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背景紹介



リアルコインデジタルアセットソーシャル
トレーディングプラットフォームの紹介

Real Coinプラット
フォームは多様な
製品を提供します

 Real Coinプラットフォームは、Realを
媒体として相互接続されたさまざまな
市場で取引市場を作成するための、さ
まざまな従来の金融ツールも提供しま
す。

1 2 3

時間の背景 製品説明
従来の金

融商品

デジタル資産は2017
年に爆発的な成長を
迎えた。



時間の背景

01

02

03

04

デジタル資産は2017年に爆発的な成長を迎えた

CoinMarketCapデータによると、2017年1月初めから、

デジタル資産の総市場価格は170億ドルから6，500億ドル

を超え、2021年11月には18，000億ドルを突破した。

ブロックチェーンの底辺技術が急速に発展し、伝統的な金

融機関が入場し続け、関連概念の受け入れ度と一般認知が

高まっていることに伴い、2022年にはデジタル資産業界

はさらに7階建てになるだろう。 市場価格の大幅な増加に

伴い、デジタル資産取引は世界的にも極めて爆発的である。

2017年初頭、デジタル資産の世界平均取引量は2億ドル未

満だったが、このデータは2022年に677億ドルに達し、巨

大な市場潜在力を示した。

現在、世界の10大取引プラットフォームの1日平均取引量は約20億ドルで、手

数料の0.1%で計算して、各取引プラットフォームの1日あたりの収入も100万ド

ルに達しています。 ブロックチェーン市場の急速な拡大に伴い、より多くの投

資家がデジタル資産取引に参加し、取引プラットフォームには依然として大き

な上昇の現在、世界の10大取引プラットフォームの1日平均取引量は約20億ド

ルで、手数料の0.1%で計算して、各取引プラットフォームの1日あたりの収入

も100万ドルに達しています。 ブロックチェーン市場の急速な拡大に伴い、よ

り多くの投資家がデジタル資産取引に参加し、取引プラットフォームには依然

として大きな上昇空間がある。



製品説明

上記の点に加えて、リアルコインは完全な保護メカニズムも確立します。 既存の取引プラットフォーム

に抜け穴ができたり、ハッカーに盗まれたりすると、ユーザーの損失を補償することは困難です。プラ

ットフォームユーザーを保護するために、Real Coinは投資家保護基金を設立しました。

新しい通貨リス
トのレビュー社会貿易

ドキュメンタリ
ーシステム

製品のリスク管
理

包括的な相場情
報システム



製品説明

通貨取引エリア OTCトレーディング
エリア

トークンデリバテ
ィブ

トークン先物 永久契約 革新的な製品

通貨取引は、主流通貨圏、潜在通貨圏、上海
新通貨圏の3つの主要なセクションに分かれて
います。

市場の期待と流動性の需要の影響を受けて、トー
クンの価格は大きく変動します。 価格変動のリス
クを合理的にヘッジするために、Real Coinはトー
クン先渡契約を作成します。

パスフォワードと比較して、パス先物はより標準化され
た契約であり、標準化はリアルコインによる契約のユニ
ット番号と納期の統一された規定に具体化されているた
め、パス先物は公開入札の取引プラットフォーム取引モ
ードを採用しています。現在、プラットフォームは市場
価値で上位10のトークン先物を提供します。

Real Coinプラットフォームは革新的な
保険商品を提供し、Real Coinプラット
フォームはユーザーの投資リスクの一部
を引き受けます。

Real Coinプラットフォームは、高レバレッジ
の下でスポット市場の状況を再現できる永続的
な契約を提供します。現在、Real Coinは最大
100倍のレバレッジを提供します。

Real Coinトレーディングプラットフォームはまた、OTC
トレーディングエリアを設定し、OTC法定外貨両替を開始
します。ユーザーは法定通貨を保持して、OTCトレーディ
ングエリアでBTC、ETH、USDTなどのデジタル資産を直
接交換できます。 現在、Real Coinは市場で主流の法定通
貨をサポートします。



従来の金融商品

Real Coinは、固定利回り商品である通常のウ

ェルスマネジメント商品を発売します。この

プラットフォームは現在、国内外の有名な金

融資産取引プラットフォームと有名な保証会

社を組み合わせて、投資家にさまざまな金融

オプションを提供しています。

定期的な財務管理

株式は中長期投資の選択肢であり、古典的

な金融市場で最も重要な投資ツールです。 

Real Coinプラットフォームは、さまざま

な国内および海外セクターの株式も提供し

ます。 ユーザーは、Real Coinプラットフ

ォームの製品セクションで取引できる株式

のリストを見つけることができます。

株式

外国為替市場は世界最大の市場であり、1日の平

均取引高は5兆米ドルを超えています。 これは

頻繁で激しいボラティリティのある市場であり、

数秒以内に多くの変化を見ることができます。 

したがって、外国為替トレーダーは通常非常に

活発で、ポジションを開いてからポジションを

閉じるまでに数分しかかかりません。Real Coin

プラットフォームは、対応する外国為替取引市

場、外国為替取引ペア、および外国為替レバレ

ッジも提供します。

外国為替

一部の商品は安全な資産と見なされます。つま

り、これらの商品をリスクの高い資産ポートフ

ォリオに追加すると、資産ポートフォリオのリ

スクを軽減し、収益の安定性を高めることがで

きます。 Real Coinプラットフォームは、金、

原油、天然ガスなどの商品取引も増加させます。

商品

Real Coinプラットフォームは、

債券の信用格付けに従って分類

される債券取引部門も提供する

ため、さまざまなリスク選好を

持つ投資家が選択して投資する

ことができます。

つなぐ
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リアルコインデジタル資産ソーシャルトレーデ
ィングプラットフォームテクノロジーの紹介
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       一流の情報フロー処理機能を実現し、正確な情報
の到着とエラーのない処理結果を保証するために、
Real Coinトレーディングプラットフォームは、500
万TPSの最大ピークトランザクション処理速度を達成
する自己開発のMatrixエンジンシステムを使用します
テスト後、トランザクションマッチング効率は業界よ
り35％〜40％高く、プラットフォームの安定した効
率的な運用のための基本的な技術サポートを提供しま
す。同時に、Real Coinプラットフォームはクラウド
を統合して最適化しますReal Coinがトップの国際株
式先物取引に到達できるように、各ノードの構成を計
算します。プラットフォームの処理速度。



リアルコインデジタル資産ソーシャルトレーデ
ィングプラットフォームテクノロジーの紹介

ウォレットシステム
リアルコインウォレットシステムは、ホットウォレットとコー
ルドウォレットを別々に管理し、マルチシグニチャテクノロジ
ーを使用してウォレットとアセットのステータスをリアルタイ
ムで監視すると同時に、特別な秘密鍵管理方法により、ウォレ
ットのユーザーの入出金の効率を確保しながらの効率。安全性。

信頼できないトランザクションメカニズム

Real Coinは分散型ネットワーク構造を採用しており、
集中型システムでの単一障害点の問題を排除し、中断
のない運用を保証するだけでなく、各トランザクショ
ンが自動的に決済されるため、カウンターパーティリ
スクを完全に排除します。

パフォーマンス拡張システム
Real Coinは、負荷分散技術に基づいて冗長拡張システムを
確立します。負荷分散は、特定のアルゴリズムに従って、受
信した要求をさまざまなサーバーに分散するプロセスです。

リレーパーティ（再層）の概念
技術的な観点から、クロスチェーンの信頼できないトラ
ンザクションを実現するには、両方のカウンターがそれ
ぞれのチェーンでタスクを作成する必要があり、タスク
処理が一貫している必要があります。つまり、両方が実
行されるか、どちらも実行されない必要があります。

ウォレットシステム

パフォーマンス拡張システム



リアルコインデジタル資産ソーシャルトレーデ
ィングプラットフォームテクノロジーの紹介

高いセキ
ュリティ

透明性

速い取引
速度 1 高いセキュリティ

Real Coin取引プラットフォームは、自己開発の
基盤となるブロックチェーンネットワーク上に構
築され、過去の成熟したパブリックチェーンシス
テムから学び、最高レベルのセキュリティを確保
します。

2 速い取引速度
Real Coinが独自に開発した基盤となるブロック
チェーンネットワークにより、ユーザーは最高の
トランザクション速度を享受でき、最高のトラン
ザクション速度は100万のオーダーに達します。

3 透明性
Real Coin取引プラットフォームは、取引プラッ
トフォームの運用中にI0Uが膨らむ可能性、ユー
ザーの預金の不正流用、市場に対するギャンブル
を防ぐために取引情報をチェーンに配置します。
取引プラットフォームを使用するリスクを減らし、
取引プラットフォームの透明性を高めます。 。



リアルコインデジタル資産ソーシャルトレーデ
ィングプラットフォームテクノロジーの紹介
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低い取引コスト

リアルコイン取引プラットフォーム
は、ユーザーが選択できる柔軟で多
様な取引方法を提供します。 大量の
取引資金を持っているユーザーは、
取引プロセス情報全体をチェーンに
アップロードすることを選択できま
す。このようにして、取引のセキュ
リティが最も保証されます。

01

アトミックスワップテクノロジーに
基づくリアルコイン取引プラットフ
ォームを使用して、信頼のない異な
るチェーンを保持するアカウントと
資産を交換するために使用できます。

非常に低い手数料

アトミックスワップ市場では、需給
調整の市場メカニズムが引き出し手
数料を決定します。 初期費用が高す
ぎる場合、引き出しメカニズムを介
して引き出すことができるのは多額
のみです。

チェーン上のデータ

Real Coinプラットフォームは、ユーザ
ーコメント、公開された記事、ユーザー
コミュニティ間のチャットレコード、ユ
ーザートランザクションレコードなど、
チェーン上のすべてのデータを実装しま
す。 その唯一の目的は、Real Coinプラ
ットフォームで発生するデータが効果的
に保存され、改ざんされないようにする
ことです。
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03 クロスチェーント

ランザクション
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フルサービス



フルサービス

1.優れた投資家のランキン
グ

2.優れた投資家コラム

3.グローバル7 * 24情報シ
ステム

4.多様な分析システム

ソーシャルトレーディン
グシステム

Real Coinは、「ソーシャル」と「トラ

ンザクション」の組み合わせに焦点を

当て、金融商品の取引方法を再定義し

ます。これは、トレーダーがアイデア

や経験を互いに共有するためのプラッ

トフォームを提供するだけでなく、優

れた投資家や他の人にも注意を払いま

す。シェア。投資ポートフォリオ、リ

アルタイムでその操作をコピーします。



フルサービス
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リアルコイン取引プラットフォーム

は、専門的で用途の広い取引分析を

提供します。

Real Coinは、ユーザーが傾向分析を

行い、投資機会を見つけるのに役立

つ50を超えるスマート描画ツールを

ユーザーに提供します。

Real Coinは、独自のスプレッド分析ツ ールを提供し

ます。ユーザーは、実行する一連のスプレッド分析を

選択できます。さまざまなデジタル通貨、さまざまな

トランザクションターゲット、さらにはユーザーでさ

え、選択したさまざまなターゲットに応じて計算式を

調整できます。



フルサービス

通貨分析

Real Coinは、デジタル通貨

の基本情報、保有アドレス

のランキング、トップをユ

ーザーに提供します。

手動カスタマーサービス

Real Coinプラットフォームは、設立以来、

「カスタマーファースト」というコアバリュ

ーの概念を遵守し、専用のカスタマーサービ

スホットラインを開設して、さまざまな国の

ユーザーに7 * 24の手動カスタマーサービス

を提供し、顧客が質問に答え、顧客を減らす

のを支援しています。初めて。待ち時間によ

り、お客様の投資効率とプラットフォームエ

クスペリエンスが大幅に向上しました。

市場分析システム

Real Coinは、強力なトランザクシ

ョン分析システムをユーザーに提供

するだけでなく、ユーザーが市場情

報や通貨情報などの包括的な分析を

行うのに役立つ包括的な市場分析シ

ステムもトレーダーに提供します。

マルチマップレイアウトツール

Real Coinは、同じトランザクショ

ンターゲットのさまざまな市場トレ

ンドやさまざまなサイクルを観察す

るために、ブラウザページで同時に

8つのチャートを開くことができる

ことを認識しています。



フルサービス

マルチプラットフォーム

端末

Real Coinは、Webブラウザ、

Windowsシステム、Androidシス

テム、IOSシステムの4つのトレ

ーディングクライアントを提供

し、後の段階でMAC OSシステム、

H5モバイルブラウザ、その他の

クライアントを徐々に開発して

いきます。

インテリジェントなリスク食欲

評価システム
Real Coinトレーディングプラットフォー

ムは、ビッグデータ管理とユーザーの自画

像分析に依存して、ユーザーにインテリジ

ェントなリスク評価システムを提供し、顧

客のリスク許容度と投資能力をインテリジ

ェントに評価します。

スマート注文執行

Real Coinは、保留中の注文トランザク

ションを提供します。 投資家が取引の

通貨、金額、および目標価格を指定し

た後、見積もりが投資家によって指定

された価格に達するか超えると、投資

家の指示が実行されて取引が完了しま

す。



フルサービス

Real Coinの親取引プラットフォームは、英

語、フランス語、中国語、日本語、韓国語を

含む10以上の主流言語をサポートするため、

さまざまな国や地域の投資家が障壁なくReal 

Coin取引プラットフォームを使用できます。

多言語サポート

暗号化された資産市場の急速な繁栄

により、取引プラットフォームのサ

ービスレベルに対する要件はますま

す高まっていますが、既存の取引プ

ラットフォームには多くの問題があ

り、投資家の多様な投資ニーズを満

たすことが難しく、取引プロセスが

煩雑です。

ネットワーク全体のトラン

ザクション

機関は、そのトレーダ

ーのポジション、トリ

ガー、および取引前の

制限の詳細を監視およ

び保持します。

監査とコンプライアンス

のニーズ

投資ポートフォリオは、ユーザーイン

ターフェースが異なる複数の取引プラ

ットフォームでの分散型注文で構成さ

れています。これらの異なる取引プラ

ットフォームで注文を実行すると、注

文の多様化と価格の差別化により、リ

スク管理がより困難になります。

危機管理
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リアルコイン資格



リアルコイン予選（チーム紹介）

共同創設者兼CEO
工場建設から独立したエネルギー供給業者を通じ
たエネルギー販売まで、国際的な再生可能エネル
ギー開発のバックグラウンドを持っています。
Nikolajは、全体的な戦略と事業開発を担当してい
ます。

Facebookが所有する仮想現実（VR）機器メーカー
であるLocusの元最高経営責任者（CEO）最高技術
責任者
  ブレンダン・イリベは、大規模な全国DSOのCTO
であり、グリーンエネルギー統合とスマートグリッ
ドビジネスのあらゆる側面で7年の経験があります。

共同 - 創設者 
規制および金融技術のバックグラウンドを持っています。
過去5年間で、彼は弁護士のチームを率いてきました。
Baltics-Sorainenで最大の法律事務所を担当
すべての金融テクノロジー、ブロックチェーン、暗号通貨関
連の業界
サービスと監督。

Martyniuk

ArtOras Asakavicius

Brendan Iribe



リアルコイン資格（財団紹介）

World Hedge Foundationは、2017年に設立の準備を開始し、2018年に米国のデンバーに登録されました。これ
は、世界最大かつ最も独立した非政府保護文化産業開発組織の1つです。 それは共同で投資され、多くの有名な財
団によって設立されました。 

世界ヘッジ財団の目的は、さまざまな社会的資源の統合を通じて文化的事業に従事する文化的労働者に長期的でテ
ーラーメードの専門的サービスを提供し、友好的かつ科学的な方法で人類の文明を継承することです。



リアルコイン資格
（財団紹介）

この財団は、2017年に米国デ
ンバーに設立され、超文化文
化と科学の分野で新たな発展
を模索することに熱心な熱心
な個人のグループで構成され
ています。 彼らは、米国の科
学界とビジネス界、そして国
際舞台をつなぐ貴重なプロジ
ェクトを実施してきました。 
彼らは人々に刺激を与え、社
会に利益をもたらすために科
学と活動の新しい発展を探求
し、健全な視点を確立するこ
とを熱望しています。



リアルコインデジタル資産
ソーシャルトレーディング

プラットフォーム


