
不不動産に裏付けられた、ウェルネス＆ホリスティックに特化した世界初の配当志向の暗号通貨

2兆7000億ドルの市場を分散させ、混乱させる
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2兆7000億のグローバルウェルネス市場

出典: Global Wellness Institute (2015)
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ヨガの実務者の数の平均増加 (⽶米国) [1]                           20% / 年年 

グローバルヨガマーケット [2]       930億ドル / 年年 

世界のウェルネスツーリズムの成⻑⾧長予測 [3]    9% / 年年 

平均と⽐比較される健康のツーリストの出費 [4]   +130% 

ヨガ製品の⽀支出の増加 [5]                               直近5年年で87%以上  

有機⻝⾷食品市場の成⻑⾧長 (ヨーロッパ) [6]     直近5年年で⼆二桁

ウェルネス市場のポテンシャルは⾼高い

[1] Global Wellness Institute (2017). Global Wellness Economy Monitor. 
[2] Yoga Alliance (2016). 2016 Yoga in America Study Conducted by Yoga Journal and Yoga Alliance. 
[3] Statista (2018). Revenue of the yoga industry in the United States from 2012 to 2020 (in billion U.S. dollars). 
[4] Global Wellness Institute (2013). The Global Wellness Tourism Economy. 
[5] Channel Signal (2018). By The Numbers: The Growth of Yoga. 
[6] The Research Institute of Organic Agriculture FiBL (2018). European organic market grew by double digits and organic area reached 13.5 million hectares in 2016.
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1⽉月の 暗号通貨 時価総額 2017 [1]   　　　　　　$180億 

7⽉月の 暗号通貨 時価総額 2018 [1]　　　　   $2500億 

次の4-5 年年の時価総額の予測 [2] 　　　　　 $30-50億 

過去18ヶ⽉月間の 暗号通貨 市場の成⻑⾧長   +1400% 

次の4-5 年年の推定成⻑⾧長      +1200% 

ブロックチェーン市場のポテンシャルの⾼高さ

[1] CoinMarketCap (2018). Real time datas. 
[2] Lester Coleman (2017). Cryptocurrencies could reach $5 trillion in 5 years, says wall street billionaire bitcoin investor. 
[3] Andreas Adriano and Hunter Monroe, IMF (2016). The internet of trust. 
[4] Elizabeth Schulze, CNBC (2017). IMF’s Lagarde says it’s time to get serious about digital currency.  

IMFは 2016年6月、四半期ごとの雑誌で、インターネットの信用をブロックチェーンと呼び、インターネット、金融サービス業界を
どのように混乱させ、人類への影響をもたらすかについてのレポートを発表した[3]。

2017年10月、IMFの長は CNBC [4]に、暗号通貨によって「大規模な混乱が起ころうとしている」と述べ、真剣に取り組むべき時だと
述べた。



�52. Challenges & Solutions

間違った⽣生活様式の意識の⽋欠如 

化学薬品および汚染への頻繁な暴暴露露 

1つの場所にすべてを統合するようなウェルネスセンターはありません 

専⾨門知識の⽋欠如によるヨガの教育の質の悪さ 

ヨガの教師の証明書の集中化および可能な偽造 

本格的なヨガ、瞑想 & フリーランスのフィットネス教師のための乏しいキャッシュフロー 

集中 & しばしば破損した慈善基⾦金金

既存市場における課題 



�62. Challenges & Solutions

ウェルネス専⾨門の暗号通貨　　    　　　　YogaCoin 

⽀支払いを⾏行行うためのモバイルウォレットアプリ  YogaPay 

オールインワンのホリスティックリゾート   Cryptolistic Resorts 
- ヨガと瞑想 
- アーユルヴェーダ医学 
- ホリスティックの⾼高品質トレーニング & コース 
- グリーンエネルギー & ⾃自給⾃自⾜足 

分散ヨガ認定     　　　　　　　　　D-YogaCert 

ウェルネス専⽤用の分散型マーケットプレース 　　　　　D-WellMarket 

分散型チャリティ・ファンド     　　　D-YogaShare 

当社のソリューションと製品 



⼈人⽣生は後ろ向きにしか理理解できません。 
しかし、前に進む必要があります。 

ソレンキルケゴール

YogaCoin は⾮非常にブロックチェーンに依存する技術で
す。その中核として、健康の市場のための技術的なソ
リューションの完全なエコシステムを作成します。我々
は、YogaPay モバイルアプリが付属する形でウェルネス
に捧げるための暗号通貨 YogaCoin をリリースします。 

YogaCoin は、最初の Cryptolistic リゾートの建設を含
む。キプロスの島では、世界初のホリスティックセン
ター、その1つの場所に、古代の精神的、医療の伝統だけ
でなく、最先端の技術の最も先進的な知恵も統合されま
す。

�73. Project Implementation

技術・不不動産プロジェクト
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技術への信仰ではありません。それは⼈人々への
信仰です。 

スティーブジョブズ 

3. Project Implementation

YogaCoin プラットフォームアーキテクチャ: 概要

YogaCoin 暗号通貨 の開発(Ethereum トークン) 

当社のパートナーによる、YogaCoin の導⼊入を容易易にするた
めの主要な Eコマースプラットフォーム⽤用プラグインの開発 

YogaPay の開発、次の機能を持つ YogaCoin の⽀支払いを作成 
& 受信するためのモバイルウォレットアプリ: 

- 健康サービスのために YogaCoin パートナーに⽀支払う 
- クライアントから YogaCoin での⽀支払いを受け取る 
- ユーロ/⽶米ドルで YogaCoin を購⼊入する 
- ユーロ/ドルに対し YogaCoin を売る 
- 健康関連製品を購⼊入する 
- YogaCoin を受け⼊入れるパートナーの検索
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YogaCoin プラットフォームアーキテクチャ: 詳細 

我々が YogaCoin として使⽤用するトークンは、パブ
リック Ethereum ブロックチェーンに基づいていま
す。我々は、ERC20 標準の更更新されたバージョンであ
る ERC223 トークン標準を使⽤用しています。ERC223 
は、ERC20 で発⽣生しうるトランザクションの問題を処
理理し、トランザクションをロールバックして、主要な

進歩としてロックされずにトークンを保存し、ユーザー

に必要なすべての安全を提供します

YogaCoin は ERC223 トークンです。



分散ホリスティックリゾートは、キ

プロスの美しい島に構築されます。

地球上で最も天国に近い場所に同様

のセンターを展開する前に、キプロ

スのホリスティックリゾートを構築

するのが私達の最初のステップにな

ります。 

オールインワン 
ホリスティックリゾート

�103. Project Implementation

Cryptolistic リゾートのアーキテクチャ: 概要 
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⾃自然を深く⾒見見て、そして、あなたは 
すべてをよりよく理理解するでしょう。 

アインシュタイン 

なぜキプロス島か？

グリーンエネルギーに最適な、⼗十分な太陽光と安定した⾵風 

きれいな海海と⾃自然、⼭山、川の美しい⾵風景 

英語圏としての環境 

すべてのインフラを提供できるダイナミックなビジネス環境 

規制と課税に関して⾼高度に暗号通貨に優しい国 

世界中どこからでも簡単にアクセス可能 

将来的に観光において⼤大きな成⻑⾧長の潜在性
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トークン経済

トークンの⻑⾧長い名前 YogaCoin

短縮名 YOGI

総供給 100 million tokens

プライベートセール販売 20 million tokens at $0.25

パブリックセールで販売 (pre-ICO) 10 million tokens at $0.35

パブリックセールで販売 (ICO) 30 million tokens  at $0.55

プライベートセールのハードキャップ $5 million

パブリックセールのハードキャップ $20 million
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エスクローアカウント

すべての資⾦金金は、このプログラムに沿ってエスクローアカウントでロックされています: 

★ チーム: ICO の後の6か⽉月およびそれから3か⽉月ごとに 12.5% 

★ アドバイザー: ICO で 20%、3ヶ⽉月後に40%、6ヶ⽉月後に40% 

★ リザーブ: ICO後 1年年

YogaCoin トークンの販売中に 暗号通貨で貢献したすべての資⾦金金は、マルチシ
グウォレットのエスクローで保管されます。鍵は、Acintya グローバルホール
ディングス SAS と我々が現在議論している "ビッグフォー" リーガルカンパ
ニーの⼀一つによって管理理されます。マルチシグエスクローウォレットは、資⾦金金

を移動する際に3つの署名を必要とする: 1 つは、サードパーティのリーガル、
2つは Acintya グローバルホールディングス SAS から持ち込まれます。 

資⾦金金の移動は、エスクローエージェントと Acintya グローバルホールディング
ス SAS が YogaCoin トークンセールの収益を解放する場合に、エスクロー契
約に規定されている条件を満たすことによって可能になります。
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トークン割り当て

プライベートセール パブリックセール



トークンは、⽣生成された利利益の 60% を、対
応するトークンホルダーに年年間配当として与

える。ビジネスから⽣生成される収益は、スマー

トコントラクトを通じて YogaCoin トークン
を介してトークン所有者間で共有されます。

配当⾦金金-⽀支払トークン

�153. Project Implementation

収益のシェア



�165. Business model

費⽤用

★ ⽔水道光熱費など 

★ ソーラーパネルや建物のメンテナンス料料 

★ 正社員 

★ マーケティング、プロモーション活動や広告。 

★ ITコスト (メンテナンス、ハードウェア、ホスティング、ライセンス)。 

キプロスは、タックスヘイブンであり、また、暗号通貨に優しい国です。キプ
ロスの会社の登録は、トラブルフリーであり、税⾦金金は、他の国に⽐比べて⼩小さく 
12.5% 前後です。暗号通貨に関連する付加価値税は 0% として低いため、タッ
クスヘイブンというだけでなく、暗号天国と⾔言えます。

タックスヘイブン & 暗号天国

⾒見見積費⽤用:$160万/年年
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収⼊入源 (最初の5年年)

★ 200 時間のヨガ教師養成講座 

★ 200 時間の瞑想教師養成コース 

★ 3週間集中、アーユルヴェーダコース 

★ 訪問者プログラム 

★ 1⽇日パス 

★ アーユルヴェーダ⾃自然療法センターの治療、相談、マッサージ 

★ テントでのホスティング 

★ 祭り 

★ グッズショップ 

★ YogaCoin アプリを通じたオンライン商品ショップ 

★ 観光 (島の周りにある観光地、ビーチ訪問) 

★ リゾート内のブランドからの広告 

★ レストランのいくつかの部分をレンタルし、独⾃自の⻝⾷食品を提供するブランディン

グ 

★ 既存www.letsbebio.come コマースのウェブサイト、D-WellMarket分散型市場
は、ウェルネス向けに2020までに進化する

Estimated revenue per year from all the activities: 
$7.2 million / year 

Estimated profits after paying all expenses & taxes: 
$4.1 million / year
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追加の収⼊入源 (2023年年以降)

★ 同じモデルを複製することにより、世界中の新しい Cryptolistic リゾート
の建設を通じてスケールアップ 

★ 有機ワイン (ブドウ畑と最初の⽣生産の間には5年年のギャップがあります) 

★ 航空会社、輸送機関、地元観光会社との提携
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Guruprasad VENKATESHA
最⾼高経営責任者かつ共同創設者

CEO

Erwan ROUZEL
最⾼高技術責任者かつ共同創設者

CTO

Julie KELLEY
最⾼高財務責任者

CFO

チーム

guruprasad@yogacoin.tech

linkedin.com/in/guruprasad-venkatesha

erwan@yogacoin.tech

linkedin.com/in/erouzel 

julie@yogacoin.tech

https://www.linkedin.com/in/julie-kelley

mailto:guruprasad@yogacoin.tech
https://www.linkedin.com/in/guruprasad-venkatesha-597208148/
mailto:erwan@yogacoin.tech
https://www.linkedin.com/in/erouzel/
mailto:julie@yogacoin.tech
https://www.linkedin.com/in/julie-kelley-688a35b/
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Mikhail SHALDAEV
最⾼高戦略略責任者

CSO

Déborah ROUZEL
ゼネラルマネージャ、共同創設者

GM

チーム

mikhail@yogacoin.tech

linkedin.com/in/mikhail-shaldaev

deborah@yogacoin.tech

linkedin.com/in/deborah-rouzel

mailto:mikhail@yogacoin.tech
https://www.linkedin.com/in/mikhail-shaldaev-a729263a/
mailto:deborah@yogacoin.tech
https://www.linkedin.com/in/d%C3%A9borah-rouzel-0803a0153/
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Joseph ROUZEL
 ⼼心理理学と精神分析の専⾨門家

Patrick DUCOURNAU
ワインメーキング＆ビジネス戦略略のエキスパート

顧問

rouzel@psychasoc.com patrick.ducournau@ltdwine.fr

mailto:rouzel@psychasoc.com
https://www.linkedin.com/in/joseph-rouzel-312bbb58/
https://www.linkedin.com/in/patrick-ducournau-30aa37139/
mailto:patrick.ducournau@ltdwine.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Rouzel
https://en.wikipedia.org/wiki/Microoxygenation
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Mika de Brito
リードヨガ教師

Dr. Shankar
リードアーユルヴェーダ教師

顧問

mika@mika-yoga.fr shankar@yogacoin.tech

mailto:mika@mika-yoga.fr
mailto:shankar@yogacoin.tech
https://www.facebook.com/pg/nastyogi/
http://www.mika-yoga.fr


�238. Contact

7 rue le Bouvier  
92340 Bourg-la-Reine 

FRANCE

www.yogacoin.tech 
info@yogacoin.tech

Paris 
+33 6 85 43 56 33

linkedin.com/company/yogacoin/

コンタクト

http://www.yogacoin.tech
mailto:info@yogacoin.tech
https://www.linkedin.com/company/yogacoin/

