




ブロックチェーンの概念はビットコインに由来し、情報はポイント

ツーポイント転送と暗号化の形式でデータブロックを生成し、デー

タブロックにはビットコインの取引情報が含まれ、その情報の真正

性を検証するためにも使用される中央化されたデータベースを表し

ています。 

--カンボファイナンス/百度
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デジタルで発行される超カルチャーの数が
増え続けている 

超文化プレイヤーの数が増え続けてい
る 

世界の広告収入は成長を続けています 



SCY 

    

デジタル仮想通貨の背景：ブロックチェーン市場の継続的な成長と

暗号化された資産の導入により、世界の暗号化されたデジタル通貨

の市場価値は一度に6,000億米ドルを超えました。2018年9月4日の

時点で、世界のデジタル通貨の合計は市場市場価値は2,373億1,200

万米ドルに達し、1910のデジタル通貨があります。 1年前の2017年

9月4日、世界のデジタル通貨市場の時価総額は1,622億6,500万米ド

ルで、デジタル通貨の数はわずか1077でした。 今年、世界のデジ

タル通貨市場の最高値は2018年1月に現れ、総市場価値は8,238億米

ドルで、2017年9月4日と比較して407.89％増加しました。 ICOの人

気により、世界がトークンエコノミーに注目し、認識している現在、

世界で1,600種類以上のデジタル通貨が発行されており、上位10通

貨の市場価値は90％を占めています。デジタル資産の流通はますま

す深刻になっています！ 

                            



同質化トークン，すなわちFT
（Fungible Token）は，互いに代替
可能であり，無限に分割された
tokenに近づけることができる。  例
えばあなたが持っているビットコイ
ンと私が持っているビットコインは
本質的に何の違いもありませんこれ
は同質化です同質化されたコインで
す。  

SCY 

SCYの所有権は、他の人が
それを見たり読んだりする
のを妨げるものではありま
せん。SCYは、情報をキャ
プチャして隠すのではなく、
情報をキャプチャして、チ
ェーン上の他のすべての情
報との関係や価値を発見す
るだけです。 



SCY 

SCYの所有権は、他の人
がそれを見たり読んだり
するのを妨げるものでは
ありません。SCYは、情
報をキャプチャして隠す
のではなく、情報をキャ
プチャして、チェーン上
の他のすべての情報との
関係や価値を発見するだ
けです,

国境を越えた無制限の分散型コミ
ュニティの相互作用のための信頼
インフラストラクチャシステムを
構築し、あらゆる種類の分散型
DAppサービスに完全な基盤となる
技術基盤と信頼できるデータ基盤
を提供し、ブロックチェーンの世
界を接続し、さまざまな業界のあ
らゆる種類のアプリケーションを
信頼できますネットワーク内大規
模なデータベースのバックグラウ
ンドのサポートにより、国境を越
えた無制限のコミュニティインタ
ラクションを実行し、グローバル
ブロックチェーンのすべての信頼
できるデータ循環の価値を実現し
ます。



3月11日の夜、クリスティーズは暗号化アーテ

ィストBeepleの「Everydays:The First 5000 

Days（毎日:最初の5000日）」をSCY形式でオ

ークションにかけた。 この純粋なデジタルア

ートは6,025万米ドルで落札され、コミッショ

ンを加えて6936万625米ドル（約4億5000万元）

で落札され、SCYアートの新記録を樹立した。

SCYは各方面の投資機関と投資家の目に入り始

めた。 



世界ヘッジ財団は2017年から設立準備を開始

し、2021年に米国デンバー市に登録された。

世界で高い評価を受けている最大の独立性非政

府保護文化産業発展組織の一つだ。 複数の有

名な財団が共同投資して設立した。 世界ヘッ

ジ基金会の趣旨は多種の社会資源を統合するこ

とを通じて、文化事業に従事する文化従事者に

永続的でカスタマイズされた専門サービスを提

供し、人類の文明を友好的かつ科学的に伝承す

ることである。 



2017年に米国デンバー市に設立された同財

団は、超文化文化と科学分野の新たな発展

を探求することに熱心な熱心な人々で構成

されている。 科学界とビジネス界をつなぐ

貴重なプロジェクトを米国や国際舞台で展

開している。 社会に利益をもたらすための

科学や活動の新たな発展を探求し、健全な

視点を確立したいという人々の意欲を刺激

しています。 



世界ヘッジ財団は米国デンバー市に登録さ

れ、2021年4月に登録され、デスチャルド家

族が参加し、計28の家族財団が共同で設立

した公益財団で、現在SCYの発行、市場価値、

運営などの業務を全権で担当している。 



黄Youzhen 共同CEOのNicolasGilot
（Nicolas Gilot） 

ソフトウェアエンジニア 

浦項工科大学コンピュータ工学専攻で、

LPIC国際資格証を持ち、セキュリティプロ

グラムの引き渡し、IoTロボットの研究な

ど多くのプロジェクトの開発に参加し、個

人でWHITE HACHER活動を開始し、ブロック

チェーン分野で10年近くの技術研究開発経

験がある。 

元韓国の有名IT企業のエンジニア

リングプランナーであった光信大

学は、2015年にブロックチェーン

業界に参入し、韓国で複数のロー

カルブロックチェーンプロジェク

トの開発を主導しました。重要な

ゲストとして、アジアのブロック

チェーン技術サミットに招待され

ました。彼はブロックチェーンプ

ロジェクト技術の実装についてか

なりの研究をしています。



CTOマイク・ダーン
（Michael Dunn） 

エドワード・モレーム
首席戦略責任者

（Edward Moalem） 

デルとタイム・ワーナーの元最高技術責任者、

経験豊富な技術管理者。WWWがW3Cのメンバー

になるのを支援し、Techstarsのメンターを

務めました。 マイクは豊富な経営経験を持

ち、多くの新会社を上場企業にする手助けを

してきました。 

世界トップクラスの取引プ

ラットフォーム出身で、SCY

ミステリーの創始者。 



共同メディア 

グローバルメディアマトリックス：グローバルファイナンスニュース、レフアファイナンスネ

ットワーク、ブロックチェーンファイナンスニュース、キョンギファイナンスネット、済州フ

ァイナンスデイリー、ソウルビジネスニュース、世界中の300以上のメディア 



協同組合 



SCY 

SCY（Super Cultural Industry）は、ブロックチェーンの世界の相互接続を構築するための

プラットフォームです。データを使用してスーパーコミュニティとやり取りし、ブロックチ

ェーンテクノロジーの無制限のインタラクションシステムとブロックチェーンの国境を越え

たモノのインターネット+ビジネス+エンターテインメント+エコロジカルなカスタマイズを

提供します。服务。 現実世界全体とブロックチェーン世界の間の効果的な接続に影響を与

え、ブロックチェーン世界のさまざまなシステムを相互運用可能にし、チェーン内のシーン

と相互作用させ、ブロックチェーンマルチチェーン接続を実現し、ブロックチェーンの国境

を越えた相互作用の価値を最大化することに取り組んでいますSCYは、ブロックチェーンの

信頼データ内の各信頼/データソースをリンクして、ブロックチェーンの無制限の信頼エコ

システムのスーパーコミュニティの相互作用を共同で作成します。 ブロックチェーンで最

大のデータインタラクションコラボレーションセンターおよびスーパーコミュニティの無制

限のインタラクションプラットフォームになり、権利と利益の価値を実現するためのデータ

所有権の価値を実現することは、SCYが追求する目標です。



DSPプラットフォームテクノ
ロジー

SCYGOモバイルアプリ

SCYプロトコル-ブロックチ
ェーン3.0 

オープンブロックチェーンア
ーキテクチャ

SCY（uso）トークンはテクニカルサポー
トを提供します

SCYテクニカルフレームワーク 



SCY 

文化基金           3億     15％

市場循環           5億     25％

ノード報酬         8億     40％

チャリティー基金   1億     5％

応用産業循環       3億     15％



ゲームのトークン化

仮想商品のトークン化 

SCYは、中古ゲームソリュー

ションを提供する主流のビデ

オゲーム市場で最初のプラッ

トフォームです。

SCYのゲーム販売収益の一部

は、プラットフォームに新

規ユーザーをもたらしたプ

レイヤーと開発者に再分配

される 

ゲームの開発と購入 

SCY MINER掘削アプリケーシ
ョン 

リワードプログラムは、ユー

ザーと開発者がウォレットに

SCYコインを保持し、可能な限

りプラットフォームを使用す

ることを奨励します。 

SCYのコアユーザー体験理念

の一つは、プレイヤーにSCY

コインを簡単かつ即時に稼

ぐ方法を提供することだ 
信頼できる暗号通貨コンテンツ
の価格



ゲ ー ム リ リ ー ス プ ロ ジ ェ ク ト  4

S C Y ゲ ー ム S D K 開 発 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム

3
SCY Games SDKは、競合他社のすべての

SDK機能を提供できるため、従来のパブ

リッシングプラットフォームとSCYの間

のギャップを完全に埋めることができま

す。

明確なユーザーベースの成

長戦略を策定する。  

2
1

コンテンツソーシング 

SCYプラットフォームでプレイ可能なゲー

ムの数と品質は、プラットフォームの開発

速度に決定的な役割を果たします。 

独 占 を 破 る5



2022年1月10日 2022年3月25日

2022年3月20日 2022年07月21日

デジタル通貨取引所

ノード・グローバル・リ
クルートメント

交換比率の募集は、コミュニテ
ィで実施します。

ダブルヘリックス・アグリゲー
ター・プラットフォームが稼動

2022年12月

スーパーカルチャーチェーンの
パブリックチェーンメインネッ
トマッピング

2023年7月--未来

コードオープンソース、ギ
ークチームがもっとエコに
関わる -。




