
 
 

 
  

 
 

＃1 ブロックチェーン 

グローバルコマースソリューション 

グローバルセール 

小売業者および製造業者向け 

自社ブランドのオンラインストアとマーケットプレイス 。 
  

  

貴社は 4 つの大きい小売りの傾向を信じている： 

グローバルクロスボーダーセールス 

オムニチャネルオンラインセールス 

ロイヤリティ報酬のトークン化 

ブロックチェーンのサプライチェーン 
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責任の放棄 

現在のセクション「責任の否認」を注意深く見直してください。 あなたが取るべき行動に関して何か疑いを持っている場合、

貴社はあなたがあなたの法的、財政的、税またはその他の専門家のアドバイザーと相談することをお勧めします。 このホワ

イトペーパーのいかなる部分も、このセクション「責任の放棄」を含めずに複製、配布、または配布することはできません。 

RGT トークン（「RGT トークン」、「トークン」、または「トークン」）の購入に関する利用規約は、Web サイトに掲載されている

ドキュメント（「ドキュメント」）に記載されています。 "）。 トークンを購入している間、あなたは完全に同意し、文書に記述さ

れているトークンの購入と所有に内在するすべてのリスクを受け入れます。 

このホワイトペーパーの唯一の目的は、提案されたトークンの販売に関連して RetailGlobal および RGT トークンを潜在的

なトークン保有者に提示することです。このホワイトペーパーは情報提供のみを目的としています。それは徹底的ではない

かもしれません、それは RetailGlobal に拘束力がなく、そして契約上の関係または義務のいかなる要素も暗示しません。こ

のホワイトペーパーに掲載されている資料の正確性、最新性、および関連性を確保するために全力を尽くしますが、この文

書およびここに含まれる資料は専門家の助言ではありません。さらに、RetailGlobalはこのホワイトペーパーおよびここに含ま

れる情報をいつでも予告なしに変更または更新する権利を留保します。適用される法律、規則および規則によって許容さ

れる最大限の範囲で、RetailGlobal は、いかなる種類の間接的、特別、付随的、結果的またはその他のいかなる損失、

不法行為、契約その他の法的責任も保証しません。このホワイトペーパーに含まれる内容の正確性、信頼性、関連性ま

たは完全性から生じるまたはそれらに関連する（収益の損失、収益または利益の損失、使用またはデータの損失を含むが

これに限定されない）。さらに、RetailGlobal は、真実、正確性および完全性に関する表明、保証、または約束を含む、い

かなるエンティティ、個人、または当局に対するいかなる形式での表明、保証、または約束も行うものではなく、これを放棄

します。このホワイトペーパーに記載されているいずれかの情報についてこのホワイトペーパーに掲載されている資料に基づい

て、信頼やコミットメントや取引を行う前に、関連する独立した専門家のアドバイザーに連絡してください。 

このホワイトペーパーは、いかなる法制度にも従うものではなく、いかなる法律によっても管理されていません。 このホワイトペ

ーパーに記載されている情報を規制当局が検討または承認したことはなく、法律、規制要件、または管轄区域の規則の

下でそのような行動はとられておらず、またそのような措置もとられていません。 このホワイトペーパーの発行、配布、または

頒布は、適用される法律、規制要件、または規則が遵守されていることを意味するものではありません。 

（i）アメリカ合衆国のグリーンカード所有者、または（ii）米国の市民または居住者（税またはその他）の場合、あなたは権利

を持っておらず、RGT トークンを購入するべきではありません。アメリカ、プエルトリコ、アメリカ領ヴァージン諸島、またはその

他のアメリカ合衆国、中華人民共和国、大韓民国、または（iii）市民または居住者（税またはその他）の所有物デジタルト

ークンおよび/またはデジタル通貨との取引が禁止されている、または適用法によって制限されているその他の方法で、国ま

たは地域を問わず。 （「個人」とは、一般に、関連する州に居住する自然人、または関連する州の法律に基づいて組織さ

れ、または組み込まれている実体（以下「制限者」といいます）。は、制限されていない人だけが利用できるように意図され

ています。購入したトークンを提示または配布することはできません。また、保有者が言及した人に転売または他の方法で

疎外させることもできません。法律上、税務上、会計上、またはその他の専門家の助言に相談することにより、あなたの特

定の管轄および状況に適用される制限がある場合はそれを確立し、遵守していることを確認します。あなた自身の費用で

そして RetailGlobal への責任なしに制限。 

RGT トークンは、証券、デジタル通貨、商品、またはその他の種類の金融商品を構成することを意図したものではなく、潜

在的なトークン保有者がその対象となる管轄の証券法を含む関連証券規則の下で登録されていません。居住者。本ホ

ワイトペーパーまたはトークンまたはトークン売却に関連する他の文書のいかなる部分も、目論見書または提案を構成する

と見なされるものではなく、その目的は、いかなる法域においても有価証券の提供または証券の形での投資の要求として

機能することではありません。 。ただし、上記にもかかわらず、特定の法域では、現在または将来的に RGT トークンを有価

証券として認識する可能性があります。 RetailGlobal は、RGT トークンの潜在的な所有者に対するそのような認識および

/またはそのような認識の法的およびその他の結果について一切の責任を負いません。また、RGT トークンの取得、販売ま

たはその他の業務、およびこの白書の提供は、契約の締結または購入の決定に関する事項の根拠を成すものではなく、ま

たそれに依拠するものでもありません。特に、ここに記載されているトークンの販売中に販売されたトークンが 1933 年の米

国証券法に基づく証券である限りにおいて、これらのトークンは米国の国外の人にのみ米国の法令の規定に従って提供さ



  

れます。修正された 1933 年の米国証券法。これらのトークンは、証券法に基づいて登録されることはなく、また米国では

登録なしに、または登録要件からの適用除外の下で提供または販売することはできず、購入者はトークンを再販できると

は限りません。米国証券取引委員会も州の規制当局も、トークンのメリット、トークンの販売条件、または関連文書の正

確性または完全性について、譲渡または承認をしていません。このホワイトペーパーは、いかなる契約も締結すること、RGT

トークンの売買に関する法的義務を負うこと、および暗号通貨またはその他の支払い方法を受け入れることを誰にも義務

付けるものではありません。トークンを購入することはリスクを伴います、そしてあなたはあなたの購入全体の損失を負うこと

ができるはずです。すべての購入者は、あなた自身の独立した評価と分析に基づいて、購入するかどうかを自分で決定し

なければならず、上記の事項については、独立した専門のアドバイザーに連絡することをお勧めします。 

本文書に含まれる特定の記述、見積もりおよび財務情報は、将来の予測に関する記述または情報を構成します。 その

ような将来の見通しに関する記述または情報には、既知または未知のリスクや不確実性が含まれており、実際の出来事

や結果が、将来の見通しに関する記述で暗示または表現された見積りや結果と大きく異なる可能性があります。 さらに、

このホワイトペーパーで使用されている収入と利益の計算のすべての例は、デモンストレーション目的または業界平均のデ

モンストレーション目的でのみ提供されています。  誤解を避けるために、このホワイトペーパーに含まれるものは、

RetailGlobal および/または RGT トークンの将来のパフォーマンスに関する保証、約束、表明または約束、および/またはそ

の結果として生じる将来の利益の約束または保証として信頼されるものではありません。 RGT トークンの購入 

RGT トークンは、このホワイトペーパーに記載されている以外の目的に使用することはできません。これには、投資、投機的

目的、またはその他の財務上の目的を含みません。 RGT トークンは、所有、頒布（利益を含むがこれに限定されない）、

償還、清算、財産（あらゆる形態の知的財産を含む）、またはその他の金銭的または法的権利を含むがこれらに限定され

ません 以下に具体的に記載されているもの以外。 コミュニティの意見やフィードバックを考慮に入れることはできますが、

RGT トークンは RetailGlobal サービスに関連する意思決定やビジネスの方向性に参加する権利を一切与えません。 

下記の「リスク要因」のセクションには、RetailGlobal プロジェクトが直面する可能性のあるすべてのリスクが含まれているわけ

ではありません。 RetailGlobal チームは主なリスクを特定するために最善を尽くしましたが、RGT トークンの購入を決定する

前に、独自のリスク評価を行うことをお勧めします。 

このホワイトペーパーの英語版は、RGT トークンに関する主な公式の情報源です。 ここに含まれる情報は、他の言語に翻

訳されたり、顧客、請負業者、パートナーなどとの書面または口頭によるコミュニケーションの過程で使用されることがありま

す。 破損または虚偽の表示。 そのような翻訳やコミュニケーションとこのホワイトペーパーの英語版との間に矛盾や矛盾が

ある場合は、このホワイトペーパーの原文としての提供を優先するものとします。 

このホワイトペーパーを読み続けることにより、あなたはあなたが上記の「責任の放棄」の項を読み、理解し、受け入れ、そ

して同意したことを確認します。 

  



  

抽象 

Retail.Global は小売をグローバルにします 
Retail.Global  - ブロックチェーンのサービス型商取引エコシステム。完全なホワイトラベルのオンラインストアソリューションで

小売業者と製造業者の世界的な販売を促進します。 

インフラを必要としないブランド製品のグローバルセールスを簡単に開始オールインワンのインターフェース：店舗のカスタマイ

ズ、配達と支払いの有効化 、倉庫の接続、フルフィルメント、マーケティング、サポート、およびトークン化されたロイヤリティ

報奨システム。 

今、貴社はロシアで現地および世界中のクライアントとビジネスを成功させ、グローバルに進出しています。 10 年間の e コ

マースエクスペリエンスチーム、プラットフォームおよびインフラストラクチャ、15 社のエンタープライズクライアント、年間 4 百万

ドルの利益率、およびすぐにスケールできるプラットフォーム。 

貴社の野心は、最大の e コマース市場の主要都市すべてにカントリーオフィスを開設することです 。イギリス、ドイツ、フラン

ス、イタリア、スペイン、中国、インド、香港、ベトナムなど 

貴社は貴社の拡大を後押しし、 Retail.Global エコシステムのすべての新しいパートナー内の信頼問題を解決するために

ブロックチェーン技術を選びます 。 

ブロックチェーンは、各販売分野における信頼と透明性の問題を解決します 。 

 顧客獲得：グローバルアフィリエイト広告ネットワーク 

 顧客保持：トークン化されたロイヤリティ報奨システム 

 デリバリーと支払いの注文：ブロックチェーンパートナーのエコシステム 

トークンは Retail.Global エコシステムの全プロセスに燃料を供給します 

 プラットフォームコミッション：プラットフォーム利用とスマートコンタクト製品とサービスサプライヤーのお得な情報 

 商品の支払い：顧客はプラットフォーム上の店舗で商品の支払いができます 

 ロイヤリティ報奨プログラム：商品購入に対して RGT を取得 

今後のプラットフォーム機能の完全なリスト： 

●         カスタマイズ可能な e コマースプラットフォーム： カスタムデザイン、機能、外部データベースやサービスとの統

合。 

●         世界的な配達と支払いの選択肢による世界 市場のリーチ 。 

●         顧客への最大の品揃え ：すべての倉庫（卸売、店舗）、サプライヤの倉庫から商品を展示する、または商品

を他の国のパートナー倉庫に移動して迅速に配達する。 



  

●         地元の広告チャンネルとマーケットプレイスを最大限にカバー ：Google、Bing、Yandex、Facebook、

Instagram、VK、Pinterest、Marketplaces e 、Amazon などの コンテンツターゲット 広告に利用可能な統

合 。 

●         顧客保持のための トークン化された ロイヤルティシステム： トークンに基づいて、店舗内およびソーシャルネッ

トワーク上でのレビューを奨励し、さらに コンテスト を開催するための機能 。 パートナー交換ネットワークでより多

くのリードを獲得しましょう。 顧客は Retail.Global トークン交換でショップのブランドトークンを別のトークンと交換

でき ます。 

●         内部サービスとサービスプロバイダ マーケットプレイス ：コンテンツの作成、デザイン、広告の管理、コンバージョ

ンの向上、および世界中のパートナーとの統合のために必要なチームを雇うことができるように、広告、コンテンツ、

配信、支払いおよび社内マーケットプレイスサービスとの統合をプラットフォームで利用できます。 。 オンラインスト
アの所有者と市場の参加者との間の関係は、スマート契約によって規制されています。 

●         サプライヤの内部市場：一つのパソコンから顧客の注文の下で卸売サプライヤの製品ラインを接続し、 スマー

トな契約によって規制された安全な取引の助けを借りて倉庫に 納入さ れた バッチで購入 することができます。 

使い方： 

ᐨ     企業は出店をリクエストし、サービスマーケットプレイスから管理チームを選択します。 

ᐨ     カスタムデザインと優れた機能でオンラインストアを強化し、オンラインでの売り上げを伸ばしましょう。 

ᐨ     グローバルセールスが容易になりました - 多言語インターフェース、24 時間 365 日のサポート、 国境を越       

えた 配達および国際的な支払いオプションを追加。 

ᐨ     Retail.Global サービス市場から専門家やサービスプロバイダを作成し、あなたのお店をサポートするとオンライン接

続 ：マーケティング管理、顧客サポート、コンテンツ作成、履行サービス- あなたがしなければならないすべては、
収益を集めています。 

ᐨ     エンタープライズクライアント （小売チェーン、製造業者、貿易センター）は、収益共有モデルのためのオムニチャネ

ル統合を備えた e コマースストアを開始するためのフルサポートを受けることができます 。 

ᐨ     ローカルおよびグローバルマーケットプレイス （ Ebay 、 TMall 、Amazon）に 接続する - より多くの新規顧客と

販売を獲得する。 
ᐨ     あなたの製品在庫を分散させる - すべての倉庫、店舗、自社または卸売の製品在庫を使用し、ジャストインタイ

ムで製品をパーソナライズし、フルフィルメントに製品を送る - 世界中のどこからでもオンラインで在庫を管理しま

す。 
ᐨ     ブロックチェーンでサプライヤとスマート契約を結ぶことで 、世界中の製品やサービスのサプライヤと取引を結び、す

べての参加者の間で信頼の問題を解決することができます。 
ᐨ      トークンロイヤルティリワードプログラムを有効にします。ショッピングとフィードバックのためのより多くの価値 - 顧客

維持と関係を高めます。 

今、売上はグローバルになります。 



  

ミッション 

ミッション 

貴社の使命は、革新を小売にもたらし、素晴らしいカスタマーショッピング体験を生み出すことです。グローバルなアプローチ

を持つブロックチェーンを搭載した新しいテクノロジーがそれを可能にします。 

Retail.Global は、グローバルセールスを容易にする B2B 顧客向けの製品とサービスを提供します。言語、現地配送、返

品、税金、マーケティング、市場、サポート、e コマース専門家の支援など、すべての障壁は 1 つの製品にまとめられます。 

ビジョン 

オンライン販売、 クロスボーダー 、ロイヤルティのトークン化、新技術の導入、ブロックチェーンの能力 ：小売業における 5

つの大きなチャンスが今後 5〜10 年で世界のショッピングとビジネスを変えることができると私たちは想像しています 
  

  



  

市場 

  

E コマースの売上が伸びている 
貴社は 5 つの成長の傾向で私達の会社を造っています： 

1）        小売におけるオンライン販売のシェアの拡大。 
2）         国境を越えた商取引の拡大 
3）        より効果的なロイヤルティプログラムの要求 

4）        オムニチャネルビジネスをサポートする、新しくより優れた技術的ソリューションの需要 

5）        ブロックチェーン技術の開発と大量採用：暗号化マネー、トークン、製品のスマート契約、そしてグローバルな 

      サービス契約。 
  
Retail.Global は、B2B 顧客のための東ヨーロッパ、ロシア、西ヨーロッパ、およびアジアの市場、ならびに世界規模の国境を

越えた配送に焦点を当てています。 

 

4,500 億ドル 
小売 E コマース販売（2021F） 

622 億ドル 
クロスボーダー小売 E コマース販売（2022F） 

300 億ドル 
時価総額 
（2021F）[5] 

ターゲット市場： 



  

-                       2018 年：ロシア（250 億 ドル ）、ドイツ（75 億 ドル ）、フランス（80 億 ドル ） 

-                       2019 年：インド（45 億 ドル ）、韓国（72 億 ドル ）、イギリス（195 億 ドル ） 

-                       2020 年：日本（125 億 ドル ）、中国（975 億 ドル ） 
  
サプライチェーンマネジメント（SCM）とは、商品やサービスの需要を創出して満たすプロセスを指します。 これは、エンドカス
タマーを満足させるという共通の目標に従事するトレーディングパートナコミュニティを含みます。 

SaaS の導入が拡大するにつれて、SCM 市場は 2021 年までに 190 億ドルに達する [Gartner、8] 

2016 年に、Forrester Research は、世界的な企業対消費者間（B2C）のクロスボーダーe コマースが 2022 年までに

6,210 億ドルに達すると予測しており、これは全オンラインコマースの 20％を占めています。 [2] 

衣料品は世界で最も人気のあるカテゴリー（46％）で、次に家電製品（29％）が続いています。 [4] 

2016 年の電子小売売上高は、全世界の全小売売上高の 8.7％を占めました。 この数字は 2021 年 に 15.5 ％ に達

すると予想されています [3]。 

 

[11] 2015 年から 2021 年までの世界の小売総売上高に占める E コマースのシェア 

Retail.Global の 重要なビジョンは 、サプライヤとのスマート契約を使用して信頼性が高く簡単なものにすることで、暗号化

マネーの普及とともに国境を越えた e コマースをサポートすることです。 

  



  

市場の問題と解決策 

  

E コマース市場の問題 

 

能力の欠如：古典的なオフライン小売りコミュニティはオンライン販売を伸ばすためのスキルと経験を欠いています 

-              オフライン小売業者、製造業者または卸売業者は、オンラインビジネスを運営するための能力とリソースを持っ

ていません。物流、デジタルマーケティング、Web /モバイル開発、およびオムニチャネルの顧客とのやり取り。 
-              電子商取引における技術の急速な変化は 、社内チームが新しいサービスのテストやベストプラクティスを研

究するのに十分な時間がなく、業界の最良の市場事例にアクセスできないため、 社内での開発と ボトルネックの 維

持 に つながります。 

-              ショッピングセンター やオフラインショップは、トラフィックを失い、新たなモデルを必要としている 。 市場で入手

可能な現在のソリューションは、主にセットアップと大幅なライセンス 料を 充電しながら、電子商取引ビジネスのためのソフ

トウェアプラットフォームを維持するためのインフラの存在と開発者を想定して 顧客を引き付ける。 
  

多くのツールや企業、解決策はない：市場の現在の状況は、ビジネス全体の収益の増加ではなく、多数のソフトウェア製

品の販売に傾いています。 

-                       市場には提案されたソリューションは、 オンラインストアの作成者は、他の配信サービス、支払い、異なるチャ

ネルを通じた広告代理店、開発者、会計士、それをもたらし e コマースマネージャーで、異なる場所に配置されているさま

ざまな部品の様々な、 で形成 されています 時間とお金の多大な支出を運んで、すべて一緒にそしてこのビジネスから会

社にそれをしようとします。 
  

オムニチャネルの重要性：販売へのオムニチャネルアプローチの必要性は購入者の要件です 



  

-                       オンライン販売の伸び（市場に応じて 5％から 30％）とオンライン通信でオフライン購入を行う人の割合（業

界に応じて 30％から 75％）が小売業者にオンラインチャネルの開発をもたらしています個別に他のチャンネルからではなく、

一緒に：コミュニケーションと販売の枠組みの中で。 
-                       企業はオムニチャネルツールを開発することを目標としていますが、ツールの統合と選択には困難が伴います。 
  

e コマース物流は オフライン小売から S を 異なる ：倉庫、店舗間のサプライチェーンの組織は、顧客とリターンの取り扱い

への送達は、オフライン小売用構成物流とは非常に異なっています 

-                       オムニチャネルビジネスの発展により、すべての店舗および倉庫の在庫を使用し、 それらの間でロジスティクス

を提供 し、倉庫で 集荷し、予約し、店舗 で集荷する必要が生じ ました。 
-                       世界貿易の発展は、一方ですべての小売企業にとっての境界線を開き、世界市場が地元企業と競争し

始める新しいレベルに競争をもたらしました。 その結果、集中倉庫からだけでなく、他の国や製造業者の倉庫からも直接

注文を配信することが可能になりました。 
  

  

  

国によって違いがあります。新しい世界市場は新しい機会を開く可能性がありますが、業務が複雑なため利用できません。 

-                       世界には電子商取引のための市場がたくさんありますが、ローカライズの複雑さのために現在小売業者には

利用できません。配達、言語、サポートサービス、税金、その他の料金を考慮に入れる。 
-                       各国に は 、販売する製品をリストアップしたり、配達、配置、分類、およびサービスレベルに特定の要件が

ある新しい注文を受け取ることができる多数の市場があります。 
  

自社開発ロイヤルティシステムとパートナーとのクロスプロモーション活動は、小売業にとっては問題となる 

-                       現在のロイヤルティシステムは通常、単純なキャッシュバックまたは累積的な割引に基づいて構築されていま

す。 しかし、クライアントとのコミュニケーションの発達は、フィードバックや社会活動を受けることを非常に重要にします。 
-                       パートナーとのクロスプロモーション活動は、競争の激しくない会社から新しい顧客を獲得する大きな機会を

生み出しますが、マーケティング部門には多くの手作業と困難な作業を必要とします。 
  

小売業における革新は遅い 

-                       一方で小売は競争力を高めていますが、他方では、管理者が新しい IT 製品に不信感を抱いているか、実

装に大きな問題があるため、新しいサービスや製品の開発が遅れています。 
  

各国のパートナーの生態系を拡大縮小することは困難です 



  

それぞれの国は、仕事の信頼と透明性において、ビジネスと業務に独自の特性を持っています。 

さまざまな国でパートナー のシステムを分割することは非常に困難です。 

説明責任、品質管理、およびサービスに対する支払いの基準はどこにでもあります。 

  

Retail.Global は電子商取引市場のための解法を

作成します 
 

 

 

RG は、オンラインおよびオフラインの販売チャネルから収益を拡大します 

  

o Retail.Global はオフラインとオンラインを作るオムニチャネルツールを開発しています 同様に便利でパーソ

ナライズされた ショッピング 。 

  
o  完全なツール一式には、顧客データベースの統合、商品のリアルタイムの入手可能性、店舗からの配

達、および顧客とのコミュニケーションに必要なすべてが揃っています。 

  
o Retail.Global プラットフォーム は、厳密にオフラインバイヤーに適している-彼らは、店の予約、最寄の店

舗や他の機能へのクイックリンク、「お気に入りの店」の機能として利用できます。 さまざまな見積もりによると、30％から

80％のオフライン買い物客が商品を調べたり、オンラインでプロモーションについて学んだりします。 

  
o  オンラインストアを作成することができますショッピングモールは、 ショッピングセンターにあるすべての店舗

で 構成さ ：顧客が ショッピングセンター内と配信の両方に全店舗のすべての商品にアクセスする 必要があります 。 

  



  

  

店舗から分散倉庫までのすべての小売在庫の効率的な使用 

  

o 中央地域倉庫、都市と国の両方の広い地理に分散した店舗 - 小売 データベースは、倉庫間の物流

と倉庫間のロジスティクスの両方の観点から解決しています。買い手に。 ミュンヘンでの送迎からブエノスアイレスでのラスト

マイル配送まで、ビジネスでもバイヤーでも簡単です。 

  
o これで、他の国からの配達を安全に管理できるよう になりました。プラットフォーム上で作成されたスマー

トコントラクトを使用して 、サプライヤ、代理店、配達 サービス 間の関係を調整することができ ます。 、 エージェントは、サ

プライヤーをチェックした商品と配信サービスへの安全な転送を保証します。 配送サービスが配送の開始についてのメッセー

ジを受信すると、サプライヤはその金を請求することができます。 

  
o 仕分け倉庫に直接商品を 転送 することによって 、さまざまな国であり、あなたは一つのインタフェースに

在庫があるものを見ることができました。 注文を受領すると、彼らは自動的に結束して顧客に出荷する。 

  

  

地元選手がグローバル化：新たな市場へのアクセスは、多くの もの に利用可能になりました 

  

o                   Retail.Global は、ショップの既存のオンラインストアと他の国で最も人気のあるマーケットプレイスを使用

して、一度に多くの新しいマーケットに参入する機会を提供します。 

  
o                   多言語機能により、現地の言語への迅速な翻訳（自動、プロフェッショナルサービス、または手動によ

る）、および地元の顧客によるすべての一般的なコミュニケーションサービスのサポートが提供されます。 

  
o                   ウェブサイトのコンバージョン 率 を最大化するために、 あなたはすべての人気のある地元の配達と支払

いサービスを追加することができます。 

  
o                   人気のある地元の市場との統合により、地元の市場から即座に収益が生まれます。 

  
o                   RG サービス市場の専門家は、地域の広告チャネルで広告を手助けすることができます。 

  
o                   売上の増加に伴い、プラットフォームは注文の保管と処理のために地元の倉庫を使用することを可能に

し、それは最終顧客への配達をより速くそしてより安くするでしょう。 

  

  

プラットフォームへの参加者のためのトークン化されたロイヤルティシステムと、ロイヤルカスタマーとの新しい関係の段階 

  

o                   Retail.Global はトークン化されたロイヤルティシステムを提示します。これにより、 現金払い戻し や見

越しをサポートし、あらゆる店舗向けのカスタムロイヤルティシステムを迅速に作成でき、さらに製品やサービスに関するフィー

ドバックに対して買い手を自動化できます。 

  



  

o                   プラットフォーム上に多数のパートナーが存在することで、競合しない店舗でクロスプロモーションやリード

ジェネレーションを行うことが可能になります。これにより、購入者は自分の購入で追加の収入を得ることができます。 

  
o                   ブランドプロモーション製品を作成するためのコネクテッドシステムにより、企業は割引だけでなく、1pc か

らジャストインタイムで作成されたブランドギフトも提供できます。 

  
o                   Open API を使用すると、サードパーティのブロックチェーンロイヤルティシステムを統合したり、トークンを

交換したりできます。また、アクティブな顧客が組み込みの紹介システムを使用してお金やポイントを稼ぐことができます。 

  

Retail.Global は小売業界に新しい技術ソリューションを提供することを目指しています 

  

o Retail.Global が 買収 資金を 調達 オフラインおよびオンライン小売のための新しいソリューションを開発するため

の研究開発。将来的には、小売は顧客にとってより効率的かつ便利になるでしょう。 

  
o                                 多くの中規模および大規模販売者を可能にすることで、実験、製品開発、および世界規模で

の新興企業の拡大のためのプラットフォームを形成することができます。 

  
o このプラットフォームのビジネスユーザーは、市場のイノベーションにアクセスし、最新のソリューションを入手すること

ができます。 最小限の統合コストで、ほとんどのスタートアップ企業は Retail.Global の 統合ソリューションを 使用し ま
す。 

  
Retail.Global は 、貴社の拡大を促進し、 Retail.Global エコシステムの すべての新しいパートナー内の信頼問題を解決

するためにブロックチェーンを選択します 
  
信頼と透明性の問題を解決することは、成功するグローバルビジネスを構築するのに役立ちます 。 
  
新しいパートナーは彼らのサービスに対する支払いを確実にすることができ、ブランドは品質を保証することができるので、今

や貴社は新しいパートナーを非常に簡単かつ迅速に統合することができます。 
  
トラフィックの送信元および追加情報を含むすべての店舗発注は、ブロックチェーンに格納されます。 
  
スマート契約を使用した ソリューション ： 
- ウェブマスター（広告パートナー）は、生成された注文に対して支払われるスマート契約を（全時間通りに）取得する 
- ブランドと Retail.Global ：スマート契約は配達および支払状況に基づいて自動支払を提供します（エスクローサービスと

して機能） - すべてのパートナーは配達された注文から手数料を受け取ります。 
- 顧客は、店への支払いをするときにエスクローサービスを使用することができます - 注文が 顧客によって配達され、 

チェックされるときに店は泥酔する 
- どの国のすべてのパートナーでも、結果と支払いを確実にするためにサービスを注文するためにエスクロー支払いを使用で

きます。 
 

 



  

小売グローバル エコシステム 

  

プラットフォームのモジュール 
  

オンラインストア 製品と注文管理 システム グローバル広告 ネットワーク  

 あらゆる販売ニーズに対応するオールインワ

ンソリューションを備えた カスタマイズされ

た オンラインストア 

製品のカタログを表示し、あらゆる場

所からの注文を処理し、配達し ま

す。 コネクトサービスプロバイダ：支払

い、サポート 、その他 

世界中のすべての 最高クラスの

アフィリエイトネットワークと広告代

理店を統合して、世界中の顧客

を獲得しましょう 
  

       

 ロイヤルティリワードプログラム 分析と管理 オムニチャネルビジネス 

 顧客維持率の向上による売上の拡大 すべての売上、顧客、製品分析 サ

ービスプロバイダが管理します。 将
来のモデリング 

あなたのビジネスをオムニチャネル

にする：オンライン、オフライン、モ

バイルの販売チャネルとコミュニケ

ーションを結び付ける 

      

 
マーケットプレイス 
  
  

 サービスの市場 製品サプライヤの市場 サービスプロバイダの市場   

 パーソナライゼーション、広告ツール、

E メール/ SMS /プッシュ、分析など 
ドロップシッピング 、ジャスト
インタイム生産、流通業者

在庫 

コンテンツ、サポート、開発、

マーケティング、支払い、配

達 

  

  

  



  

モジュールの説明 

 

  



  

オンラインストア 
  
e コマースプラットフォームの機能： 

1）        ブランドのオンラインストア ：ユニークなデザインのデスクトップ、ラップトップ、モバイルオンラインストアのバージョン 

2）        統合された注文管理とサポートを備えた アプリとボット ：モバイルアプリ、Facebook アプリ、メッセンジャー用ボッ

ト、テレグラム、VK、WeChat 
3）        商品フィードおよび注文のマーケットプレイスへの統合 （amazon、 ebay 、 etsy 、 yandex ）および広告サー

ビス（google、 yandex 、 bing ） 

4）        統合システム ：パートナーCRM とサービス 

5）        多言語インタフェース と自動翻訳システム 
  

 
サービスのマーケットプレイス：パーソナライゼーション、広告ツール、E メール/ SMS /プッシュ、分析など 
  
製品と注文管理システム 
  

1）        倉庫や店舗の在庫をつなぐ - ジャストインタイムの統合により、すべての商品が店舗で販売されます。 

2）        ドロップシッピングと流通業者の倉庫を使用して、品揃えを広くして売上を伸ばす - ワンクリックで、新製品を

販売または購入して 倉庫の フルフィルメント に 移動できます 。 配達をより速くするために - どんな国からの倉

庫でも接続してください。 
3）        衣料品、アクセサリー、またはあなたのものにジャストインタイム印刷で新製品を作成する（サービス市場に統

合されたジャストインタイム印刷サービス） 
4）        注文管理システム ： 注文の確認、実行、送信、配達 

5）        あなたはあなたの在庫を見て管理することができます ：どんな製品とどんな倉庫が接続するか。 
   6）マルチサイン付きのスマートコントラクトに基づくサプライチェーン：供給者、購入者および第三者（卸売業者、信用

組織、または必要に応じて他の誰か）。 「ユースケース」の詳細 

 

世界中で販売するためには、現地の配達、支払い、多言語の顧客の顧客サポートで運営しなければなりません。 

 

Retail.Global プラットフォームでは、販売している各国からのすべての売上、製品在庫、およびトラフィックを制御できます。 

 

Retail.Global Service Marketplace の専門チームが、中小企業から大企業までサポートし、オンラインストアの開始から成

長までのすべてのプロジェクトの作成、移行、および開発をサポートします。 

 

製品サプライヤーのマーケットプレイス：ドロップシッピング、ジャストインタイム生産、流通業者の在庫。サービスプロバイダー

のマーケットプレイス：コンテンツ、サポート、開発、支払いおよび配信 

 

 

 

グローバル広告ネットワーク 

 

世界中のすべての最高クラスのアフィリエイトネットワークと広告代理店を統合して、世界中の顧客を獲得しましょう 

主な広告チャネルすべてから顧客を獲得します。 

 - 広告ネットワークと検索：Google、Bing、Yandex、Baidu 



  

 - ソーシャルネットワーク：Facebook、Instagram、VK、Weibo など 

 - アフィリエイトネットワーク 

 - マーケットプレイス：Amazon、Tmall、Etsy、Ebay、Yandex。マーケットその他 

 - 顧客維持：E メール、プッシュ、リターゲティング、ロイヤルティ報酬 

サービスプロバイダーのマーケットプレイス：アフィリエイトネットワーク、広告代理店、フリーランサー 

 

ロイヤルティリワードプログラム 

 

私たちは Retail.Global ロイヤルティリワードプログラムの素晴らしい能力を見ています。 

1）トークンによるロイヤリティ報奨システム：フィードバックおよび製品およびサービスのレビューの入手 

2）オピニオンリーダーおよび CPA パートナーのための特別紹介パートナープログラムを作成する 

3）パートナーとのプロモーションに Partners API を使用する 

4）取引所リードおよびショップトークンのパートナーネットワーク 

5）保持ツール：特別オファー、クーポン 

 

暗号トークン Retail.Bonus トークンを使用すると、お客様のビジネスを改善し、お客様のショッピングに報酬を与えたり、新

製品を思い出させたりするために、お客様からのフィードバックやレビューを後押しできます。 

プラットフォームのすべてのクライアントのためのロイヤリティ報奨プログラムの開発に対する私たちのビジョン。 

競合していない店では、顧客がロイヤリティポイントを他の店のリードに変更することを選択できるため、新しい販売が可能

になります。 

顧客は以下のトークンを入手できます。 

●キャッシュバックとして購入した商品 

●ショップ、ソーシャルメディアでのレビュー 

●ショップコンテストへの参加およびさまざまなマーケティング活動 

●新規リードの紹介プログラム 

パートナーはトークンを購入代金として受け取ることができます 

強力な安静時 API により、さまざまなパートナーとのユナイテッドマーケティングキャンペーンを行うことができます。 

 

ショップトークンの交換：ディスカウントとプレゼントを使用するようにショップトークンを変更する 

 

 

分析と管理 

すべての売上、顧客、製品分析 

1）サービスプロバイダ制御：ダッシュボードとタスクマネージャ 

2）ロードマップと財務モデリング 

3）レポート付きダッシュボード 

4）データのエクスポートとインポート 

 

オムニチャネルビジネス 

あなたが店を持っているならば、オムニチャネルサービスと統合は非常に役に立ちます。 

プラットフォームは実行します： 

 - 店舗で今すぐ購入する場所を示す 

 - 店舗でのオンライン予約 

 - 店から 3 時間配達 

 - 空室状況や注文を確認するための顧客や店員のためのモバイルアプリ 

 - オフラインとオンラインで接続するための多くの機能 

デロイト[7]の見積もりによると、デジタル機器は現在オフライン小売売上高の約 60％に影響を与えているため、 

オムニチャネル統合は顧客を小売業者に忠実にするための最も重要な方法です。 

RG エコシステムの構造 



  

 

  

 

エコシステムは、プラットフォームの周囲に形成されています。 

 

 
 

 - ブランド 

製造業者、店、ブランドの所有者、ショッピングモール 

 

 - 製品サプライヤー 

製造業者、流通業者。卸売、ドロップシッピング、ジャストインタイム生産 

 

 - サービス 

分析、広告、IT インフラなど 

 

- サービスプロバイダー 
コンテンツ、配送、支払い、管理、コンサルティングなど 

  
- アフィリエイトパートナー 
アフィリエイト広告ネットワーク、ウェブマスター、代理店 
  
- ロイヤルティリワードパートナー 
お店、航空会社、銀行、サプライヤーなど 
  
すべてのエコシステム参加者が選択され、プラットフォームに最大限に統合されて単一のシステムとして機能し、世界中で

販売を提供できるようになります。 

 



  

  

 

カントリーオフィス 

 

Retail.Global は、すべての主要市場（ 中国、インド、日本、ベトナム、韓国、 ドイツ、イギリス、フランス、 ロシア ）で カン

トリーオフィスを組織しています 。 

-           地元のビジネスユーザーを引き付け、密接に連携する 
-           商品の供給者、サービス、サービス、市場、そして広告とサポートの地域チャネル 
-           すべてのローカルの法律や会計書類を提供するために B 電子 ことができ 

  

トークンはプラットフォームの使用に支払うために使用されます - サービスが提供される国に結び付けられていません。 
 

ビジネスユーザー向けプラットフォームの利点 
  

1. 現地企業としてのサービスレベルで世界中で仕事をする能力 - 必要なリソースはすべてプラットフォーム

に接続されています。現地の広告チャネルを管理し、市場に投入し、現地化し、顧客サポートを提供するための現

地チームです。 

2. 収益分配支払いモデル（売上高の割合） は、プロジェクトのマイナス経済のリスクを排除します。 n 個

の オムニバス効果を 取得 し、オフラインでの販売を高め ながら Y OU の賃金のみ受注は、オンラインで行います 

3. 高いサービス回復力、さまざまな国からの迅速な可用性、および顧客向けの迅速なダウンロードのため

のサイトコンテンツの最適化を提供する SaaS プラットフォーム 。 さらに 、プラットフォームの継続的な更新 、新しい

モジュール、パートナーサービスとの統合、および ベスト プラクティスの 形成が、オンラインビジネスの継続的な改善

につながります。 



  

4. 実績のある商品やサービスのサプライヤを世界中のセールスプロセスに含めるのは簡単です。  収益分

配のおかげで、あなたの会社の代表と直接接触することによってあなたのオンラインビジネスを発展させる公認のエ

ンタープライズチームの中から選ぶことができますモデル、チームはあなたのオンライン成功に直接興味を持っていま

す。 すべてのサプライヤはプラットフォームと完全に統合されています - これにより、すべての売上が顧客にとって「シ

ームレス」になります 

5. 複数の成長のためのオンラインセールスファネル全体の制御と管理： Retail.Global プラットフォーム の成

功は、 広告コミュニケーションや Web サイトからサポートサービス、配信、ロイヤルティシステムまで、オンラインビジネ

スがセールスファネル全体であるという事実によっても達成されます -そして、それはこれらの各段階で効果的な仕

事がビジネスの著しい成長につながります 

6. 市場のベストプラクティス、販売チャネル、より良い接続条件、さまざまな国のコンテンツとサポート - RG

ユーザーが利用できる独自の能力 - プラットフォームにさまざまな市場の多数の企業を配置することで可能になりま

す。サービスプロバイダーと商品。 

7. RG トークン は、世界中のプラットフォームで使用できます。ビジネスユーザーやパートナーの側からプラッ

トフォームで作業を開始するために、とりわけサービスへの支払いの延期を可能にするトークンでの入金が行われま

す。 

商品、サービス、およびサービスプロバイダのサプラ

イヤのためのプラットフォームの利点 
  

1. 世界中から顧客を獲得し、あなたの製品をグローバルにする能力 

2. プラットフォームとの単一統合によるカスタマーサービスに費やされるリソースの削減 

3. 世界中のクライアントと協力したユニークな経験 

  



  

技術 

技術スタック 
  
貴社のプラットフォームとプロダクションチームは MySQL、MongoDB、Redis、Memcached、Sphinx、Elastic Search、

PHP、Python を使用しています。 
  
 

      
 

     
  
ブロックチェーンネットワーク：Ethereum、Hyperledger 
  
 

       

 
  
  
 

 

  



  

製品のインターフェース 
 今貴社の顧客の使用例のための働くプラットホームを有する。 

エンタープライズプロジェクト（純粋なオンラインショップ、ショップチェーン、製造業者）は、さまざまな種類の統計、注文管

理、倉庫在庫の統計にアクセスできます。 

  

 

注文リスト 

 

 

統計  

 

  

サプライヤ統計 

 

注文を表示 



  

 

ビジネスモデル 
  

  

プラットフォーム利用委員会 
企業は収益分配モデルによってプラットフォームに支払います。 
  

-           小売業者 
収益分配モデルあり： 10 ％から 2 5 ％ 
  

-           サービス会社：収益分配モデル： 
1％から 10％ 
  

-           スマートコントラクト とロイヤルティ報酬トークン 
0.2〜5％ 

  

対象クライアント 

ビジネスの異なるサイズの プラットフォームヘクタール の 計画： 

1）                    独立系オフラインストアのオーナー 
彼らはオンラインから新たな収入源を得て、オムニチャネルツールとロイヤリティ報奨プログラムでより良い顧客関係を作りま

す 
セールスに対するグローバルな能力 は、世界中 から 忠実な顧客 を 見つける ために現実 的です。 

2）                    貿易センターとデパート 

私達は すべての店 に関して オンライン店を作る貿易センターのための申し出を し ます。 

今貿易センターは貿易センターの 容量 とすべての製品の実際の利用可能性を備えたモバイルアプリとカタログによるオンラ

インストアの概念の実現に 問題を抱えている 。 

3）                    ファッション、ビューティー、インテリア、FMCG、スポーツ、食品の製造業者： オムニチャネルツールとグローバル

サービスを備えた オフィシャル モノ ブランドオンラインストアの 開発を伴う企業へのエンタープライズ サービス。 
オンライン商品のジャストインタイムショップインショップの統合は、売上を増加させ、顧客をより忠実にする 
4）                    どこでもビジネスをオンラインにしたいと思う 起業家 ：あなたの販売を世界的にし、世界のあらゆるポイントで

すべての操作をオンラインにしなさい 
  

  



  

対象産業 

1）                    ファッション衣類、アクセサリー、履物 - クロスボーダーの 売上高 の約半分 

2）                    健康と美しさ 

3）                    アウトドア＆スポーツ 

4）                    特産品 - 食品、高級品、特産品 
  

  
  

ユースケース 

  

1）                    ローカルローカルディーラー網の開始のグローバルのクロスボーダーの販売と靴のメーカー 、 欧州の株式

の 後、転送 の一部 
  
Retail.Global は、以下のプラットフォームに実装されています 。 

-           オンラインストアを作成するチームの選択、カタログの作成、製造元やパートナーとの統合 
-           自社および卸売パートナーの全店舗の製品在庫が関連している 
-           多言語サポートと世界規模の発送 が 連携 
-           自社ブランドロイヤリティ報奨制度 
-           ヨーロッパの営業倉庫は地元の顧客へのより速いサービスのために作られています 

  
2）                    グローバルな売上を伸ばすためには、現地のマーケティング、デリバリー、および顧客サポートを強化する必要

があります。 
  
問題 
  
グローバルセールスの小売業者が少なくとも地元のマーケティングおよびコンテンツチームに支払わなければならないようにす

るためには、仕事の結果をチェックし、さらにお金を集めて論争を解決する第三者を関与させる必要があります。 
  
溶液 
  
Retail.Global プラットフォーム 内で行われる マルチ シグネチャ サポートのスマート契約および支払いは 、取引を透明か

つ信頼性の高いものにします。 まず、 スマート契約と プラットフォーム 広告 d は RESS への 顧客 s の転送お金 。 請

負業者 の 仕事のその部分を作ります。 顧客が 結果に 満足した 後に初めて、 彼らはスマート契約に署名し、お

金 は 契約者に移されます。 プラットフォーム s が Retail.Global トークン が支払った手数料を持っています 
  
3）                    中国の卸売業者から商品を注文＆チェック 
  



  

問題 
  
他の国の顧客から商品を注文する場合、品質が悪くなる問題があり、供給を確認するには現地代理店（エスクロー）が必

要です。 
              
解法 
  
Retail.Global は、スマート契約を介して取引を行うことを提案しています。まず、サプライヤはプラットフォーム上でスマート契

約を生成します。 次に、顧客は用語を読み、同意し、そして送金します。 サプライヤが送付する準備が整ったら、契約書

に署名し、サードパーティの代理人が成果物を確認します。 最後に、物流会社は貨物の追跡履歴（「オラクル」）を持って

おり、お金はサプライヤーに移されます。 

  
4）                    ローカル貿易センター開始 s が 原因オンラインストアと新しいショッピングセンターからの競争に足音と販売

を失います 
  
Retail.Global は、以下のプラットフォームに実装されています 。 

-           全店舗の商品で共通のオンラインストアを作成する 
-           カタログのためのコンテンツ作成と全参加者の統合を 確実に する 
-           すべてのオムニチャネルツールの提供 - 予約、店舗での在庫状況、全店舗での商品検索から 

  
  
  
5）                    オフラインおよびオンラインストアのロイヤリティ報奨システム 

-           オフラインとオンラインですべての購入履歴を持つパーソナルキャビネット 
-           社会活動ボーナス制度 
-           すべての顧客が友人間でクーポンを配布することでボーナスを獲得できるようにする紹介システム 
-           現金払い戻し商品の割引の代わりにボーナスアカウントに付与する機会 
-           ブランド化された暗号トークンをユーザーに提供するロイヤルティシステム - 今やすべてのユーザー間でそれらを

交換する新しい機会があります 
-           パートナーの忠誠システム間で交換ボーナスにビリティ 

ロードマップ 

  
貴社の歴史は 10 年前に e コマースのためのすべてのインフラストラクチャを作成することから始まりました 

2007

年 自社オンラインショップ Proskater.ru のスタート、スポーツ用品 

2012

年 倉庫、サポート、コンテンツ作成、マーケティング、会計担当者など、すべてのインフラストラクチャを作成する 

2015

年 最初の企業顧客 – ボードライダースポーツチェーンを持つクイックシルバー（brd.ru） 



  

2016

年 30 万ドルの初回エンジェル投資を取得 

2016

年 

新しいクライアント - A3Sport、Nike の所有者、 SuperDry 、DropSneakers.ru オンラインストアの Stride ショッ

プ （Spacekix.com で再オープン） 

2016

年 新しいオンラインショップをつなぐプラットフォームとして、すべてのプログラムインフラストラクチャを作る 

2016

年 オフラインで接続するためのオムニチャネルモジュールの作成 

2017

年 次の開発段階では、ビジネス天使から 30 万ドルを得ます 

2017

年 顧客の店舗のスタート - Glance、Mail.ru、VK.com、Soho、Union、JustCoffee、Anta 

2018

年 新規クライアント： 5Poclets Chain、Comma、 Ripcurl 、Steinberg 

2018

年 今後数年間の開発のためのロードマップとビジョンを発表したホワイトペーパー 

  

  

  

Token Sale の 後、 Retail.Global プラットフォーム 用の次のモジュールをリリースする 予定 です。 

  独立系オンラインストアのプラット

フォーム 
エンタープライズオンラインス

トアのプラットフォーム 
サービスとサービスプロバイダー

の市場 
製品サプライヤーの市場 トークンのロイヤリティ報奨システム 

2019 年第

3 四半期 
作成、必要なプロセス（配達、支

払い、サポート、ドメイン）を結び

付ける能力 - ロシア、ベラルー

シ、カザフスタン 

多言語インターフェースと国

際配送＆新しいエンタープ

ライズクライアントの立ち上げ 

パイロットラン   店舗でのパイロットラン 

4 Q 2019 多言語インターフェースと国際配

送 - ドイツ 
ヨーロッパとロシアの最初のユー

ザーとパートナー 
    

4 Q 2019 拡張（スペイン、イタリア、フランス）   フルリリース パイロットラン プラットフォームの全参加者の作業

開始 

4 Q 2019   拡張（スペイン、イタリア、フ

ランス） 
拡張（スペイン、イタリア、フラン

ス） 
ヨーロッパとロシアの最初

のユーザーとパートナー 
  

1 Q 2020 拡張（イギリス）     フルリリース   



  

2020 年第

2 四半期 
  拡張（イギリス） 拡張（イギリス） 拡張（スペイン、イタリア、

フランス） 
オフライン小売および最初のパイロッ

ト用のモジュールの作成 

2020 年第

4 四半期 
拡大（インド）         

2021 年第

1 四半期 
  拡大（インド） 拡大（インド） 拡張（イギリス） オフラインおよびオンライン小売のた

めの主な立ち上げ 

1-2Q 2021 拡大（中国）         

3-4Q 2021   拡大（中国） 拡大（中国） 拡大（インド）   

1-2Q 2022 拡大（他のアジア諸国）         

3-4Q 2022   拡大（他のアジア諸国） 拡大（他のアジア諸国） 拡大（中国およびその他

のアジア諸国） 
  

  

  
  

 

 

トークン化とトークンの販売 

  
  
RGT（Retail.Global トークン）が プラットフォーム上で使用されます。 

1） RGT はプラットフォームの使用料として使用されます。 

 スマート契約に基づく商品またはサービスの購入に関する取引の手数料 

 プラットフォーム使用料 

2） プラットフォーム上に置かれた店の商品の支払い 

3） ロイヤルティ報酬プログラム ：顧客 は 店で 商品を購入するための報酬として RGT を 取得 

  

トークンホルダー も投票に参加します。 

トークンの所有者の意見を受け取るために、投票が行われます。1 トークンは 1 投票です。 

投票は 2 つの問題でプラットフォームの閉鎖部分で行われます。 



  

1）        スタートアップのための新しいオンラインストアのオープン 

このプラットフォームは、オンラインストアの開設、開発、宣伝、そして収益シェアのみで稼ぐためのコストを負担しま

す。スタートアップは、最初は実際の販売でのみお金を払うのではありません。 

2）        小売スタートアップ向けベンチャーファンドの候補者の選定 

このファンドはシードファイナンスを割り当て、インフラストラクチャへのアクセスとプラットフォームストアでのテストを可

能にします - スタートアップはファイナンスと開発のケースを受け取り、新しい技術ソリューションのためのプラットフォ

ーム 

  
トークン力学   

トークン名 RGT 

トークンあたりの価格 1 。 00 USD 

トークン 標準 （ブロックチェーン） ERC20（Ethereum） 

ハードキャップ （A ラウンド＋ B ラウンド） 20,000,000 0.00 USD 

ハードキャップ（A ラウンド） 10,000,000.00 USD 

ハードキャップ（丸 B） 10,000,000.00 USD 

アッパーキャップ（プレセールス） 1,000,000 0.00 USD 

トークン特権 プラットフォーム内ユーティリティトークン 

    

トークン割り当て   

トークンセール 3 0％ 

トークンセールリザーブ 30％ 

プロモーション（バウンティ、エアドロップ、 リフェラ

ル ） プログラム 5％ 

経営陣 15％ 

オプションプールと M&A リザーブ 10％ 

技術サポートとアドバイザリ 10％ 

192 BTC 相当の追加のトークンが、 サービスの提供と 製本 プラットフォームの 検討事項として、 ICOBox トークン

保有者に 発行され ます。 

    

収入の使い方   

給与 30％ 

事務所 2 ％ 

インフラ 23％ 

マーケティング 36％ 

ベンチャー資金 8 ％ 

    

    
購入： 1 RG トークンは 1.00 USD で 販売されています 
トークン販売対象： 10,000,000 RGT 

最大 販売可能トークンの供給制限 24,300,000 RGT  

売れ残ったトークンはすべて、 オプションプールと M&A リザーブ



  

のために 1 年間の ロックアップ 期間 でウォレットに転送され ま
す。 

作成されたトークン： 40,500,000 RGT 

トークンの最小キャップ： 2、1,000,000 RGT（200 万 S） 
トークン価格： 1.00 USD 
ティッカーシンボル： RGT 

一人当たりの推奨最小購入 100 USD （= 100 RGT） 
1 契約あたりの最大購入数 1,000,000 ドル（1,000,000 RGT） 
認められている暗号通貨： USDT、BTC、ETH、ETC、LTC、ZEC、DASH 

認められた国籍： アメリカ合衆国、シンガポール、ベトナム社会主義共和国、中

華人民共和国、イラン、韓国、北朝鮮、シリア、スーダン、また

はキューバの市民および居住者を除くすべての国籍。 このホワ
イトペーパーの冒頭に記載されている責任免責事項、およびト

ークンの販売条件の詳細については、弊社のウェブサイト

retail.global をご覧ください 。 

    

    

年ごとの総資金配分の％   

2019 年 33％ 

2020 年 47％ 

2021 年 15％ 
  
  
  
  
  
  
  
  
現在のステージとボーナス 
  
ステージ D から TE に日付 問題の割合 ディスカウント 閉じ込める 

ラウンド A 15 。
07.2019 

17 .07.2019 10％ 50％ ロック 来月毎 に

10 ％ 、12.08.19 まで 

ラウンド B 08 。
08.2019 

10 。08.2019 50％ 30％ 10％の初期、10％そ

れぞれ来月 

ラウンド C 22 。
08.2019 

25 。08.2019 40％ 20％ 10％の初期、10％そ

れぞれ来月 

  
  
トークンセールの すべての段階における バイヤー の 1 RGT のコスト は 1 USD です 
  



  

RGT トークンのリリースと トークンセール 参加者の 財布への配達は、 10 日以内に行われます。 トークンの販売 が終了

した後の日 。 
  
チームとアドバイザーのためのトークンは、 トークンセール 終了時間 から 2 年間の権利確定時間があり ます。 
  
  
  
  

  

 

 

チームと現在の事業 

  
すべてのチームは 、e コマース、小売および卸売販売において 10 年 以上の 経験を 持っています 。 

Retail.Global に は 、広告、小売、テクノロジー市場の人々 を 含む 諮問委員会があり ます。 

チーム 

ズダンキン パーベル 

Retail.Global、プロオンライン（ ロシアの e コマースサービス会社）、Proskater.ru（ ロシアのスポーツの e コマースのリーダー

の 1）、ブランドシップ（ ブランドの商品事業 ） の最高経営責任者（CEO）と創業者 。 電子商取引における 10 年以上

の経験 

サツンケビッチ アルトゥール 

パートナーシップおよび事業開発担当ディレクター。 ファッションと FMCG（Gloria Jeans, Lacoste, Jeans 

Symphony, KixBox）の販売における 10 年以上の経験 

エフゲニー ソロキン 

Retail.Global の COO 。 社内で 7 年以上にわたり、電子商取引のためのすべてのインフラストラクチャ（倉庫、コールセン

ター、文書プロセス 、およびロジスティクス） の作成を制御 

ガギエフ アルカディ 



  

マーケティング部長 

ファッションと FMCG 販売のデータ分析で 6 年以上 。 すべてのデジタルマーケティングチャネルの専門家：コンテキスト広

告、SEO、メディア購入、SMM、電子メールなど 

ガブリシュ ドミトリー 

プラットフォームの CTO。 Web 開発における 7 年間の経験 

+                       チームの 60 人 ：コンテンツ、サポート、マーケティング、開発、倉庫、経理 
  

  

  

顧問 
  

ロジャークルック 

DHL グローバルフォワーディングの CEO。 30 年の国際経験、Deutche Post DHL の役員を務めます。 米国、EU、および

アジアの Amazon および Lazada / Alibaba と連携 

キース ティア 

加速デジタル・ベンチャーズ 、多くの企業アルキメデス研究所、EasyNet（> $図 1b の LN 評価） の創業者 、

RealNames（> $図 1b の LN 評価）、心と機械株式会社と の TechCrunch の、会長の創立株主 より多くの 

ケン・リーバー 

Wayfair の製品担当ディレクター（70 億米ドルの e コマース）、製品 LAZADA（Alibaba 会社）、元 CEO Groupon UA、そ

の他 ：VISA、BCG、Strategy Partners 

ゲイリー バイトン 

サンフランシスコの アドバイザー兼ブロックチェーン＆ トークンセールス エキスパート（IBC Group、Crypto Lawyers Corp、

Angel / Crypto Investor） 

シャミス アレクサンダー 

Dostavista におけるパートナー （グローバルクラウドソーシング即日配達サービス。）、Printio（ ジャストインタイムギフトの

prod uction）、Foodik の創設者 （食品の配達） 

ネスターローマン 

Segmento の CEO 兼共同設立者 

Segmento は、主要なデータ駆動型オムニチャネルマーケティングプラットフォームです。 Sberbank Group（LSE：SBER、

東ヨーロッパ最大の銀行）および AFK SISTEMA（AFKS（MCX））に買収されました。 



  

マツケビッチ ドミトリー 

dbrain の 共同創設者 （集合的に AI アプリを構築するためのブロックチェーンプラットフォーム）、 Flocktory の 共同創設

者（ QIWI が買収）、Relap.io 。 投資家、パートナー、小売およびメディアにおける AI 技術との関係に関するアドバイザ 

愛染 イリヤ 

Flocktory の 創設者（ QIWI に 買収）、多くのスタートアップの投資家。 e コマース、B2B リレーションシップ、グロースハッ

キングおよび投資とのリレーションシップのアドバイザー 

ソロドフ ウラジミール 

ビジネスコンサルタント、MBA（ コーネル大学 ）、 ボストンコンサルティンググループ（B C G） のために働きます 。 ネットワ
ーキング、ファイナンス、そしてグローバルビジョンを支援します 

トマシェフスキー デニス 

マーケティングアディダス CIS の元ヘッド、 クイックシルバーRussia＆Finland＆Denmark の CEO 。 小売チェーン、卸売シ

ステム、国際的な拡大と管理のアドバイザー 

Dostavista Global 

ロシア、インド、中国、ブラジル、メキシコ、イギリス、インドネシア、トルコおよび他の国々での uber モデルでの B2C＆P2P

配送。 出荷のアドバイザー、市場の あらゆる モデル機能、および Retail.Global プラットフォームの 実装 

Dbrain 

Blockchain の起動は、ビジネス・ケースで AI の使用に焦点を当て： オンラインストアに画像およびビデオ処理： すべて

の Retail.Global ユーザーヘクタールは 、すべての Dbrain アプリケーション の早期アクセス VE の 

  

  

 

 

現在のお客様 

 

1）                    Proskater （オンラインスポーツ衣料品小売業者） 
https://www.proskater.ru/info/platform 

スポーツ分野の純粋なオンラインリーダー - 4 都市から 50 の倉庫を 統合 
  
2）                    Billabong（ ファッションブランド ） 

https://www.billabong.ru/info/platform 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.proskater.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.billabong.ru/info/platform


  

私は 毎日のためのフェミニンなファッションを提供し、ファッションやライフスタイルの会社を nternational 
  
3）                    BOARDRIDERS （ クイックシルバーの ショップチェーン ） 

https://www.brd.ru/info/platform 
スポーツと衣料品のオムニチャネル小売チェーン - 団結 s 7 倉庫 
   
4）                    SOHO （シューズショップチェーン） 

https://sohoshop.ru/info/platform 
Clarks、Ara、EMU、Porsche Design および他のブランドの靴小売業者および配給業者 
  
5）                    Gifts.Mail.ru （オンラインギフトストア） 

https://gifts.mail.ru/info/platform 
（市場 capitali Z エーション $ 4bln） 最大のオンライン会社の一つのためのギフトショップ 
  
6）                    VK.com/Shop （オンラインギフトショップ） 

https://vk.com/shop 
ロシア 最大の ソーシャルネットワークの ギフトショップ VK.com 
  
7）                    JustCoffee （コーヒーメーカー） 

https://justcoffee.ru/info/platform 
  
8）                    UnionBoards （スポーツ用品製造会社） 

https://unionboards.ru/info/platform 
  
9）                 Anta （中国のトップスポーツメーカー、全世界で 10000 店舗を展開） 

https://anta-sport.ru/info/platform 
  
10）                 5 ポケット （ロシアのトップファッション小売店、100 以上のショップ） 

https://5karmanov.ru/info/platform 
  

11）                 Ripcurl （トップスポーツエクストリームブランドの一つ） 
https://ripcurl-store.ru/info/platform 

すべてのプロジェクトが完了し ました 4 ドル   000 000 /年 プラットフォーム との マージン 収入 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.brd.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sohoshop.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://gifts.mail.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://vk.com/shop
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://justcoffee.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://unionboards.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://anta-sport.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://5karmanov.ru/info/platform
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://ripcurl-store.ru/info/platform
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危険因子 

  

Retail.Global トークン（ 以下、「RGT」、「Token」または「Tokens」と呼びます） の購入は、 高度なリスクにつながる 可能

性があります。 Token の潜在的な購入者の利益を保護するために、 Retail.Global チームはそのような潜在的なリスクの

分析を行い、この分析の結果をこのホワイトペーパーのこの章で概説しました。 重要：以下に記載されているリスク要因の

リストは、網羅的なものではありません。 このホワイトペーパーに記載されているリスクに加えて、RETAIL.GLOBAL チームが

現在予想できない他のリスクが存在している可能性があります。 これらのリスクは、ここで指定されている以外のリスクの形

で顕在化する可能性があります。 トークンを取得する前に、潜在的な各トークン購入者は、すべての情報を慎重に検討

し、このホワイトペーパーに記載されているリスクを含むがこれらに限定されないリスクを評価し、その評価に基づいてトークン

の購入を決定することをお勧めします。 。 

  

技術的および技術的リスク 

  

blockchain のリスク 。 トークンは Ethereum ブロックチェーンで解放されます。 これに関して、Ｅｔｈｅｒｅｕｍプロトコルのいか

なる誤動作も、トークンの使用における制限、および／またはトークンまたはプラットフォームが予期しない方法で機能すると

いう事実につながる可能性がある。 

  

プラットフォームへのハッカー攻撃、スマートコントラクト、またはトークンのリスク 。 トークンをハッキングするなどして、トークン

を収用および/または盗難することができます。 ハッカーまたは他のグループまたは組織は、ウイルス攻撃、DDOS 攻撃、協

調攻撃、ネットワーク攻撃、およびサービス拒否攻撃などを含むがこれらに限定されない様々な方法でスマートコントラクト

またはトークンに介入しようと試みる可能性があります。 さらに、Ethereum プラットフォームはオープンソースソフトウェアに基

づいているため、Ethereum スマートコントラクトには、トークンに悪影響を及ぼしたり、トークンの喪失、またはアクセスや制

御トークンの喪失につながる可能性のある意図的または意図しないエラーまたは欠陥が含まれる可能性があります。 この

ようなソフトウェアのエラーまたは脆弱性の場合には、解決策がない可能性があり、トークンの所有者はいかなる補償または

補償も保証されません。 

  

トークン所有者 のコンピュータをハッカーが攻撃する危険 性 、またはパスワードや秘密鍵が失われる 危険性があり ま

す 。 トークンの 所有者 は、 購入したトークンを 自分のデジタル財布または金庫に 保管することができ ます。パスワード、

デジタルキー、またはデジタルキーの組み合わせが必要です。 したがって、そのようなデジタル財布または金庫に関連する必

要な鍵の喪失は、トークンへのアクセスの喪失につながる可能性がある。 さらに、そのようなパスワードおよび/または秘密

鍵 へのアクセス （ トークン保有者の ハッキング、または過失による ）、 トークン保有 者のホスティングウォレットの ログイン

資格情報へのアクセス 、またはその他の 方法によるアクセスを取得する第三者も可能です。 トークン 保有者の トークン

を使用します 。 Retail.Global はそのような損失に対して一切の責任を負いません。 

  

新しい技術を使用するリスク、および将来の技術の変化 。 トークンとブロックチェーンはかなり新しく、比較的テストされてい

ないテクノロジです。 現時点では、効率性、信頼性、およびセキュリティの大部分が証明されていますが、将来これらのテク

ノロジが機能しなくなるわけではありません。 さらに、技術的進歩が進展するにつれて、 これらの技術 に 欠陥が見いださ

れる可能性があり、それらの欠陥はそれらが現時点で機能するようにそれらの機能を妨げるであろう。 最後に、これらのテク

ノロジが将来開発される新しいテクノロジと互換性があるという保証はありません。 そのような非互換性の場合には、トーク

ンとブロックチェーンの使用は不合理であり停止することがあります。 



  

  

暗号ウォレットサービス の非互換性のリスク 。 トークン 保有 者が トークンを取得して格納するために選択し た電子 暗

号ワレット または財布サービスプロバイダは、 トークンと技術的に互換性がなければならない。 この条件に従わないと、 ト

ークン保有者 が自分のトークンにアクセスできない という事実につながる可能性 があります。 トークン保有者 は、 自分

が 登録し た 暗号ワレット とトークン との互換性の事実を独自に判断しなければなりません 。 Retail.Global は上記の事

実の誤った判断に関連するいかなる誤りについても責任を負いません。  

  

規制リスク 。 

  

規制の不確実性のリスク 。 暗号化トークン、デジタル資産、およびブロックチェーン技術の規制ステータスは、不明確であ

るか、または多くの管轄区域で定義されていません。 そのようなテクノロジ、特にトークンが将来、1 つまたは複数の（採用さ

れたまたは新しい）法律（またはその他の規制）の解釈、裁判所の判断、あるいは世界中の様々な規制機関による行動

の対象になることを排除できないこれには、トークンなどのデジタルトークンの使用または所有に対する制限の適用が含ま

れますが、これに限定されません。 このような変更は、トークンが他の法的要件および手続きへの登録または遵守を必要と

する規制された金融商品であると判断するなど、さまざまな方法でトークンに悪影響を及ぼす可能性があります。 関連す

る管轄区域の規制当局の行為によって違法とされ、または商業的に実行可能でない場合、 Retail.Global は、トークンの

配布、プラットフォームの開発または特定の管轄区域における業務の終了を停止することがあります。 

  

ライセンスおよび許可を取得、維持、または更新できない リスク 。 トークンの販売日現在、 Retail.Global がトークンの販

売に 必要なライセンスおよび許可を取得することを 要求する法的要件はありません が、そのような法的要件が将来制定

される可能性があるというリスクを排除することはできません。 この場合、トークンの販売およびさらなる使用の可能性は、そ

のようなライセンスおよび許可を発行する手順、およびそれらの条件への準拠に依存します。  法律の要件

が Retail.Global にとって技術的または経済的に達成不可能であることを排除することはできません 。 Retail.Global は、

経済的、技術的、またはその他の管轄区域で必要なライセンスまたは許可を取得できない場合に、トークンの配布を停

止し、プラットフォームを開発し、または特定の管轄区域での業務を終了することがあります。 

  

政府の行動のリスク 。 ブロックチェーンの業界、およびトークンの発行と売上げは、新しいものであり、単に新規性のために、

調査または執行措置を含む監督の強化および規制統制の対象となる可能性があります。 政府が当事者の活動を研究

しないという保証はありません。 これらすべてを調査することができ、その結果、トークンやプラットフォーム開発に重大な悪

影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

ビジネス上のリスク 。 

  

開発の失敗のリスク 。 事業の破綻または技術的戦略または事業の取り決め、技術的問題、新技術の出現などの理由

を含むがこれらに限定されないさまざまな理由から、 Retail.Globalが 開発および記述し たモデルを除外することはできませ

ん。 このホワイトペーパーでは、目的の機能を実現できない、機能しない、または開発者が設計したものとは異なる方法で

動作することはありません。 また、これらの理由やさまざまな理由で、モデルの開発と実装が 現時点で Retail.Global の 予

測 よりも長くかかる可能性があるというリスクも排除できません 。 

  



  

不十分な実施のリスク 。 マーケティング戦略の破綻、外部からの制約、または競合他社の行動を含むがこれらに限定さ

れないさまざまな理由から、 Retail.Global によって開発され 、このホワイトペーパーのモデルで説明されているモデルが人気

がない、または要求されていない、使用法および適用法がない。 

  

第三者への依存のリスク 。 発売後も、 Retail.Global によって開発され 、このホワイトペーパーで説明 されているモデルは、

その 機能の採用と実装、およびその開発、保守、サポートの継続に関して、全体的または部分的に第三者に依存しま

す。 上記の第三者は Retail.Global チーム によって慎重に選択されてい ます が、これらの第三者が適切に仕事をする、

またはそれ以外の方法でユーザーのニーズを満たすことを保証するものではありません。 

  

現金を失う危険性があります 。 このホワイトペーパーで説明されているプロジェクト、 Retail.Global によって開発されたモデ

ル 、作成されているプラットフォーム、および説明されているトークンセールの枠組みの中で集められた資金は保証されませ

ん。 何らかの理由でプロジェクトが失敗した場合、トークンまたはプラットフォームの機能が失われた場合、トークン 保有 者

が 払い戻し を申請できる 民間または公的な保険代理 店 は存在しません 。 

  

不可抗力の危険性があり  ます。  将来的には、  Retail.Global が合理的に予測または防止することができ

ず、 Retail.Global またはトークンプラットフォームの 運用に対する制限または障害を受ける可能性 があるという特別な状

況が 発生 する可能性があり ます。 

  

  

  

  

  

  

 


