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更新された免責事項

このホワイトペーパーは進行中の作業であり、時間の経過とともに詳細が更新される予定です。 私たちはICO

に大きな関心を持っているため、このホワイトペーパーを投資家の評価のために公開しています。 Googleの
広告プラットフォームとトークンの使用に関する詳細については、http：//www.Mobilink.ioのウェブサイトに
記載されている一連のアップデートで追加します

さらに情報を追加するにつれて、コア提供、トークン構造、トークンの配布、資金の使用に変更がないこと
を関係者に知らせたいと考えています。

法的放棄声明

この文書（以下「文書」といいます）および本書で利用可能な情報は、Mobilinkトークンの技術的およびビジ
ネス的側面、ICO、Mobilinkネットワークの概要、Mobilinkに関する情報（会社"）。

本書の唯一の目的は、受領者に、受領者が当社が発行したトークンを購入するかどうかを決定する際に役立
つトークンの問題に関する予備的な情報を受領者に提供し、トークン発行の最終条件を決定できるようにし
ます。この文書で言及されているトークンには、独自の特定の条件があります。これは、トランザクション
に入る前に読んで参照する必要があります。トークン発行に投資することを検討している購入者は、この説
明書のみに依拠して投資決定を行うべきではありません。

将来の出来事または将来の可能な出来事に関する予想に関連するすべての意見書およびすべての予測、予
測、または声明は、当社が現在利用可能な情報の評価および解釈を表している。

この文書は目論見書の対象とはならない。不確実性を避けるために、トークンは有価証券として適格ではな
く、トークンの発行はいかなる管轄内の有価証券の発行の資格もありません。

この文書は、そのようなオファーまたは勧誘が許可されていない管轄区域のトークンを購入するオファーの
売却またはオファーの勧誘、またはオファーまたは勧誘を行うことが違法な人物には適用されません。その
ような制限の各違反は、そのような国の適用法違反となる可能性があります。当社は、以前に未知の問題が
明らかになった場合に、各購入者を承認し、トークンの購入を払い戻す権利を留保します。

購入者は、トークンの発行および購入に関連する潜在的な法的リスクおよび税務上の結果について、独自の
調査を実施するものとします。 本書のいかなる内容も、当社または他の人による投資勧誘の提供と解釈され
ないものとします。 当社が提供し、本書で説明するトークンを購入するかどうかについて疑問がある場合
は、この性質の投資に関するアドバイスを受ける資格のある独立した財務アドバイザーまたは法務代理人に
相談する必要があります。
言語の免責事項：
このホワイトペーパーは、英語で考案され、デザインされ、書かれました。 Mobilinkチームは現在、このド
キュメントを他の言語に翻訳するために複数の資格を取得しています。 英語の文書と別の言語との間に矛盾
する情報がある場合は、英語の文書が最も正しいと考えられます。
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エグゼクティブサマリー

MOBILINK-NETWORKはブロックチェーンテクノロジーを使用して携帯電話産業に革命を起こす

私たちは、携帯電話技術においてますます高度化するにつれて、エンドユーザへのコストが下がると考えて
います。代わりに、逆のことが起きています。これは第一世界諸国では特にそうです。テレコム業界を支配
する少数の企業のために、私たちは電話機のために多くの料金を支払っています。これらの企業は、2年ごと
に携帯電話を交換する消費者のニーズにお金を払うだけでなく、Facebook、Viber、Googleなどのアプリから
受け取るサービス料、ローミング料金、ライセンス料からも収益を上げています。テレコム企業は、あなた
の携帯電話でアプリケーションを実行できるようにライセンス料を支払っています。
Facebook、Viber、Googleなどは、自分のプラットフォームで表示されるモバイル広告から収益を得ていま
す。また、ブラウジングの行動から学んだことから利益を得ています。あなたがサービスのために支払うの
で、電気通信とソーシャルメディアからのすべての生成された収入はあなたから来ますあなたはまた、すべ
てのあなたの連絡先、個人情報、購入行動情報などへのアクセスを提供しています...彼らは基本的にすべての
リソースを取って、何もしない。

MOBILINK-NETWORKは、Blockchainテクノロジをベースに構築されたMOBILINK-COINとMOBILINK-SIM
カードを使用して、すべてを変更したいと考えています。通信業界や広告業界が混乱する時が来ています。

MOBILINK SIMカードユーザーが毎月の広告収入を得て、消費者データへのアクセスから生み出された富を消
費者に還元することを可能にする無制限の会話、データ、テキストを無限に広げたいと考えています。私た
ちの使命と目標は、世界最大の電気通信事業者の1社になることです.MOBILINKはライセンス料を課金し、毎
月のユーザー料金を支払う広告収益を創出し、ネットワーク全体で利益を共有することができます。

テクノロジーは信じられないほどのペースで動きます。 20年前、今日私たちが住んでいる世界をほとんど想
像することはできませんでした。しかし、一部のビジョナリーは、最終的に、インターネットを使って製品
を購入し、他の人と交流する世界を見ていました。しかし、懐疑的な人たちは、インターネットはあまりに
も複雑で、科学者やオタクのためだと予測した。

今日私たちが住んでいる技術的な仕事における見過ごされていた触媒は、スマートフォンです。スマート
フォンが登場してすべてが変わりました。小さなスーパーコンピュータをポケットに入れて歩き、指先であ
らゆる人間の知識にアクセスできます。休暇を予約したり、データを通じた無料の音声通話やビデオ通話、
ピザの注文、プロの相談などを手配できます。

この大きさの技術的飛躍は様々な形で起こり、10年ごとにしか起こらない。 ワールドワイドウェブが90年代
のものだった場合、2000年代はスマートフォンの登場によって徐々にウェブ経済からアプリ経済に移行しま
した。 Blockchainは、おそらく10年以上前のスマートフォンほど破壊的ではない次の混乱であり、食品安全か
ら銀行業、投票システムまですべてを混乱させる過程にあります。 ブロックチェーンでは、組織は無限の可
能性に興奮しているか、市場シェアを心配しています。 元のキャンプにいらして、私たちの世界を形作るこ
の技術の驚くべき可能性を見てうれしく思います。
Mobilinkは、ブロックチェーン技術を使用してモバイル広告と通信業界を混乱させるように設定されている
ため、消費者は無料で世界中の携帯電話をシームレスにローミングすることができ、広告主はドルに対して
より良い投資収益を得る機会を提供する 。
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通信業界の現状

過去10年間、電気通信業界は絶え間なく成長しており、データ使用量の爆発に対応しようとしています。 米
国のユーザーは、携帯電話を1日に90億回以上見ています。 スマートフォンの普及率は、技術の採用が遅れて
いる高齢者層であっても、これまで以上に速く成長しています。

しかし、より良い、より信頼性の高いサービスの必要性は、ほとんどのプロセスが手動で実行され、新しい
インフラストラクチャの設定が非常に高価であるため、設備投資に大きな負担をかけることになります。 ブ
ロックチェーン技術は、多くのソリューションを提供しています。

アイデンティティ管理と詐欺検出
不正行為の検出は大部分の業界で重要であり、グローバルな通信も例外ではありません。 業界における現在
の詐欺行為の年間コストは380億ドルであり、電気通信事業者がアイデンティティを確立するための信頼でき
る解決策を見つけることが最優先事項です。 ローミング詐欺は、プロバイダを相互にリンクするシステムに
非効率性があるために発生します。 Blockchainを使用すると、シンプルでスマートな契約展開により、ユー
ザーとネットワーク間の信頼関係を確立し、ローミング権を即座に検証し、プロバイダが確実に支払いを受
けるようにすることができます

自動化によるコスト削減
ローミングは、ユーザーが登録されている携帯電話とは異なるキャリア（通常は別の国）に携帯電話を使用
することで構成されます。 ユーザの身元が確認されると、ローミングは通常、複数の第三者が関与する異な
るキャリア間の検証プロセスを経ます。 ブロックチェーンにより、通信事業者は、複数のサードパーティが
アイデンティティを検証し、ローミング権を検証することなく、ローミングのような機能を自動化し単純化
することができます。 これにより、プロバイダは、コストを削減しつつ、より迅速で信頼性の高いサービス
をユーザに提供することができます。

デジタル資産のマイクロトランザクションを有効にする
Blockchainがテレコムの世界にもたらしうる最も恐ろしい、最も破壊的なことは、おそらくデジタル資産の購
入のためのマイクロトランザクションを可能にすることです。 ブロックチェーンと暗号化通貨は、トランザ
クション料金が非常に低いか全くない任意のサイズのほぼ即時の支払いを可能にします。 これは、ユーザー
がビデオゲーム、報酬ポイント、音楽、映画などのデジタル資産のグローバル経済の恩恵を受けることを可
能にしながら、別の中間の男（銀行とクレジットカードのプロセッサー）を切り離すだろう。

モバイル＆デジタル広告の現状
デジタル広告は、世界的には2,200億ドルにものぼり、比較的少数のプレーヤーしかいない。 具体的には、モ
バイル広告は、FacebookとGoogleが、最も保守的な見積もりに基づいて、市場の50％以上を所有しているた
め、管理されています。 これは、競争の激しい広告会社のための余地がほとんどなく、2人の大手企業が価格
設定を指示することができます。

ブロックチェーンは、すでに多数の問題を解決するのに役立ち、同時に新しい可能性を開くので、広告市場
を混乱させ始めています。 現在、広告主は広告を出して最終的な消費者に広告を送ろうとする人々から資金
を集める。 これは唯一実行可能なオプションでしたが、解決する必要のある問題が多数あります。
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プロセスの簡素化
現在のプロセスは複雑すぎるため、企業は常に自分が支払うものを得ることはできません。 一部の組織で
は、仲介業者を切り離して、独自の広告取引所を直接構築し始めています。 Blockchainは、このプロセスを強
化し、より透明性を高め、最終的に広告購入プロセスを一掃することで、エンドユーザーに広告を直接見て
もらうことができます。

信頼、信頼、信頼
データがブロックチェーンに入ると、それは決して変更できません。また、ブロックチェーンを制御する中
央エンティティがないため、不変性が保証されます。 広告業界は、InstagramやTwitter上の偽のプロファイ
ル、人為的な印象、偽のクリック、偽のフォロワーに悩まされています。 広告詐欺は、2018年に業界に約200

億ドルの費用がかかるように設定されています。ブロックチェーンにより、企業は実際のユーザーが広告を
見ていることを確認でき、ハッカーや詐欺師がデータを操作することはありません。

ユーザーに利益をもたらすことを許可する
一旦信頼が確立されると、ブロックチェーンはシステムを完全に混乱させ、消費者が宣伝されている製品に
自分の身元を直接確認し、自分の広告設定を行うことができます。 これにより、真ん中の人の必要性が完全
になくなり、広告を見るために直接支払われるか、サービスに支払うために広告収入を生み出すことによっ
て利益を得ることができます。
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テレコムと広告のブロックチェーン技術

広告主と通信事業者は、通常は複数の第三者の助けを借りて、信頼と識別を確立するために非常に多額の資
金を費やします。 グローバルローミング契約は、そのようなプロセスの一例です。 デジタル分散元帳と信頼
できない構造を持つBlockchainは、すべてではないにしても、ほとんどのサードパーティを排除するのに役立
ちます。
それは不可逆的で監査可能なので、ブロックチェーンは、探していることを広告主に提供します。偽のプロ
フィールを作成し、偽のインプレッションを取得する先進的なプログラムではなく、相手が相手と交流して
いることを確認する簡単で安価な方法です 。
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テレコム環境でブロックチェーンを使用してIDを作成し、認証を実行する

Mobilink入門

Blockchainは、電気通信および広告産業を大幅に混乱させるように設定されています。上記のように、多くの
ブロックチェーン技術は、視聴する広告を選択するか、暗号化に基づいてデジタル経済の一部として広告を
表示することによって、ユーザーに多くの力を与えます。
Mobilinkは、消費者に電力を戻し、同時に広告とテレコムの多くの中年男性を削減したいと考えています。
私たちの目標は、広告を見ることによって獲得されるモービリンクトークンのデジタル経済を作り、それが
モバイルサービスの支払いに使われることです。グローバルモバイルユーザーは現在、購読料で1ヵ月に数千
億ドルを支払っていますが、GoogleやFacebookなどの大手広告は、広告市場を独占し、ユーザーが携帯電話
で見られる広告を制御することによって、
Mobilinkは既に170を超える国々でローミング契約を結んでいる通信サービスプロバイダーです。当社は世界
最大の通信事業者とのローミング契約を締結しており、世界中の12か国でMobilink SIMカードをテストして
います。 Mobilinkはテレコムサービスプロバイダーレベルで機能するため、ユーザーを混乱させることなく
スマートフォンにソフトウェアを追加することなく、広告を挿入することができます
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最終結果は？ 私たちのユーザーは、音声やデータの請求書を支払うことなく、グローバル規模で機能するスマートフォ
ンを所有します。 ブロックチェーンと当社のグローバルネットワークによって実現されるため、ユーザーの携帯電話の
使用から広告収入を生成し、その資金を使用してユーザーの携帯電話の料金を支払うことができます。 ユーザーは常に

ブロックチェーンを使用し、宣伝されている商品やサービスとの直接的なやりとりを可能にすることで、ユーザーあたり
より多くの収益を生み出すことができます。

当社のプラットフォームがより多くのユーザーとより多くの広告パートナーを獲得するにつれて、当社の広告収入はモバ
イルネットワークの運営コストを上回ることが予想される。 徐々に収益が上がるにつれて、私たちはユーザーと
Mobilinkトークンを共有し、完全に使用可能なユーティリティトークンとマイクロトランザクションのための経済性を作
り出します。

ミッションステートメントとビジョン

現在の電気通信業界で混乱し、繁栄する最初の分散型モバイルサービスプロバイダを作成して運用することにより、無償
で国境を越えてグローバルな音声およびデータサービスをユーザーに提供できます。 Blockchainテクノロジによって、当
社の広告プラットフォームが生み出す収入は、当社のグローバルネットワークに支払うことになる。 当社の広告事業が
成長するにつれて、当社はユーザー財布に直接Mobilinkトークンを発行することにより、追加の広告収入をユーザーと共
有する。

私たちのビジョンは、電気通信と広告が今日使われる方法に革命をもたらし、消費者とサービスプロバイダーのための積
極的な変化の触媒となることです。 私たちは、2020年中頃までに6％の世界シェアを持つ世界クラスのサービスプロバ
イダーになることでこれを達成しようとしています

主要な提供の詳細
すべてのトークンホルダーは、ロックされていないスマートフォンで動作するSIMカード
を受け取ります。 Blockchain技術を使用することで、Mobilinkは、ユーザのスマートフォン
にターゲット広告を送信して、ユーザの音声およびデータサービスに支払う広告収入を得
ることができます。 私たちの提供するユーザーは月々の請求書を取得しません！

Mobilinkはグローバルローミング契約を結んでいるため、トークン所有者にボーダレスな接
続性を提供することができます。 170カ国以上に対応！
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Blockchainとスマート契約を利用することにより、Mobilinkはあらゆるユーザの毎日の収入を
計算し、Mobilinkコイン（MBX）の形で毎日支払いを行うことができます。

MBXトークンは、多数のユーザーが保持する本当に使用可能なトークンになります。 トー
クン所有者は、MBXトークンを公衆取引所またはMobilink Walletアプリケーション上の他の
暗号化通貨に変換することができます。

主な特徴

1. Mobilinkネットワークは大規模なグローバルモバイルキャリアとの相互接続を備えており、Mobilink-SIMユー
ザーは無料で音声およびデータサービスを利用できます。 これは、すべてのロック解除されたスマートフォ
ン（IOSとAndroid).

2. Mobilinkの広告プラットフォームは携帯電話に広告を配信し、Mobilinkは当初、ネットワーク使用料金を支払
うことができ、近い将来に広告収入を共有することができます。
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3. MobilinkはAndroidおよびiOS Walletアプリケーションを構築し

4. Mobilinkアプリケーションには、トークンホルダーが他の暗号化通貨と決済通貨のためのトークンを交換で
きる、内蔵の暗号交換があります。

5. Mobilinkはまた、Mobilink WalletおよびExchangeアプリケーションにリンクされるMOBILINK-COIN保有者に
Mobilinkプリペイドカードを発行します。

どのように機能するのですか？
Mobilinkプロジェクトは、MBXトークンの需要を使用し、それを駆動するサービスのエコシステムを構築し、
ネットワークがユーザーに無償で稼働し、結果的にトークンホルダーとの共有を開始するのに十分な収入を生
み出すことに十分な収入をもたらします。

以下の図は、当社のネットワークがどのように機能するかを示しています。
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Mobilink-Network: カナダとフィリピンから運営され、テレコムネットワークの構築、管理、運営を担当する
グローバルネットワークであり、Mobilink広告プラットフォームの構築と管理を担当しています。

Mobilink SIMカード: 任意の標準スマートフォン（AndroidおよびIOS）で使用するためにICOが終了した後に
トークンホルダーに提供されるSIMカード。

Mobilink SIMカードユーザー: ロックされていないスマートフォンで使用されているMobilink SIMカードを所有
しているすべてのユーザー。

MBXトークンホルダー:ICOの完了後、これは交換機から購入したか、またはMobilink-Networkを通じて共有広
告収益から得たトークンホルダーであるユーザーです。

広告主: Blockchain技術によって有効にされた相互作用とアイデンティティを持ち、革新的な方法で顧客に広
告を掲載したい組織。

広告と収入の共有

ユーザーは、Mobilinkの複雑なアルゴリズムによって選択されたアプリケーションに表示される広告に基づい
て、ユーザーの使用状況を計算するMBXトークンを獲得します。
Blockchainテクノロジによって有効にされ、権限を付与された広告プラットフォームを構築するにつれて、偽
のアカウント、偽のフォロワー、偽の印象を含む多くの広告の落とし穴を解決することを計画しています。
Mobilinkは、広告契約を締結して、できるだけ多くの収益を上げ、ユーザーと共有するよう努めます。 収益
分配の例を以下に示します。
$ 100収益は次のように分割されます。

- - $ 30テレコムサー
ビス

- - $ 20営業費用
- - $ 15 Mobilink
- - ユーザー数35ド
ル

運用コストの後、収益の約30％を維持し、残りの70％をユーザーと共有します。

ウォレットと交換プラットフォーム

Mobilink Networkは、AndroidおよびiOS用のスマートフォンアプリケーションをユーザーに提供します。 交換
アプリを使用すると、上位50の暗号化通貨をすべて交換することができます。
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私たちのネットワークとローミング契約

Mobilink Coin ICOはMVNO（Mobile Virtual Network Operator）として動作するMobilink-Networkと提携していま
す。 簡単に言えば、Mobilink-Networkは、グローバルモバイルサービスプロバイダとビジネス契約を結
び、Mobilink-Networkに接続しているユーザに音声およびデータサービスを提供します。
Mobilink-Network Worldwide Partnerには、Vodafone、02、T-
Mobile、Tata、Bezeq、Smart、Globe、Orange、Cellcom、TIM、Docomo、Airtel、Telia、Relaince 
NetConnectなどがあります。
独自の独立したビジネスであるMobilink Networkは、既にベータテストモードに入っている1200以上のクラ
イアントと、北米およびヨーロッパの大都市にまたがるグローバル流通ネットワークを持っています。
Mobilink-Networkは、世界的に確立されたディストリビューターを通じて、今後6ヶ月間、200万枚を超える
SIMカードを販売しています。

私の国でうまくいくのだろうか？
サポートされている国の詳細なリストは、当社のウェブサイトで入手でき、変更を加えたときに更新されま
す：
https://mobilink.io/countries.php  

番号の移植
Mobilink-SIMユーザは、MVNO（モバイル仮想ネットワーク事業者）を使用して、当社のネットワークに番号
をグローバルに移植することができます。 私たちはユーザーのために番号を保持することの重要性を理解し
ており、この機能はSIMカードの出荷前に当社のネットワークに実装されます。 この機能は現在、相互接続契
約の拡大の一環として、2018年6月に予定されています。

https://mobilink.io/countries.php
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ICOの詳細
MBXトークンは、Ethereumベース（ERC 20）で、トークン所有者に以下の権限
を付与します。

投資した300ドルごとに1枚の国際SIMカードを受け取ります。
Mobilinkネットワークが動作している限り、無料の音声およびデータサービスを受信する。
Mobilinkトークンエコシステムに参加し、電話を使用して広告主と対話することでトークンを獲得す
る。
獲得したトークンを電話で直接交換して、他の暗号化通貨や金額の通貨を得ることができます。

投資家の制限

私たちは、Mobilinkプロジェクトが世界的な魅力を持ち、同時に複数の業界を混乱させる可能性があると考え
ています。 しかし、暗号通貨法とICO法は毎日グローバル規模で変化しており、すべての管轄区域でのプロ
ジェクトの合法性を判断することはほとんど不可能です。

私たちのICOは、世界に開放されている2018年2月20日から4月15日に発足し、米国とカナダの住居はICOの
第2段階まで登録することができますが、まだ投資することはできません。 これは、ICOの第1段階で変更さ
れる可能性があります。OSCおよびSECの最新情報が入手されるとすぐに皆に助言します。

ICOの第2ステージは、米国とカナダの両方の住居が投資できるかどうかをアドバイスする第2段階で、2018
年4月15日から5月15日まで、ICOの第2段階を開始する予定です。

スタンドアロン製品としてのMobilink SIMカードは、米国およびカナダの市民を含む世界中の誰でもいつでも
Mobilink Networksから購入することができます。 更新については、当社のウェブサイトに登録してくださ
い。

Token Information 

トークンの説明：Mobilink

トークン名：MBX

テクノロジー：ERC 20

総トークン供給：9,000,000,000（90億）

トークン発行価格：0.10 USD

ソフトキャップ：$ 20M USD

ハードキャップ：$ 240M USD

ウェブサイト：www.mobilink.io

受け入れ可能な支払い：BTC、ETH、XRP、LTC、BCH、DASH

最小支払い：$ 300（USD）

ICO開始日：2018年3月15日

ICO終了日：2018年4月15日
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トークンの配布と資金の使用

トークンの配布

Mobilinkチームは、グローバルネットワークを構築できるようにトークン配布を割り当てています。 私たちは
チームとアドバイザーのトークンの15％を予約しています。 トークンの残りの部分は、トークン所有者のた
めに予約され、ネットワークとネットワーク予約を構築します。 このリザーブは、当社の広告収入分配モデ
ルの一部としてMobilinkトークンを支払うためにネットワークによって使用されます。 公共の売り上げの未記
入のトークンがネットワーク予約に追加されます。

収益の使用
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ICOの群衆売却がソフトキャップに当たっていない場合、何が起きたかにかかわらず、プロジェクトは先に進
むでしょう。 ICOが終了した後、パートナー、ディストリビューター、代理店によって配布される200万件を
超えるSIMカードがあると予測されています。 コインホルダーは、すべてのユーザーからMobilinkコインの使
用量が増加するため、コインの交換額が増加する可能性が最も高くなります

相互接続の開発（32％）

Mobilinkは170以上の国々でグローバルローミング契約を締結しています。 潜在的に何百万人ものユーザーに
グローバルな音声およびデータサービスを提供し始めると、予算の30％以上をより堅牢な契約およびインフ
ラストラクチャの構築に費やしていきます。 これにより、より良いサービスをユーザーに提供しながらコス
トを削減することができ、ユーザーとの共有に多くの資金が必要になります。

運用オーバーヘッド（21％）

この収益の一部は、世界中のMobilinkネットワークの運営資金に使用されます。 これらの資金は、モバイル
ネットワークインフラストラクチャ、モバイルネットワークオペレーションチーム、顧客オペレーション、
物流およびサポートに使用されますが、これに限定されません。

モバイル広告インフラストラクチャ（21％）

モバイル広告業界を混乱させようとしている中で、私たちは、モバイル広告インフラストラクチャを構築す
るために募集した資金の大部分を捧げます。AndroidおよびIOSウォレットアプリケーションの開発、外部広告
主と連携する広告交換プラットフォーム、 トークンを配布するプラットフォームです。

広告プラットフォームの統合（11％）

モバイル広告インフラストラクチャをユーザーのスマートフォンにリンクする役割を果たすため、これは
Mobilinkの重要な要素です。 ほとんどの資金は、AndroidとIOSのカスタムアプリケーション開発に使用されま
す。

準備、管理、マーケティング、法律、一般経費（15％）

これらの資金は、標準的な事業費のために控えています。
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ロードマップ 

Mobilinkチームはすでに、群衆の販売を開始する実質的な作業を完了しています。 他のプロジェクトとは異な
り、私たちは実際には、ワーキング・サービスとのグローバル・ローミング契約に加えて、電気通信分野で
実用的な製品を持っています。 ICOを使用すると、ネットワークの構築に資金を集め、広告プラットフォーム
とモバイルアプリを完成させることができます。
ICOが終了してから3ヶ月以内にSIMカードの最初のバッチを、最も多くのトークン購入者を含む国から出荷
する予定です。 私たちはICOを締め切りから5ヶ月以内にすべてのグローバルユーザに現用SIMカードを提供
するつもりです。 投資家は、ICO閉会の30日以内に公的取引所でトークンを交換することができます。
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チーム

MOBILINK-Networkは、トロント、カナダ、フィリピンの2つのチームによって共同設立されています。 革新
的で破壊的なサービスを提供するために、高度に創造的で献身的な人々のグループを集めて喜んでいます。

Rob Solidium:  CEO, Mobilink Network Inc. 

ブ氏は、音声通信とデータ通信の両方で電気通信システムのVOIP /ローミングプロバイダとアグリ
ゲータを含む電気通信業界で18年の経験を持っています。 ロブ氏は、電気通信の二国間および一方
的な契約の専門家です。 現在世界中の通信事業者と相互接続しています。

Steven Dennis:  CTO, テクニカルストラテジスト、研究開発
Steveは、テクノロジーマネジメント、ソフトウェアアーキテクチャー、要件エンジニアリング、品質保
証、プロジェクトマネジメントの専門分野の専門家です。 10年以上のリーダーシップとマネジメント経
験.

Conrado Vasquez:  アジア太平洋テレコム相互接続マネージャ

コンラッドは、現在、VOIPテレコミュニケーションおよびシステムインテグレーション市場向けのアジ
ア太平洋ネットワークと接続しています。 ビジネス開発と戦略のために外国のトップ企業と地元の企業
と相談する

Brian Thompson: 技術管理者、暗号投資家およびアナリスト

Brianは、技術と暗号のすべてのことについて熱心なITコンサルタントです。 ブライアンは誰もがテクノ
ロジーを使用すべきだと考えており、ハイパーテクニカルと日常のユーザーとのギャップを埋めること
を楽しんでいます。 ブライアンはTechmi、LLCを立ち上げ、そこで技術を調査し、研究し、教えます。 コ
ンピュータプログラミングとデータベース管理の学位を取得しています。

James Marcus:  VP戦略、起業家、ワイヤレス＆テレコム

Jamesは、経験豊かな企業、革新者、技術の宝庫です。 着実な成長と収益性を維持してきた
30年以上の事業を開始しています。 最近、世界の商取引産業における暗号侵害の開発と革新
に焦点を当てています。

Owen Samuelson:  ロジスティクスインテグレーターのファイナンスマネージャー

オーウェンは、戦略的財務マネージャーであり、企業の財務関連活動の計画、実施、管理、および管理
を担当しています。 優れたビジネス洞察力と、機能的、ビジネス的および地理的な境界を越えたパート
ナーシップ、連携、コミュニケーションを推進する能力。
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Nicole Pottinger:  管理、運用マネージャ

Nicoleは10年以上の経験を持っています。複数のセールスチームと管理チームの構築、指導、管理、イ
ンスパイアを行います。 最大の収益性を達成するための年間予算と長期的な事業計画を策定し、実施
しました。

Joan Bonifacio:  ソフトウェア開発者

Joanは、システム開発のライフサイクルと分析手法に関する強力な知識と理論を持っています。 既存
および新しく作成されたデジタルインフラストラクチャを設計、開発、実装および維持する。

Kevin Labedesos:  技術アナリスト

Kevinはネットワークプロフェッショナルであり、シスコ製品とルーティングプラットフォームの詳細
な知識があります。 ネットワークシステムLAN / WANの計画、設計、構築、実装経験があります。

Ernesto M. Barro Jr:  テレコムマネージャー、シニアアドバイザー

Ernestoは通信業界、CEOイベントMobile Telecomで30年以上の経験を持ち、その半分はキャリアボイス
ビジネス、ローミング、SMSおよびデータサービス、ローカルおよびインターナショナルインターコネ
クションに関するトラフィック/コールの宛先管理、 現在のビジネスを強化するためのビジネスチーム
のロードマップを計画します。

Karlene Wright:  マネージャ情報セキュリティ、システム＆データベース

Karleneは、情報システムのセキュリティリスクを管理および制御するための詳細なプロセスを備えた
商用または政府機関の情報システムおよび産業用制御システムのセキュリティ文書の開発および評価に
経験を積んでいます。

Jonathan Paulo:  技術アナリスト

ジョナサンはI.Tの10年以上を持っています。 情報技術の学士号。 経験豊かないくつかの異なる環境、
販売前、販売後、管理者のサポート。 さらに、彼はさまざまなハードウェアプラットフォームに晒さ
れており、仮想化アプリケーションやその他の生産ツールに精通しています。
HP、Cisco、Microsoft、IBMのIT証明書をいくつか保有しています。

JC Magbiro:  IT Analyst 

JCは、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの開発、テスト、インストール、設定、トラブル
シューティングを行います。 さまざまなアプリケーションおよびプロセスを使用して、識別され、調
査されたリスク。 セキュリティ管理、概念とセキュリティ管理の実践、セキュリティアーキテク
チャ、セキュリティ運用、セキュリティモデリングについての知識。
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顧問
当社のコアチームに加えて、Mobilinkチームはアドバイザと協力してプロジェクトを成功さ
せる.

James Tambas:  顧問、戦略的マーケティング＆投資

Jamesは、インターネットから物流、マーケティング、広告まで、さまざまな業界で25年以上の経験を
持つグローバル起業家です。 ジェームスは最高の、そして輝かしいチームを、非観念的な心のための
特別な目で作りました。 彼のユニークな経験とスキルは、彼をグローバルな取引において貴重な資産
にしています。 ジェームスはまた、チームや組織がニーズ、目標、障害、行動計画を迅速に理解する
のを助ける、慣習的でないリスク分析でも例外的です。

Inbal Vackshi:  テレコムインターナショナルコネクティビティ顧問、CEO、BTel

Inbalは通信事業者および通信事業者として14年以上の経験を持ち、世界中に何千もの顧客を持ち、世
界中の通信事業者に毎月数百万の国際音声およびデータ伝送を提供しています。

Tareq Rajabi: シニアアドバイザー、技術と戦略

TareqはIT業界で15年以上の経験を持つソリューションアーキテクトです。 彼は、多くの大企業の組織
が、ビジネスに有効な価値をもたらす適切なテクノロジーを評価し、選択するのを手伝ってきまし
た。 Tareqは、ネットワーク、サーバ技術、仮想化、ストレージ、クラウドサービスなど、さまざま
なテクノロジースタックで20以上の技術認定を取得しています。

Audrey Nesbitt: 戦略的マーケティング

Audreyは、20年にわたる日々の業務管理とマーケティングの経験を持つシニアリーダーです。 大規模
なチームを育成し、B2BおよびB2C戦略開発を専門とするクロスプラットフォームのマーケティングソ
リューションを実行しました。

Viktor Petrov: CEO Tokenget, ブロックチェーン開発

Viktorは過去7年間、ゲームでフリーミアムビジネスモデルを研究してきました。 彼はゲーム用のKPIが
大好きです。 VictorはBlockchainコンサルティング組織も運営しています.

Daniel Muzskat: テレコムアドバイザー

世界最大のテレコムキャリア企業のシニアマネージャーであるTata Communicationsは、世界中の中規模
から大規模の相互接続通信キャリアを管理しています。
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Kosta Kostic: プライベートエクイティ、証券取引所の弁護士

McMillan LLPのナショナルキャピタルマーケッツおよびM＆Aグループのパートナーおよび
メンバーであるKostaのプラクティスは、主に企業金融、証券、M＆Aに関するものです。
Kostic氏は、現在進行中の企業法および証券法の義務に関して、民間企業および公的企業の
双方に助言を提供する幅広い経験を持っています。

Charles Chevrette:  ナショナル共同議長、プライベート・エクイティ

Charles Chevretteは、McMillan'sの事務管理パートナーであり、ビジネス法を実践していま
す。 Chevrette氏は、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、M＆A、そして洗練
されたクロスボーダー取引のマーケットリーダーです。 技術関連投資とM＆Aで活発（ITお
よびテレコムを含む）および金融サービス部門において、

Sean Ryer:  ソフトウェア、クラウド、ブロックチェーンテクノロジソリューションエンジ
ニア

テクノロジーエバンジェリスト、マイクロソフト認定のプロフェッショナルで経験豊かな
ソリューションエンジニアで、情報技術とサービス業界で活躍している実績があります。
クラウドソリューション、ブロックチェーンテクノロジ、ITセキュリティに情熱を注ぐ。
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リソース

ICO 

初期コイン・オファリング（ICO）は、スタートアップ企業にとって資本の源泉となりうる暗号侵害を中心と
したクラウドファンディングの手段です。 ICOでは、いくつかの集団巡回暗号化がBitcoinやEthereumなどの合
法入札やその他の暗号化交換と引き換えに、「トークン」の形で投資家に事前割り当てされます。 これらの
トークンは、ICOの資金調達目標が達成され、プロジェクトが開始された場合、または機能している場合に機
能的な通貨単位になります。

ICOは、起業企業が規制遵守や仲介金融機関の負担を避ける手段を提供します。

Roaming 

技術的に言えば、ローミングとは、家庭内ネットワークの地理的なカバレッジエリア外を移動するときに、
携帯電話顧客が音声コールを自動的に送受信したり、データを送受信したり、ホームデータサービスを含む
他のサービスにアクセスする能力を指します 訪問されたネットワークを使用する。 たとえば、加入者が携帯
電話会社の送信機の範囲を超えて移動する場合、携帯電話は、利用可能であれば、別の電話会社のサービス
に自動的にホップします。

このプロセスは、モビリティ管理、認証、承認、課金請求処理の電気通信プロセスによってサポートされて
います。

MVNO

モバイル仮想ネットワーク事業者（MVNO）は、顧客にサービスを提供するワイヤレスネットワークインフラ
ストラクチャを所有していないワイヤレス通信サービスプロバイダーです。 MVNOは、モバイルネットワー
ク事業者と事業契約を結び、卸売価格でネットワークサービスへの一括アクセスを取得し、次に小売価格を
独自に設定します。

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network
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