に ICO を 実 施 中 の ト ー ク ン と

tokens at the fraction of their price.

ParagonCoin、TokenStars、PlusCoin のト
ークンを交換することができます。

On September 22, 2017, ICOS token
holders will be able to start swapping

IpTS

技 術 の 詳 細 に つ い て は 、

their

tokens

for

the

tokens

of

https://medium.com/icobox-io の最新情報

ParagonCoin, TokenStars, and PlusCoin,

をご覧ください。

which are already in the process of
conducting their ICOs.

もう 2 週間以内です。
お楽しみに！

Please

watch

our

updates

at

https://medium.com/icobox-io for further
ありがとうございました

details about the IpTS technology.

ICOBox チーム
icos@icobox.io

Hoping to see you happily swapping in
less than 2 weeks!
Thank you,
ICOBox Team
icos@icobox.io

