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概要 
 
Gimmer は好奇心と欲求不満のからの創造です。 ブロックチェーン専門家で友人同士の二人が、
暗号通貨（仮想通貨）のトレーディングについてリサーチする事にしました。しかし、彼らがリ
サーチすればするほど、彼らの混乱はより深まりました。トレーディングへの参加の障壁は大き
く、学ぶべきことはあまりにも多く、そして、UX(ユーザーエクスペリエンス)は単純にひどい物
でした。UXデザインとWeb 開発の背景には、誰でも簡単に使用できる”自動”暗号通貨（仮想通
貨）トレーティングのプラットフォームを制作するというビジョンを持つに至りました。 
 
本稿では、Gimmer プラットフォームの現状と今後の計画について説明します。私たちのチーム
の専門知識をどのように利用して、暗号通貨（仮想通貨）取引を誰にでも簡単にアクセス、実行
できるようにするかを示すことを目指しております。 
 
今日まで、Gimmer（現在はベータ版を稼働中）は専任のチームによって自己資金調達によって
運営されております。チームメンバーは一人一人、個人として、いろいろな分野でのエクスパー
トです。我々は総合的に、Gimmer を成功に導くだけでなく、暗号技術、ブロックチェーン技
術、そして、急速にデジタル通貨の世界をどのように成功させるか、情熱を燃やしております。 
 
Gimmer トークン販売からの投資により、2018 年に Gimmer の開発と発売を迅速化することが
できます。チーム全員が Gimmer に専念できるように、資金を提供していただくことによって、
更にグローバルな専門家達をチームに招き、Gimmer を更に成長させることができます。そし
て、我々のロードマップで概説されている素晴らしい機能、拡張機能を 24 時間 365 日、共同で
作業し、顧客の皆様へ Gimmer のサービスを提供することができます。Gimmer は、すでに急速
に成長している協力者のネットワークを持っています。 
 
ここまでに到達するまでの過程は素晴らしいものでしたし、トークンセールに到達させることは
私たちの大きなマイルストーンです。この機会に、Gimmer の情熱的かつ献身的なチーム、その
家族や、皆様の継続的なご支援とご理解、そして指導のための助言、アドバイスに感謝の意を表
します。我々は画期的で、注目されるべきプロダクトを作ってまいります。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

市場の背景 
 
このホワイトペーパーの作成時点で、世界には 900 種類以上の暗号通貨（仮想通貨）が存在し、
時価総額は約 1600 億ドルです。 暗号通貨（仮想通貨）がもし株式市場に上場されているとする
と、暗号通貨（仮想通貨）の時価総額は、S＆P 500（アメリカの証券取引所に上場されている時
価総額上位 500 社）内では 29 位になります。 
 
暗号通貨（仮想通貨）は現在、Bitcoin と Altcoins（他のすべての通貨に与えられた名前）に分
かれており、Altcoins は 54.31％の市場シェアを占めています。 
  
したがって、暗号通貨（仮想通貨）市場がとても活発な場所であることは驚く事ではありませ
ん。各取引所にはさまざまなメリット、デメリットがありますが、通常は手動の取引ツールしか
利用できませんので、本気でマーケットを活用しようとする人は、従来の為替、株式マーケット
等とは違い、1日 24 時間、週 7日間、モニターに張り付いている必要があります。 
 
この文書を作成した時点でトップ 20 位までの暗号通貨（仮想通貨）取引所を調べたところ、24
時間の取引出来高は約 54 億ドルでした。私たちは、トップ 20 位までの暗号通貨（仮想通貨）取
引所だけで、約 2,600 万人のアクティブトレーダーが存在すると推定しています。いくつかのト
ップの暗号通貨（仮想通貨）取引所は、毎日 1,000 から 3,000 の新規顧客が増加していると報告
されています。 
 
現存するいくつかの暗号通貨（仮想通貨）自動トレーディングプラットフォームがありますが、
それらは非常に複雑で使い難く、理解をするのが大変困難です。それら既存のプラットフォーム
は、通常プログラミングの知識を必要とします。プログラミング能力を必要とさせる既存のプラ
ットフォームは、新しい顧客を疎外させ、たとえ経験豊富な暗号通貨（仮想通貨）トレーダーに
とっても大変時間がかかることを証明します。 
 
ソーシャル・ストラテジー取引は伝統的な株式、為替市場などでの取引では成功していますが、
暗号通貨（仮想通貨）マーケットにおいては、まだ採用されておりません。暗号通貨（仮想通
貨）マーケット全体の成長と顧客の皆様に対する付加価値が非常に高いことから、これは
Gimmer のもう 1つの大きなチャンスであると考えています。 
 
ブロックチェーンの技術と暗号通貨（仮想通貨）はバブル以外の何物でも無いと、世界中の多く
のシニカルな悲観論者が指摘していますが、実際に増加しているデータはそうでないことを示唆
しています。Gimmer は、分権化、透明性、プライバシー、セキュリティの原則は、ブロックチ
ェーンの技術と暗号通貨（仮想通貨）はまだとどまっており、非常に幼い段階にある事を意味し
ていると考えます。 
 

 

 

 

 
Gimmer とは 
 
問題定義 
 



 

 

暗号通貨（仮想通貨）の発行以来、それらの取引や投資には時間がかかり、非常に複雑です。取
引の複雑さを理解するだけでなく、急速に成長する暗号通貨（仮想通貨）マーケットの複雑さも
理解する必要があります。市場は 24 時間 365 日オープンしており、取引が成功するためにはか
なりマーケットが変動する可能性があるため、常に取引を監視している必要があります。アクテ
ィブにトレードするのであれば、決してセットをし、忘れるなんていう事はできません。 
 
プラットフォームによっては、自動取引ボットの基本的な形態が導入されていますが、それらを
効果的に使用するにはプログラミングのスキルが必要です。これも暗号通貨（仮想通貨）トレー
ディング参加への障壁になっています。 
 
新しい通貨が毎日作成されるので、すべてのトレーダーは学ぶべきことがたくさんあります。こ
の情報を見つけるには、多くの研究を行う必要があり、貴重な時間を費やしてしまいます。 
 
ソリューション 
 
私たちの目標は、ブロックチェーンが今までに見たことのないような、最高の自動暗号通貨（仮
想通貨）トレーディングプラットフォームを提供することです。バックグラウンドや経験に関係
なく、すばやく簡単に使用でき、すべての顧客が容易にアクセスできるものを。 
 
Gimmer を使用すると、熟練したトレーダーである必要もありませんし、プログラミングを知る
必要もありません。トレードの経験や暗号通貨（仮想通貨）の詳細な知識も必要ありません。 
Gimmer は暗号通貨（仮想通貨）トレーディングで稼ぎたいと思っているが、一日中市場を見る
技術や時間がない人にとってパーフェクトです。 
 
Gimmer の仕組み 
 
Gimmer の誕生で、眠ることの無い市場で、経験豊富なトレーダー達は暗号通貨（仮想通貨）ト
レーディング画面を 24 時間 365 日間監視する必要がなくなりました。今すぐ、彼らは迅速かつ
簡単に取引戦略を立て、彼らのためにすべての売買を実行する Gimmer ボットを独自に作成し、
さらに複数のボットを持つことができます。トレーディングボットはシンプルなポイントアンド
セレクトインターフェースで構成されているので、プログラミングや新しいスキルを学ぶ必要は
ありません。 
 
任意の数の指標、安全レベル、通貨等を自由に設定することができます。セットアップが完了し
ましたら、無料のバックテストを実行して、以前の取引期間にわたってセットアップした戦略が
どのように実行されたかを確認することができます。これは履歴データを使用して行われます。
準備ができたら、Gimmer のクレジットでボットを作成し、取引設定をし、座ってリラックスし
てください。Gimmer 取引のボットは、あなたの利用している取引所と直接かつ安全につなが
り、自動的にバイ・アンド・セールのコマンドを送信します。 
 
Gimmer のトレーディングボットを使用することは、人為的ミスの可能性を排除し、現実的にコ
ストのかかる感情的な決定を回避し、複雑な取引戦略を覚えておく必要も特にありません。 
 
さらに、経験豊かで成功したトレーダーは、ボットストアを介して自分のセットアップしたボッ
トを他の顧客に戦略を賃貸することで、さらなる収益を上げることができます。 
 



 

 

これにより、初心者は Gimmer Bot Store からこれらの戦略を有償で借りて自信を持って簡単に
投資することができます。ボットストアのすべてには、戦略の実行方法を示すためのライブメト
リックと、どの戦略が最も普及しているかを示す評価があります。 
 
Gimmer エコシステム内では、すべての顧客が、暗号通貨（仮想通貨）マーケットの洞察と表示
を共有し、疑問を尋ねたり、当社のソーシャル・トレーディング・ネットワークに存在する他の
トレーダーから学ぶことができます。ユーザーは他ユーザーのボットに点数をつける事もできま
す。 
 
Gimmer は他と何が違うか 
 
•一つの自動化されたトレーディングボットが無料で提供されています。 1 つのインジケータ、1
つのセーフティーリミットの 1つのペアの設定を使用することができます。 
•独自の取引戦略を使用して迅速かつ簡単に設定できる自動化された暗号通貨（仮想通貨）トレー
ドボット。 
•ボットストアを通じて他の顧客の戦略ボットを借りてトレードをし稼ぐことができる。 
•他のトレーダーが試行錯誤し、作り上げた戦略を使用するボットを他のトレーダーが有償で借り
る事ができる。 
•プログラミングスキルを必要とせずに、誰もがセットアップを行うのが簡単。 
•マルチコイントレードで複数のコインを選択することができる。 
•過去の取引期間にわたって戦略をテストして、過去のデータに基づいてどのように実行されたか
を確認できる無料のバックテスティングが実行できる。 
•シミュレータモードでは、現実の通貨なしでリアルタイムで戦略を試すことができ、ユーザーは
自信を得ることができる。 
•あなたの戦略を最大限に引き出すために 80 以上の指標を使用可能。 
•損失を制限または防止する戦略に 10 以上の安全の為のリミットやストラテジーを追加できる。 
•異なる取引モードを選択することができる。 
•複数の取引所に接続し、暫定取引（アービトラージトレーディング）ができる。 
•ソーシャル・トレーディング・ネットワークにより、他のトレーダーとつながり、戦略を話し合
うことができる。 
•トレーディング戦略のポートフォリオ - 顧客リスクプロファイルに基づくボットのポートフォリ
オ（最小 2戦略）を持つ事ができます。これは主に、より多くの投資の焦点を探している顧客を
対象としている。 
•自動化された貸出 - 私たちは人工知能を使って最も赤字の多い通貨に投資して、より大きな利益
を得るためにローンを貸し出す特別なボットを作っています。ローンボットは、取引所を使用す
るトレーダーに資金を貸し出し、それでいながら、取引所からの資金の引き出しを許可をしない
ので、リスクがほぼゼロであるため、より保守的な戦略を立てて、トレードすることができま
す。 
•コンフィグュレータ。ユーザのリスクプロファイルを識別するためのオンボード・プロセスが存
在する。 
•軽量分散アプリケーション DAPP - お客様にとって安全で、迅速で、コスト効率が高い。 
 

 
 
Gimmer にどうやってアクセスしますか？ 
 
迅速かつ簡単な登録手続きシステムを構築しました。Gimmer では決して顧客の通貨を保管しな
いので、長時間掛かる身分証明書のチェック等を行う必要がないため、顧客は数分で稼ぎ始める
事ができます。アカウントを作成してメールアドレスを検証し、簡単な手順に従って Gimmer と



 

 

暗号通貨（仮想通貨）取引所アカウントを同期させてください。これには、取引所アカウントか
ら 2つの API キーを入力するだけです。 
 
どうやって Gimmer を使う？ 
 
Gimmer アカウントを暗号通貨（仮想通貨）取引所アカウントに接続しましたら、Gimmer Bot 
Store に進み、利用可能なボット戦略から選択するか、独自のボットを作成してください。バッ
クテストを実行すると、履歴データに基づいて以前の取引期間にボット戦略がどのように実行さ
れたかを確認できます。準備が整ったら、取引パラメータを設定し、ボットに残りをさせてくだ
さい。あなたはリアルタイムでボットの売買を見ることができます。取引の成果は自動的にあな
たのトレーディング・アカウントと同期し、Gimmer 取引活動にも記録、表示されます。 
 
Gimmer トークン 
 
Gimmer のエコシステムには、Gimmer トークン（GMR）と呼ばれる独自の通貨があります。顧
客は、GMRトークンを使用して、自動取引ボット、投資ボット、貸与ボットなどのサービスに対
して支払う事ができます。 
 
GMRトークンを使用して、Gimmer Bot Store から別のユーザーの取引戦略を借りることがで
きます。GMRトークンの正確な価格は、戦略作成者/所有者が設定したとおりになりますので、
個々異なります。 
 
トークンが暗号通貨（仮想通貨）取引所でトレードされるようになると、GMRの価値は市場によ
って変動いたします。 
 
ユーザー・エクスペリエンス（UX) 
 
Gimmer のチームは、ユーザー・エクスペリエンス（UX)の設計、開発、取引および金融マーケ
ットに関する強力な背景を兼ね備えており、顧客の皆様を最優先と考えています。良いデザイン
はわかりやすく、何が起きているのか把握しようとするのにエネルギーを消費しないと我々は考
えています。良いデザインは焦点の明快さを持ち、アクションを必要としている場所は明らかに
なります。ユーザーにアクションを必要としている場所を的確に伝えることで、場合によっては
複雑な作業が容易に思えるようになり、アクションと入力が必要な理由を説明しながら顧客様と
の信頼を築きます。使いやすさが我々の目標です！ 
 
     
        
開発フレームワークと言語 
 
Gimmer の最先端技術は NodeJS、AngularJS、NWJS のモジュール性を利用しています。 
 
現在、β版は 1つの集中化されたバックエンドを持つ NodeJS と AngularJS を使用して運用し
ています。 Gimmer 軽量分散アプリケーション（DAPP）は 2018 年 3 月にリリースされます。
NWJS を使用するようになり、バックエンド依存性は全く無くなります。 Gimmer を分散化する
ことで、集中化されたホスト型ソリューションを使用しないため、経費節減に繋がり、お客様は
サービスをより迅速かつ安価に受けることができます。 
 
セキュリティープラットフォーム 



 

 

 
ユーザー・データはクラウドにインストールされないため、お客様のマシン以外からは漏れるこ
とは有りません。 DAAP は非常に安全なプラットフォームですが、ユーザーは自分のマシンに優
れたウイルス対策ソフトウェアをインストールすることをお勧めします。 
 
Gimmer はユーザーの暗号通貨（仮想通貨）が決して交換所からは離れませんので、ユーザーの
暗号通貨（仮想通貨）ウォレットに接続します。 Gimmer にはお客様の資産は一切保管されませ
ん。 
      
暗号通貨（仮想通貨）交換所に登録されている電子メールアドレスやパスワードなどのユーザー
プロファイルの詳細は、ユーザーのコンピュータにローカル保存され、最先端の暗号化によって
保護されます。 
 
私たちはトークンセールキャンペーン中にのみ、Gimmer が預託するエスクローサービスを使用
し、投資家の皆様の財産をお預かりいたします。 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Gimmer のベータ版の成功 
 
2017 年の早い段階で、Gimmer のパブリックベータ版をリリースしました。これは、主に取引
ボットのコア機能を検証するために使用される集中アプリケーションでした。 このベータ版は 6
ヶ月間利用可能でした。 私たちは、限られた$ 380 の予算で、小型で効果的な Google 
Adwords キャンペーンを実行しました。平均して 1日に 4人の新規ユーザーを獲得し、合計
800 人以上のアクティブユーザーがサインアップしました。 
 
作成されたボット 
ベータテストでは、7,170 のアクティブな暗号通貨（仮想通貨）トレードボットが存在しまし
た。 
 
バックテスト 
ベータユーザーは 12,893 回のバックテストを完了しました。 
 
利益が発生しました 
この期間中最も収益性の高いボットは+ 87％のリターンを達成することができました。 



 

 

 

 
Gimmer の収益化 
 
Gimmer 社の収益化は、Gimmer の顧客様への以下の商品のレンタルによって実現されます： 
1.自動暗号通貨（仮想通貨）の取引 
2.自動暗号通貨（仮想通貨）の投資 
3.自動暗号通貨（仮想通貨）の貸し出し 
4.すべてのタイプの戦略ボットのレンタル（ボットストア） 
 
自動暗号通貨（仮想通貨）取引 
 
基本トレーディングボット（例えば、1つのインジケータと 1つの安全性リミットを持つ）は無
料で顧客に提供されます。ユーザーがインジケータやセーフティーなどの追加の指示をボットに
追加したい場合は、Gimmer トークン（GMR）で請求されます。 GMRのコストは、ボットがア
クティブである期間と、取引する通貨の数、安全性とティックの数など、ユーザーがボットを与
える追加の命令の数によって異なります。これは、単純な戦略を持ち、期待収益率が低いボット
をレンタルする方が安いことを意味しますが、複数の通貨ペア、多数の指標、安全性を備えた、
より複雑な戦略は、レンタル料が高くなります。 
 
目安として、以下の表は、レンタル費用がトレーディング戦略に含まれる指示レベルに比例して
どのように変化するかの例を数多く示しています。 
 

 

 

 
スタンダードなボット 
司令 
1 通貨ペア 
１インディケータ 
１セーフティ 
1 ヶ月あたり０ GMR 
 
ベーシックなボット 
司令 
３通貨 
１インディケータ 
１セーフティ 
１ヶ月 あたり３０GMR  
 
中級ボット 
司令 
４通貨 
３インディケータ 
２セーフティ 
１ヶ月あたり６0 GMR 
 



 

 

アドバンス・ボット 
司令 
信用取引 
６通貨 
６インディケータ 
２セーフティー 
１ヶ月あたり１２０GMR 
 
 
自動暗号通貨（仮想通貨）投資 
 
これらは、選択された複数ののトレーディングボットを 1つの投資ポートフォリオに組み合わせ
ることによって機能します。トレーディング戦略のオーナーは、ポートフォリオの一部を構成す
る戦略の手数料を受け取ることになり、Gimmer も同様にわずかな手数料を受け取る事になりま
す。価格設定の正確な詳細は 2018 年初頭に定義されます。 
 
自動化された融資 
 
暗号通貨（仮想通貨）取引所を介してトレーダーに自動的に暗号通貨（仮想通貨）を融資を行う
事ことによって機能します。これらは非常に低いリスクの製品と見なされます。ユーザーは単に
希望するパラメータを設定し、ボットは最良のローン条件とベストタイミングを見つけます。価
格体系の詳細は、2018 年初頭に定義される予定です。 
 
すべての戦略スタイルのボットのレンタル（ボットストア） 
 
トレーダーがボットストアで戦略を他のユーザー利用できるようにしたい場合は、自分の価値と
賃貸価格を設定することができます。レンタル収入のわずかなパーセンテージがジマーに自動的
に支払われ、残りは戦略を作成した顧客に支払われます。レンタル料金が GMRトークンで設定
されている場合、Gimmer は自動的にレンタル料金の５％をコミッションとして徴収させていた
だきます。レンタル料金が BTC や ETH などの別の利用可能な暗号通貨（仮想通貨）に設定され
ている場合、コミッションは 30％に増加いたします。 
 

 

 

 
       
 
マーケットへのルート  Route to market 
 
当社の顧客基盤はグローバルであるため、マーケティング部門はデジタル・マーケティング・チ
ャネルに注力します。これらは、よりターゲットを絞って測定可能なアプローチであり、ライン
広告方法よりも、ローカライズされたものよりもコスト効率が良いです。 
 
ソーシャルメディア広告 
 
Facebook や Instagram 等の為に専門的に制作されたソーシャル・メディア広告やその他の関連
する暗号通貨（仮想通貨）専門サイトを使用して顧客をターゲットにします。 



 

 

 
ソーシャルメディアの共有 
 
私たちは顧客のソーシャル・ネットワークを活用して、毎日のさまざまな時に Gimmer での経験
を共有するように促し、新しい顧客を Gimmer に導きます。顧客は、私たちについての言葉を広
めることによって、クレジットのような報酬または利益を得ることができます。 
 
友人招待インセンティブ 
 
私たちは友人に Gimmer を使用していただく為に、ユーザーにインセンティブを与えます。
Gimmer に参加するすべての新しい友人のために、両当事者は Gimmer エコシステム内で使用で
きる無料のクレジットを受け取ります。 
 
コンテスト 
 
私たちは、Gimmer ブランドの周りでエキサイトメントと意識を高め、最終的に顧客基盤を拡大
させるために、定期的に競技を行う計画を持っています。競技は Gimmer の製品とプラットフォ
ームを使ったものになります。 
 
PR 
 
私たちの広範なチームには経験豊富な広告代理店が含まれています。彼らは、Gimmer のストー
リーを伝え、さまざまな暗号通貨（仮想通貨）関連のオンラインマガジン、ブログ、ニュースサ
イトで Gimmer の提案を推進をさせることに専念します。 
 
E メールマーケティング 
 
電子メールマーケティングのためのデータベースは日々大きくなっており、お客様や潜在顧客に
Gimmer と暗号通貨（仮想通貨）のすべてのことを最新の情報を知っていただく為の既電子メー
ル戦略を確立しています。すべてのニュースレターと電子メールの更新は、専門家によって書か
れます。 
 
戦略的パートナーシップ 
 
私たちはすでに、同じ顧客基盤を共有する他の暗号通貨（仮想通貨）プラットフォーム、交換所
ウォレット等と戦略的パートナーシップを構築していますが、Gimmer への無料サービスも提供
させていきます。 
 
PPC / AdWords 
 
新しい顧客を Gimmer に誘導するための共同クリックキャンペーンを実施します 
      
 
 

 

 



トークンの販売

Gimmer トークン（GMR）は

証券ではありません。Gimmer トークンは、買収に基づいて配当、手数料、株式または株式を提
供しません。 

Gimmer トークン（GMR）とは

•Gimmer トークン（GMR）は、Ethereum ベースの ERC20 暗号通貨（仮想通貨）です
•Gimmer トークンは、Gimmer エコシステム内での価値があります。Gimmer エコシステム内
の    サービスを購入する事ができます。
•トークンセール中に割引料金で購入可能
•時間の経過とともに Gimmer トークンの価格が上がるべく、投資できます。
•あなたの互換性のあるウォレットに入れられ、交換所で取引開始された時点から、他の暗号通貨
（仮想通貨）等に交換できます。
•１GIMMが Gimmer トークン（GMR）の一番小さなユニットとなります。１GIMMは
0.00000001GMR となります。

開始日/終了日

Coming Soon.

最大キャップ

Gimmer トークンの総額は 1 億 GMR。 

最小限の目標



 

 

 
Gimmer はすでに実用的なプラットフォームであるため、トークンの販売の最低目標は設定して
いません。調達された資金は、私たちが現在できるよりも速いペースでプラットフォームを進化
させるのに役立だたせます。 
 
利用できる通貨 
 
Gimmer トークンは、以下の暗号化通貨で購入できます： 
BTC 
XRP 
DASH 
ETH 
LTC 
 
トークンの交換レート 
 
暗号通貨（仮想通貨）と Gimmer トークンの間の為替レートは、Poloniex
（https://poloniex.com） - 支払いゲートウェイ - と SetEscrow
（https://www.setescrow.com） - 私たちのエスクローサービス、によって決定されます。 
 
以下は、為替レートの例です： 
 

50 GMR = 0,005965 BTC 
50 GMR = 0,37645 LTC 
50 GMR = 0,08405 ETH 
50 GMR = 0,07805 DASH 

     50 GMR = 116,565 XR  
 

 

 

 
最小取引 
最低取引金額は 50 GMR です。 
 
最大トランザクション 
 
最大取引額はありませんが、$ 1,000,000 を超える取引については、サポートチーム
tokensalesupport@gimmer.net にご連絡ください。 
 
トークンの発行 
 
Gimmer トークンを購入され、Gimmer トークン販売ダッシュボードにログインすると、
Gimmer トークンの残高が表示されます。 Gimmer トークンは、トークンの販売が終了すると、
自動的にサポータ(購入者）の Ethereum ベースの暗号通貨（仮想通貨）ウォレットに送られま
す。トークンの配布の日時は 2017 年 11 月 15 日です。すべてのサポーターにトークンが送られ



 

 

たことを通知するように電子メールでお送りします。ご不明な点がございましたら、Gimmer の
サポートにお問い合わせください。 
 
トークンボーナス 
 
20％のボーナスでトークンの販売を開始します。このボーナスは、販売が終了するまで毎週 5％
ずつ減少します。 
 
１週目 ＋２０％ ボーナス 
２週目 ＋１５％ ボーナス 
３週目 ＋１０％ ボーナス 
４週目 ＋５％  ボーナス 
             
100,000,000 の GMRトークンのすべてが、トークンの販売中に利用可能になります。コアビジ
ネスやアドバイザーのトークンは予約されておりません。 
    
エスクロー(預託）のセキュリティ 
 
貢献者に安全な方法で参加していただく為に、我々は SetEscrow www.setescrow.com サービ
スを使ってトークンの配布を管理しています。セキュアで信頼性があり高速なサービスです。ト
ークンセール中に Gimmer をサポートする希望がなくなった場合は、払い戻しの対象となりま
す。 
 
売れ残った Gimmer トークン 
トークンの販売が終了した後、販売されていない Gimmer トークンは Gimmer エコシステムでフ
ルプライスで購入できます。 
 
スマート・コントラクト 
スマート・コントラクトは、仲買人を避けながら、透明で紛争のない方法で、お金、財産、株
式、または価値のあるものを交換するのに役立ちます。 
 
Blockgeeks は、この技術を自動販売機と比較してスマート・コントラクトを記述しています。
通常、人々は弁護士や公証人に行って支払いをし、文書を入手するのを待ちます。スマート・コ
ントラクトでは、人は自動販売機（すなわち元帳）、預託、運転免許証、またはそれらの口座に
属すものにビットコインを利用することができます。よりスマートな契約は、伝統的な契約と同
じように契約に関する規則や罰則を定義するだけでなく、自動的にそれらの義務を実施します。 
          
      
お勧めのウォレット 
Gimmer トークン（GMR）は ERC20 Ethereum ベースのコインであるため、互換性のあるウォ
レットが必要です。 
 
使いやすさとセットアップが簡単なので、次のウォレットをお勧めします。 
MetaMask 
ダウンロード：https://metamask.io/ 
 
他の Ethereum ベースの互換性のあるウォレット： 
My Ether Wallet www.myetherwallet.com  



 

 

Mist  github.com/ethereum/mist/releases 
Parity  parity.io 
 
 
トークンの含意 
 
Gimmer トークンは、Gimmer トークンセールの利用規約に含まれる、限られた実質の権利を有
します。トークンは、合計 1億のトークンの中のセット番号を表します。これらのトークンは譲
渡することができますが、払い戻しはできません。将来の価値を約束するものではなく、継続的
な支払いを約束するものではなく、Gimmer のトークンが特定の価値を保持するという保証は無
い等、Gimmer に関して将来の業績や価値の約束はされません。Gimmer トークンは機能的な商
品として販売されており、トークンセールを通じて受け取ったすべての資金は、いかなる条件も
無く Gimmer の発展の為に支出されます。 
 
詐欺防止対策 
 
暗号通貨（仮想通貨）の匿名性はプライバシーの為、有益です。しかし同時に、それは不正行為
に使用される時に課題を提示します - 多くのブロックチェーンベースの金融プラットフォームが
持っている課題です。Gimmer トークンは、他の暗号通貨（仮想通貨）と同様に、ユーザーに匿
名性を与えることができます。したがって、P2P で Gimmer トークン転送または Gimmer トー
クン/ビットコイン/ altcoins への転送も匿名になります。 
 
 
調達された資金はどのように利用されますか？ 
 
トークンセールで調達されたすべての資金は、Gimmer を推進、発展させる為の投資になりま
す。次の表は、投資がどのように機能間で分割されるかを示しています。 
  
 
40％ マーケティングおよび顧客獲得 
 
45％ 製品開発と運用 
 
10％ 創業者＆チーム 
 
5％  法令順守 
 
 

 
投資家へのコミットメント 
 
皆様の Gimmer への投資で、私たちはロードマップ通りに、時間通りに立ち上げることができま
す。私たちは、Gimmer が常に確実に進化していくことをにするために、積極的、かつ達成可能
なマイルストーンを設定しています。 
 



 

 

Gimmer の重要な側面は、使いやすさを維持し、顧客体験を向上させることです。私たちは、顧
客テストを続け、フィードバックを収集し、機能、デザイン、および全体的な経験を繰り返し改
善していきます。 
 
私たちは革新への情熱を持っているので、私たちは常に Gimmer を改善し、可能な限り刺激的で
エキサイティングなものにするために、新しい技術と方法を絶えず探求します。 
     
 
 
Gimmer ロードマップ 
 
私たちはここまで、短い時間で進んできました。私たちは製品開発において、すでに大きなマイ
ルストーンを達成しましたが、私たちのロードマップが示すように、よりエキサイティングなも
のが計画されています。予定されている機能強化と同様に、ユーザーの変化するニーズをよりよ
く理解し、新しい機能を作成するために、この計画に焦点を当てます。 
 
2017 年 1 月 ボットセットアップ、ティック、インジケータ、セーフティを使ってトレーディ
ングボット戦略を作成します。 
 

 
2017 年 1 月 バックテストを実行して、履歴データに基づいてボットのパフォーマンスをプレ
ビューします。 
 
2017 年 2 月 自動化された暗号通貨（仮想通貨）トレード 私たちのボットは、最大の市場で
トップ通貨を取引します。 
 
2017 年 2 月 マージントレーディング ボット戦略にマージン取引を含める機能を追加します。 

2017 年 2 月 Gimmer パブリックベータ 合計８００人以上のアクティブユーザーがサイン
アップしました。ベータテストでは、7,170 のアクティブな暗号トレードボットが存在しまし
た。ベータユーザーは 12,893 回のバックテストを完了しました。この期間中最も収益性の高
いボットは+ 87％のリターンを達成することができました。 

 
 
2017 年 3 月 マルチコイントレーディング 1 つのボットで複数の通貨を取引できるようにし
ます。ボットは、潜在的に潜在的な暗号ペアを選択し、それに応じて取引を実行します。 
 
2017 年 3 月 ボットストア ユーザーのためのマーケットプレイスは、トレーディングボット
戦略を他のユーザーに貸し出します。 
 
2017 年 5 月 Gimmer ウィキ  共同制作されたコミュニティ作成の暗号化データベースで、他の
ユーザーが暗号化の世界をナビゲートするのに役立ちます。 
 
2017 年 6 月 友人を紹介する ユーザーが友人を招待し、ジマーのボットを使用する各友達に
報酬を得るシステム。 



 

 

 
2017 年 6 月 Gimmer フォーラム 
私たちのコミュニティが暗号化通信に関する情報を共有し、議論するためのプラットフォーム。
メンバー、モデレーター、管理者などのユーザーレベルで作業を完了します。 
 
2017 年 8 月 Gimmer チーム 
私たちの専門知識と情熱を広げ、Gimmer のコアチームを結成。 
 
2017 年 9 月 ホワイトペーパーV1 私たちのホワイトペーパーは、投資家が閲覧できるように
しました。 
 
2017 年 10 月 TOKEN.GIMMER.NET  Setescrow と Coinpayments とのパートナ
ーシップを含む、トークン販売のウェブサイトが開設される予定です。 
 
2018 年 1 月  GMRインテグレーション GMRで支払い、ボットの作成ができるようになり
ます。任意でインディケーター、セーフティー、シグナルなどの設定ができるようになります。 
 
2018 年 3 月 Gimmer DAPP ローンチ Gimmer を分散させ、DAPP としてリリースすること
で、より安価で使いやすいようになり、ユーザーはより多くのボットを同時に実行できるように
なります。 
 
2018 年 4 月 シミュレータ  実際の市場データを使用してボット戦略をトレーディングするた
めのリアルタイムテストですが、実際の通貨を使用する必要はありません。 
 
2018 年 6 月 リスクプロファイル  あなたのリスクプロファイル特定し、パーソナライズされ
た投資プロファイルを作成します。 
 
2018 年 7 月 ポートフォリオ戦略 複数のトレーディングボット戦略を単一のポートフォリオ
戦略に組み合わせる。ポートフォリオ戦略を公開したり、ボットストアを通じて他のユーザーに
貸し出すことができるようになります。 
 
2018 年 10 月 モバイルアプリ - 第 1 段階 プッシュ通知付きのシンプルなアプリで、常にユ
ーザーを最新の状態に保ちます。 
 
2018 年 11 月 自動化された暗号通貨（仮想通貨）ローン 
最良のリターンで通貨の貸出市場と貸出金を監視するボットを作成します。 
 
2019 年 1 月  アービトラージ取引 複数の取引所アカウントに接続し、Gimmer ボットを使用
して、資産を販売するための最良のレートを提供する取引所を分析し、それに従って自動的に最
適なレートを得て購入し、瞬時に利益を確定させる為に自動的に再割り当てします。 
 
2019 年 3 月 暗号通貨（仮想通貨）トレーダーをコピーする  ユーザーが他のトレーダーのア
クション全体をコピーし、利益と損失の可能性を同じにすることができます。 
 
Gimmer チーム 
 



 

 

ペルシオ・フレクサ 
チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO） 
ペルシオはシニア・システム開発者です。彼はこのフィールドで 16 年の経験を持っています。
彼はブロックチェーン技術を使用してインテリジェントなソリューションを作成することに重点
を置いています。彼の毎日の目標は、デジタル界のための戦略的で革新的なソリューションを開
発し、それによって人々の生活に積極的にポジティブな影響を与えることです。彼は Gimmer に
勤務し、暗号通貨（仮想通貨）における世界最大の投資プラットフォームを作り上げる事を目指
しています。 
 
フィリップ・コミーニ 
最高経営責任者（CEO） 
フィリップは、人類にとって新たな時代が到来していると信じています。そして、暗号通貨（仮
想通貨）は、社会のこの巨大な変化に対する触媒の一つと考えています。彼は参加して Gimmer
で重要な役割を果たしていることを光栄に思っています。 フィリップは、膨大なプロジェクトに
デザインソリューションを提供する 33 社以上の企業に 13 年以上携わってきました。彼はすで
に、ブロックチェーンや暗号化に関連する他のフィンテック企業に関わっています。 
 
ポール・リンゼル 
ヴァイス・プレジデント 
グローバルな FMCG および金融サービスブランドの創造的なデザイン作成に 18 年以上の経験
（11 年以上の役員としての経験があります）を持ちます。Gimmer の命題、サービスデザイン、
ビジネスモデルを進化させる戦略的で創造的な考え方に彼は焦点を当てています。彼はブロック
チェーン技術の真のピアツーピアの性質が、消費者に必然的に必要になり、そして信頼を与える
と信じています。そして、データとサービスの分権化は、永遠にビジネスのあり方を変えると信
じています。 
 
長谷川雅一 
マネージング・ディレクター・日本 
長谷川雅一は 20 年以上にわたり、伝統的なグローバル金融市場の世界で経験を積んでいます。
彼はアセットアロケーションとトレーディングの専門家です。彼は、グローバル・マクロ戦略、
為替、株式、ソブリン債券および社債、貴金属から石油などへの投資に焦点を当てています。ま
た、ポートフォリオを強化またはヘッジするためにデリバティブ商品を積極的に利用していま
す。また、企業や新興企業、不動産などに投資するプライベートエクイティにも参加していま
す。彼の目標は、従来の市場の視点で暗号通貨（仮想通貨）市場を分析し、従来の市場と暗号通
貨（仮想通貨）市場の関連性を分析することです。 
  
ウィリアム・ザビエル 
フルスタック開発者 
ウィリアムはウェブ技術の開発に 11 年間の経験を持っています。彼はまた、ブロックチェーン
のエンスージアストであり、暗号通貨（仮想通貨）を次のレベルに引き上げたいと考えていま
す。彼は Gimmer でフルタイムで働き、暗号通貨（仮想通貨）で最もスマートな自動取引ソリュ
ーションを構築することに興奮しています。ウィリアムは、他のブロックチェーン関連のフィン
テック・スタートアップにも関わっています。 
 
ルーカス・アシス 
フルスタック開発者 
ルーカスは、フルスタック開発分野で 7年間の経験を積んだ開発者です。常にテクノロジーの最
先端で働くことを目指す彼の目標は、Gimmer をトレーダーにとってナンバーワンの入り口にす
ることです。彼はブロックチェーン・テクノロジーは物事の在り方をガラリと変え、進化し続け



 

 

るすべてのビジネスは、ブロックチェーンのような透過的で信頼できる技術に依存しなければな
らなくなると考えています。 
 
ミシェル・コミーニ 
マーケティング・ディレクター 
ミシェルは広告業界でのバックグラウンドを持っています。ブラジルでは、国内最大のデジタル
広告代理店の 1つと、カンヌ・ライオンズ・フェスティバル・オブ・クリエイティビティ賞を最
も多く受賞したデジタル代理店の 1つに勤務していました。彼の顧客には、ペルノー・リカー
ル、ユニリーバ、モトローラ、インテル、マクドナルド、アメリカン・エキスプレス、ソニー・
ピクチャーズ、イギリス政府MI5 / MI6 / GCHQ / HMGCC、クレディ・スイス等がありまし
た。ロンドンでは、WPP グループへの投資を監督する GroupM エージェンシーのデータマネー
ジャーとして働いていました。ミシェルはプロダクト・デザインに参加しています。彼は競合社
研究とデータ分析を行っています。 
 
ロドリゴ・フィゲイレド 
ユーザー・エクスペリエンス・ディレクター 
ロドリゴは、ユーザー・エクスペリエンス・デザイナーと情報アーキテクトとして 12 年以上の
経験を持っています。コカ・コーラ、ゴール・エアラインズ、HSBC、ユニリーバ、ルノー、ソ
ニー、ワーナー・ブラザーズなどのクライアント向けプロジェクトを開発する大手広告代理店で
働いていました。 2010 年から 2016 年の間に、彼は個人的に eコマース企業のスタートアッ
プ、及びスポーツ関連のスタートアップを立ち上げました。最近、彼は暗号経済が社会に及ぼす
影響とそれが引き起こす変化に遭遇しました。彼はこれから更に暗号通貨（仮想通貨）革命を観
察することを楽しみにしています。 
 
ジョエル・レナート・マスカリン 
コマーシャル・ディレクター 
ジョエル・レナートは、ロジスティクス、ユーザー・エクスペリエンス・プランニング、コマー
シャル・リレーションを専門とするマルチスキルのシニア・プロジェクト・マネージャーです。
彼はリオ 2016 年オリンピックのプロジェクト・ディレクターに任命され、以来、彼は米国オリ
ンピック委員会のロジスティックスを監督しています。彼の主な成果の 1つはリオ五輪大会中に
チーム USA の為に、250 人以上の自分のスタッフを管理し、1500 名以上のゲストとアスリート
を大会の前、最中、そして後までスムースに移動や各種イベントの実行などを行いました。現
在、彼は暗号通貨（仮想通貨）とコイン・ファイナンス市場に焦点を当てています。野心的かつ
献身的であり、彼はすでに暗号通貨（仮想通貨）関連の大手企業や新興企業と接触しています。
彼は、暗号通貨（仮想通貨）は巨大な可能性を秘めており、私たちの社会進化の次の飛躍である
と信じています。彼は、ブロックチェーン技術が大きな影響を持ち、将来を形作ると信じていま
す。 
 
ジョエル・ギエルメ・マスカリン 
カスタマー・リサーチャー 
ジョエル・ギエルメは、近年にロンドン・メトロポリタン大学でスポーツ療法（BSc）の学位を
取得。彼はプロサッカー選手として、10 年以上にわたってイタリアのチームでプレーをしていま
した。怪我で引退の後、スポーツ業界で 2年間の経験を経て、ユーザー・エクスペリエンス・リ
サーチに専念し、Gimmer がお客様にユニークな体験を提供できるよう支援しています。彼は暗
号通貨（仮想通貨）が既に現実であると考えて、まもなく広範囲に受け入れられていると信じて
います。 
 
ベンジャミン・ヴィタリス 
ジャーナリスト 



 

 

ベンジャミンはフリーランス・ジャーナリストです。 3 年近くの経験を持ち、暗号通貨（仮想通
貨）、ブロックチェーン技術、フィンテックの最新のニュースとトレンドを書いています。彼の
記事は、Bitcoin Magazine、ETHNews、CryptoCoinsNews、DeepDotWeb などの有名なニ
ュースサイトに掲載されています。大学でマーケティングマネージメントを専攻し、ブダペス
ト・ビジネス・スクールで商業とマーケティングを学んでいます。ベンジャミンは、世界は暗号
通貨（仮想通貨）とブロックチェーン技術の登場により、新しい時代に入ったと考えており、金
融システムを完全に分散して機能するようにすべきだと考えています。 


