アトランティスブループロジェクト

アトランティス・ブルー・ホワイト・ペーパー
私たちの惑星で最も希少な宝石の 1 つ、Larimar に裏打ちされたデジタルトークン。準備：
Carlos Manuel Jimenez、グループディレクター＆CFO 訳：Luz Anastasia Jimenez Peguero
2017 年 12 月 7 日
エディション番号：1.0

アトランティス交換の青ストーンズ
1.私たちは誰ですか
2.なぜ私たちが来たのか
3.私たちの物理的な資産
4. 売り手ネットワーク- あなたの家
5.私たちのデジタルトークン
6.ミッション
7.問題
8.ソリューション
9.経済のダイナミクス
10.結論

アトランティス交換の青ストーンズ
免責条項
この文書は情報の目的でのみ提供されており、外部に再配布することはできません
私たちの同意なしに元のチャンネル。 ここに記載されている情報は陳腐化していないため
、調整を加えると変更される可能性があるため、情報に基づいた決定を下すのに必要なすべ
ての情報を含むわけではありません。専門的なアドバイザーと相談し、独自のデューデリジ
ェンスと分析を行い、そのようなデューデリジェンスだけで投資を評価することに頼るべき
です。 この情報は、あなたの独立した専門家のデューデリジェンスと分析の代替物ではあ
りません。
この文書には、公開日現在のデータが含まれている可能性があり、公開後は現在または完全
ではない可能性があります。 シナリオ分析は、将来の市場価値に関する仮定に基づいてお
り、かかる仮定は、そのような仮定とは異なることが判明する可能性があります。

将来のパフォーマンスまたはリターンに関して、いかなる表明または保証もされていません
。この情報を提示している組織に有利な行動をとることを決定した人は、自らの自由意志で
そうしていることを理解しており、特定の管轄地域におけるそれらの行為の合法性について
のみ責任を負います。
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1.私たちは誰ですか
私たちは石を取り出す鉱夫です。 私たちは石を磨いて工芸する職人です。 私たちは石を市
場に持っていくディストリビューターです。何年もの間、私たちの家族は同じ仕事を続けて
いましたが、現在は、顧客を含む関係者すべての利益のために、より良い方法を続けていく
ことが我々の方向です。
2.なぜ私たちが来たのか
私たちはグループとして団結しました（鉱夫協会、職人会、チャンネルディストリビュータ
ー＆エクスポーターなど）The Atlantis Blue Project の旗印の下、この文書で取り上げられる
いくつかの問題によってマイナスの影響を受けるコミュニティの状況を改善するために、
すべての生計の進展の欠如.
私たちのグループでは、弁護士、鉱夫、職人、代理店、生物学者、認定会計士、ラリマー・
サービスの協同組合ラ・フィリピナス、バリオルコの協同組合、ラリマー協会ラス・メルセ
デス、そして明るい光の後ろに残る多くの人や団体が、このプロジェクトの成功に大きく貢
献するでしょう。
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3.私たちの物理的な資産
ラリマーは青色のペクトライトと非常にまれな宝石です。 それは、惑星全体の 1 つの場所
、すなわちドミニカ共和国の Barahona の比較的接近不可能な地域だった山です。石の最初
の言及は、1916 年に Larimar を採掘する要求にあったが、石が実際にその日の見解を立てた
のは 1974 年までではなかった。
1974 年、米国の平和隊のメンバーであったノーマン・ローリングと、ドミニカ共和国のミ
ゲル・メネデスが海岸のラリマーを発見しました。Larimar という名前は Mendez によって
作られました。彼は娘の名前 Larissa と海のスペイン語 Mar と結びました。
この地方の住民とその先祖は、長い間その石を知っていました。 初期の理論は、ラリマー
は海によって生産され、後にそれが地球の火山運動の産物であることが発見されたことを示
唆した。島の伝説によると、石はビーチで簡単に集めることができたが、ある日は青いラリ
マー石が残っていなかった。 地元の人々は上流を探検し、青い石の源であると思われる岩
の層を発見した。この伝説は真実を保持しています。 1974 年に Mendez と Rolling が上流の
川をたどり、青い石の源を見つけるだろう。
ラリマーのほとんどの小さなブロックはインサイチュであり、彼らが形成された場所に存在
することを意味します。 しかし、土壌浸食のために、いくつかの小片が吹き飛ばされ、降
雨によって丘の斜面を降りて川に移動します。 川はカリブ海の海岸に沈むので、海岸では
いくつかの岩が沈んでしまいます。
ラリマー石は、高温ガスが結晶化した鉱物を火山管の上に押し上げるときに形成される。
石を採掘して掘削するために、鉱夫はこれらの管を特定し、古い火山をより深く深く掘る必
要があります。 Larimar 最も普及した使用はジュエリーにありますが、天然のヒーラーの石
に対する傾向は需要を増加させるだけです。
ラリマーは人体、特に喉の領域に細かく調整されていると言われる癒し石と考えられていま
す。 スピーチやコミュニケーションのスキルが向上し、
身体の自然治癒プロセスをサポートします。 Larimar は、アトランティス・ストーンまたは
アトランティスの青いストーンとしても知られています。その理由は、有名な眠っている預
言者エドガー・ケイシーのおかげで、トリニダード・トバゴに住み、

世界中の多くのヨガセンター。 彼は、ドミニカ共和国を含むカリブ諸島の一部の島は、ア
トランティスの失われた大陸の一部であると主張した。彼はさらに、これらの島の一つに、
治癒力を持つ青い石が見いだされると言いました。これは、Larimar に対応しています。 今
日、何千人もの人々、自然主義者、人たちが、代替療法やホリスティックな治癒方法を実践
しています。彼らは、治癒プロセスを支援し、強化するためにラリマーを使用しています。
ラリマーの美しい青い色は、しばしばカリブ海で見られる海と空の美しい青色の色彩である
と考えられています。 その起源と外観は、世界中のラリマー熱を広げるのに役立つ 2 つの
小さな属性です。
4. STELLAR NETWORK - 私たちのデジタルホーム
私たちの家はステラのネットワークになります。 ステラの詳細については、このリンクを
ご覧ください。 ステラ
世界をつなぐ金融商品やアプリケーションを構築するためのオープンプラットフォームです
。
多くの研究の結果、Stellar は評判と安全なネットワークのためにトークンを公開するのに最
適なデジタルプラットフォームであると判断しました。 競合他社の多くとは異なり、イン
フラストラクチャはスケーラビリティの問題に対応する準備が整っており、トランザクショ
ンあたりの価格は非常に魅力的です。
5.私たちのデジタルトークン
アトランティスブルーのデジタルトークンまたは略して ABDT は、トークン/デジタルコイ
ンの名前です。 私たちはたくさんのコインを考えましたが、多くの議論の末、できるだけ
早く多数の支配を自由市場に渡すことが最も合理的であると合意しました。これが、最初の
ICO 段階でトークンの 75％を販売している理由です。
コインの内訳は次のとおりです。
トークンの総数 400,000,000 第 1 回 ICO 期間中に販売されるトークンの数 300,000,000 1
TOKEN = 1 ラリマーのグレイム*アベレージ*グレード（AA +）
他の準貴重な宝石のようにラリマーの平均的なグレードについて言えば、それは異なる評価
をしています。 AA +は最高の等級であり、A は最低を表す（AAA +、AAA、AA +、AA、A）。
Atlantis Blue Digital トークン保有者を保護するために、将来のコイン商品は割引で販売され
ることはありません。 販売価格は、その時点で市場が確立したものであればいつでも発生
します。
6.ミッション
まず私たちの使命は、トークン所有者にとって価値を創造することです。 第二に、私たち
の目的は、最も困難な仕事をする人がこの経済が生み出す収入の公正な分担を得ることを確
実にすることです。
7.問題
Larimar の人気が高まるにつれて、貴石や半貴石の鉱業に悩まされる古い非倫理的問題もあ
ります。偽の青い石（Larimar）の蔓延、宝石の違法輸出、国際市場における価格の差異は
、私たちが直ちに解決しようとしているものです。
8.ソリューション
アトランティスブルーデジタルトークンの ICO 後、私たちは多くのことを達成することがで
きます。
私たちが最初に行うことは、鉱山からの石の管理の単一のポイントとなる AB 倉庫（アトラ
ンティスブルーウェアハウス）を建設し確立することです。
これにより、闇市場への漏れがなく、荒い石の不法輸出と密輸を防ぐことができます。 石
は、次の旅に出る前に、持ち込まれ、重み付けされ、採点され、職人キャンプに運ばれます
。 このロケールからの販売は絶対にありません。

2 番目のステップは、AB Artisan Camp を建設することです。 これは、切削と研磨を通じた
石の合法化の一点です（粗い石を売ることは違法です）。このプロセスの後、石は販売およ
び国際的な流通のための法的地位に入るでしょう。 これは、職人が市場を見る前に石がこ
の駅を通過しなければならないので、職人労働者協会に雇用保障があることを保証します。
石のほとんどが保管される場所もここにあります。
これが私たちのセクターにもたらす組織を除いて、最も重要な利点の 1 つは、私たちのコミ
ュニティが最終的に
石とトークンの売却によって生み出された収入のかなりの部分を鉱夫が確実に得られるよう
に、支払活動の最前線に立ててください。Atlantis Blue Exchange は、認定リセラーの唯一の
レジストリとしても機能します。 顧客は、代理店のウェブサイトを確認して、それらが
Authorize Atlantis Blue Dealer であることを確認することができます。 このシールはウェブサ
イトのレジストリにリンクして、再販業者のステータスを確認します。
私たちは、ICO の完了後 3 ヶ月以内に、上記のすべての作業を達成できると考えています。
9.経済のダイナミクス
青い石の消費は過去 2 年間で 3 倍以上になりました。 明らかに、これは国際市場における
価格上昇を引き起こした。資産の物理的形態がデジタル形式の価格を決定するのは一般的で
すが、我々はこの傾向を逆転させ、資産のデジタル形式が物理的形態の価格を決定させるこ
とに決めました。 この決定の理由は、Larimar のデジタル消費量が市場の 90％を占めると予
想しているため、より大きな市場で価格を決定させることは賢明です。
誰かが Atlantis Blue Digital トークンを購入すると、本質的に彼らはラリマーを 1 グラム購入
します。 このグラムは、鉱山からアトランティスブルーウェアハウス、次に AB アーティザ
ンキャンプ、アトランティスブルーエクスチェンジに向かいます。
トークン所有者が青い石のためにトークンを交換することを決めた場合、それを達成するに
は 2 つの方法があります：
1.トークンホルダーは、AB Exchange に要求を送信し、交換に必要なトークンの量を転送し
ます。
ドミニカ共和国政府はラリマーの残りの価値を出荷する予定です。 また、出荷が、トーク
ンの総額から差し引かれることと、顧客が貨物に追加したいあらゆる保険から差し引かれる
ことも知っておくことが重要です。
2.トークンホルダーは、ドミニカ共和国の AB エクスチェンジで直接現地に現れ、トークン
を私たちに転送します。その後、上記（1）の（2）の後でプロセスをアウトラインとして継
続します。
アトランティスの青い石のために交換されるトークンは説明責任のために分離され、再発行
されたり再販されることはありません。
交換が遠隔で行われる場合は 8％の手数料が、物理的に交換される場合は 6％の手数料がか
かります。 このコストは、アトランティスブルーエクスチェンジの維持のために使用され
ます。
10.結論
Larimar 市場はすでに数百万ドル規模の業界であり、資産ベースのトークンをサポートして
いるだけでなく、価値と鑑賞額が増加すると信じるだけでなく、この全体の原点にあるもの
生態系は恩恵の均等な分配を得る。
このプロジェクトの採掘作業は 1971 年以来行われています。暗号コミュニティによっても
たらされた技術のおかげで、これらの作業を大幅に強化し、今後の開発を妨げていた問題を
修正することができます。
本書類は、投資勧誘、勧誘、勧誘を構成するものではなく、また、いかなる管轄の証券の提
供、勧誘、購入にも関係しません。

