
Minato DAO (Minato 漢字) は分散型自律組織です。このプロジェクトは、ガバナンス
トークンであるMNTOを保有する世界中のシバトシ・ナカモトとMinato Armyが管理し
ています。MNTO保有者は、参加者投票とガバナンスポーリングに関わる科学的ガバナン
スシステムを通じて、POC（プルーフ・オブ・コミュニティ）を用いてMinatoプロトコ
ルを運営します。MNTOは、その安定性、透明性、効率性、および説明責任を保証します。

https://twitter.com/Minato_Kanji

https://t.me/MINATOKANJI www.minatodao.com
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Web 3.0とは?

セマンティックWeb
ウェブにセマンティクスを適用することで、コンピュータはデータを分析して意味や
感情を処理することができます。その結果、インターネットユーザーは強力なデータ
接続で、より良い体験を得ることができます。

人工知能
この機能を自然言語処理と組み合わせることにより、Web 3.0コンピュータは人間のよ
うに情報を処理し、より速く、より関連性の高い結果を生成できます。ユーザーの
ニーズを満たすために、次第に賢くなっていきます。

3Dグラフィックス
3次元デザインは、Web3.0のWebサイトやサービスで広く使用されています。コン
ピュータゲーム、eコマース、地理的コンテキストなどは全て3Dグラフィックスが用
いられている例です。

接続性
Web 3.0では、情報はセマンティックメタデータ（セマンティックWeb）を介して相互
に密接に紐付いています。これにより、ユーザーエクスペリエンスは、有益な情報を
活用するさらに高度な接続になります。

ユビキタス
ユビキタスとは、あらゆるところに同時に存在する又は存在する能力があるです。言
い換えると、遍在するということです。コンテンツはWeb3.0を介して複数のアプリに
アクセスでき、あらゆるデバイスがWebに接続され、サービスはどこでも使用できま
す。

始めに….



ブロックチェーンは、個々のブロックのデータ記録の継続的に拡張可能なリストです。新しいブロックはコンセンサス手順に従って作成され、暗号
化手順に則り既存のチェーンに接続されます。通常、各ブロックには前のブロックの暗号化された安全なハッシュ（スキャッター値）、タイムス
タンプ、および取引記録が含まれています。

ブロックチェーンの目標はデジタル情報を記録および配布、または改ざんを防止することです。このように、ブロックチェーンは改ざん不能な台帳、
または変更、削除、または破棄できない取引記録の土台です。これこそ、ブロックチェーンが分散型台帳テクノロジー（DLT）としても知られてい
る理由です。

ブロックチェーンとは?

ブロックチェーンテクノロジーの利点

• 検証での人間の関与を排除することによる精度の向上
• 第三者検証の排除によるコスト削減
• 分散型により改ざんが難しくなる
• 安全・プライベート・効率的な取引
• 透明性が高い技術
• 政府が不安定な国または発展途上国の市民に個人情報を保護する方法と銀行の代替手段を提供



VR/ARとは?

バーチャルリアリティ（VR）とは、専用のソフトウェアと

ハードウェアの力を借りて作成・具体化された仮想現実空
間です。VRヘッドセットを使用すると仮想空間を360度体
験でき、仮想空間に没頭することができます。

それとは対照的に、「拡張現実」（AR）は、現実世界に仮
想世界を重ね合わせて表示する技術のことです。スマート
フォンのカメラで機能することもありますが、ほとんどの
場合ARグラスでも機能します。



メタバースとは? Web 3.0

ブロックチェーンVR/AR

メタバース

メタバースは仮想拡張した物理現実と、あらゆる仮想世
界、拡張現実、インターネットの集合体を含む物理永続
的な仮想空間で作られた集団仮想空間です。

メタバースという言葉は、接頭辞メタ（「超越する」の
意味）とユニバースが組み合わさった造語です。この用
語は、インターネットの将来のイテレーションに関する
概念説明によく使用され、仮想空間に繋がる永続的な共
有3D仮想空間で構成されます。（1]これとは対照的に、

大規模マルチプレイヤーオンラインロールプレイング
ゲームは単一世界で構成されています。メタバースでは、
ユーザーは空間を形成し、そこで「生きる、学ぶ、働く、
祝う」ことができます。



全体を完全に独立した仮想空間として想像してください。ここの参加者全
員が、デジタル分身であるアバターを保有しています。誰もが自分のアバ
ターを見ることができます。

また、ゲーム、待ち合わせ場所、コンサートホール、議会室、会議室、
ショッピングモールなど、あらゆるものに対応する仮想の部屋が用意され
ています。基本的にあなたの想像力に制限はありません。

ユーザーはこれらの仮想部屋で会ったり、アイデアを交換したり、コミュ
ニケーションしたり、他人の話を聞いたり、イベントを見たりすることが
可能です。
バーチャル会議も可能で、土地、家、アートなどの仮想的なものの購入や
所有もできます。

特にFortniteやRobloxのようなゲームの世界では、こういったものは既に存
在していますが、メタバースではさらに高度なものになります。その理由
は、メタバースでは全てが本当に仮想的であり、あらゆるものが相互接続
されているからです。

そんな仮想通貨空間に参加する方法は?

まず、こういった仮想空間を作成する必要があります。簡単な作業ではな
く多大な労力を伴いますが、Facebookが既に。とあるツールを発表してい
ます。というのも、バーチャルチャットや会議を行う仮想の待ち合わせ空
間が間もなく登場します。しかし、参加するには、技術的な設備が必要で
す。

通常、VRメガネを着用する必要があります。専用のメガネをかけると、周
囲の音がなくなり、仮想空間に完全に没頭することができます。感覚が完
全にだまされます。左に向くと、仮想空間でも左を見ているようになりま
す。

仮想オブジェクトをつかんで置くことが可能で、場合によっては仮想空間
内を移動することもできます。この機能を使用するには、VRメガネだけで
なく、比較的強力なコンピュータと高速インターネット接続も必要です。
そのため、 Facebookのエイリアスメタ側だけでなく、ユーザー側も多くの
技術的努力が必要です。



今日の問題

投資家 中央集権ネットワーク ディベロッパー 決済全般



未来のソリューション

リレーショナル
ブロックチェーン

不正防止 次世代ウォレット リカバリノード

完全な透明性 極めて安い手数料 分散型ネットワーク 仮想通貨決済



Minato Dao プロトコルとは?

持続可能性と実用性を重視し、完全に分散化されたプルーフ・オ
ブ・コミュニティの概念です。それは、経済活動、世界文明の発
展機会、世界の周縁化された人々が直面している経済制約の緩和
を高めることを目的としています。

Minatoは、完全分散型のウォレット、取引所、DAPP、マルチ

バースの構築を目指しています。ステーキング、農業、ゲームな
ども含まれます。私たちは、コミュニティとユーティリティを通
じて仮想通貨空間を独占します。

Dao ガバナンス

Minatoは参加者が統率し、活気に満ちたコミュニティが意思決
定できるようにすることを目指しています。MNTOとは、トーク
ン保有者がMinatoの今後の行動に投票できるDAOガバナンス

トークンです。ガバナンスポータル、フォーラム、議論などの民
主的フレームワークを用いるコミュニティとコミュニティが、今
後の成長を推進します。



ユーティリティ

Minato トークン
PURPOSEを用いたトークンは、多くの分散型アプリケーションにとって
重要な交換手段です。MNTOの潜在市場は、少なくとも分散型ブロック
チェーン業界全体と同等の規模です。しかし、MNTOの行く末は、それ
をはるかに超えて他の資本市場にも及んでいます。

Minato ウォレット
近日公開です。競争力のあるガス代でMNTOと簡単、安全、迅速な取引。
ウォレットは重要な機能である使いやすさと安全性を提供するため、DeFi

エコシステムに参加する重要な要件です。

Minato マルチバース
Minatoはeコマース、エンターテインメント、NFTなどのゲームを含む
様々な分野で業界がコミュニティや顧客と関われるマルチバースを構築す
るために、複数のメタバースランドとスペースの購入を計画しています。
無限の可能性が私たちを待っています。

Minato 取引所
商取引が金融仲介業者の許可、介入、手数料無しで行われる未来への可能
性を広げています。私たちは個人情報の収集は致しません。最上級のプラ
イバシー保護と安全性を保証します。

金融仲介業者の許可、参加、または利益なしに商取引が発生する可能性が
ある将来の可能性を解き放ちます。
350以上ものアセットが保管、送受信に対応。お客様のNFTを私たちと一緒
に保管することも可能です。クレジットカードと銀行口座で仮想通貨の売
買を行いましょう。

複雑さをより簡単にします。

Minato NFTs
プロの日本人アーティストがデザインしたNFT。私たちのNFTには、これ
までに見たことも聞いたこともない壮大な計画があります。そのNFTは私
たちのオリジナルであり、詳細情報は近日発表される予定です！

Minato マーチャントサービス
近頃の仮想通貨の人気の高まりに伴い、企業はこの新しいトレンドから、
どのように利益を得られるかを分かり始めています。より多くの人々が、
これらのデジタルコインへの投資や取引を開始するにつれ、支払いオプ
ションとして弊社を利用するサービスに対する需要が高まると予想してい
ます。

古いPOSシステムとは対照的に、高速・簡単・信頼性の高いマーチャント
サービスを提供します。



• 監査 & KYC

• Minato DAOトークンをデプロイ
• DAPP展開
• NFTドロップ
• トークンプリセール

• V1 ウェブサイトリリース
• V1 ロードマップリリース
• 国際的名称を作成
• ソーシャルメディアチャンネル
• Telegramに国際グループを開設
• コミュニティを構築
• プロモーションビデオ
• メタバースの計画フェーズを開始
• 潜在的な投資家やパートナーと協議

• ウェブサイト/ DAPPUI / UX更新

• マルチバースメタバース開発と
ベータ/テストネット

• DEX & CEXに上場
• 別のメタバースランドを取得
• 他のパートナー/セレブリティとの
コラボレーションNFTを発表

• マルチバースメタバースメインネット
の立ち上げ

• MNTO ウォレット
• Minato 取引所
• マーチャントサービス
• さらにSolana, Tezos, OKXに対応

2022年

第1四半期

2022年
第2四半期

2022年
第3四半期

2022年
第4四半期 2023年

ロードマップ

ロードマップは変更される可能性があります。納期約束は控えめにして、期待以上の結果を実現します。



概要

トークン概要/お問合せ先

• シンボル: MNTO

• 初期供給：1,000,000

• ICO プリセール: April 8th – May 8th

• トークン発売日 : TBC

• 開始時価総額 : $10m

• メールアドレス: joinus@minatodao.com

• リンクツリー: https://linktr.ee/MinatoKanji

トークンアドレス
• Pre-Migration Shiba22 Contract: 0x768b88c10e24b8947398734aee37f376c6ecce97

• BSC Token Contract: TBC

• Polygon Token Contract: 0x4c9f66b2806538cf00ef596e09fb05bcb0d17dc8

• ETH Token Contract: 0x97a9bac06f90940bCe9CAeC2b880ff17707519e4

• Creator/Owner: 0x4a7016c0B1edb6e3A28038b361cB59F1f0592D02

• LP wallet: 0x292C22615d231a4a812Df78fdB8701b354781Aed

• Pre-Sale Wallet: 0xC8D7B847F4F75CfEe8C4cFdd84B076D91644cB59

• Airdrop Wallet: 0x3109205af5123681aAb502413B4AeAD3AA13B335

• Team Wallet: 0x7531A7024CDd4cA1E6064Df6E9d51770C71381DC

• Research & Development: 0xFa7061b085767D132C275cFC5e46595B21517a08

• Product Development Wallet: 0x3e2e9daF0444f09d0e6B72e3f543809b34624361

• Marketing Wallet: 0x3A2c7011f55cc4E1D588B34Bc4CB9182c85dA02e

mailto:joinus@minatodao.com
https://linktr.ee/MinatoKanji


トークンセール

MINATOトークンはEthereum、BNB Chain、Polygon Chainで
リリースされるクロスチェーンとなります。

プリセール開始：2022年4月8日（午前9時GMT）
プリセール終了：2022年5月8日（午前11:00 GMT）
販売トークン数： 100,000 MNTO (10%)
トークンあたりの開始価格：$10
最小取引金額：$100

許容通貨：
ETH、BNB、MATIC、BTC、LTC、USDC、USDTを含む1500以上のアセット

30%

研究開発

10%

プリセール

5%

マーケティング

30%

LP ウォレット
(60% Eth, 30% BSC, 10% Matic)

15%

チーム

10%

エアドロップ
購入手数料 売却手数料

0% 0%

いくつかの要因に基づいて変更される場合があります
ロードマップで追加チェーンに対応するためにチーム開発に割り当てられた供給量



バリュー

透明性

業界を先導している
Minatoは、優秀な老舗で

す。私たちはコミュニ
ケーションの透明性を高
め、皆様に楽しんでいた
だける新しい世界を構築
するにつれ、信頼性が皆
様との関係の透明性に繋
がると確信しています！

信頼性

信頼性がコミュニティで
最も大切であり、透明性
とは誰もが起こっている
ことを把握しているとい
うことです。これには、
Minatoが信頼を寄せてい

る第三者機関による信頼
性の監査も含まれます。

コミュニティ

Minatoは、仮想通貨業界がよ
り快適になるよう努めていま
す。世界中のコミュニティを
結集させることで、私たちは
多様な技術や知識、間違いな
く明るい未来へのアイデアを
提供することができます。私
たちと共に力を合わせれば強
くなれます。コミュニティが

全てです！

長寿企業

Minatoは生活に浸透して

います。チームには、エ
コシステムや組織に対す
る長期開発戦略があり、
実際のユースケースを推
進し、一時的な努力では
なく、より良い明日とい
うMinatoのビジョンを掲

げ、有益かつ永続的な変
化を推進する取り組みで
リワードを増やします！



チーム

最高経営責任者

シバトシ・ナカモト

最高執行責任者

ヨム・センゴール

運営責任者

ドン・ホアン

最高法務責任者

デビッド・コーエン

最高財務責任者

アイリーン・リー

コミュニティ管理者

リエナ・メイ

最高マーケティング責任
者

マット・ミナト

主任

ノエル

最高技術責任者

ドキ・ミナト

デジタルNFTアーティス
ト

ユリ・ミヨシi



Phunware

Pancakeswap

Fairmarket

Exchange
MC Capital 

Ventures

SubVegan

Rubic DEX

Prestige MarketingMedaware

Solutions

The Sandbox Bandai Namco

T.Club USA

BSC/BinanceMetaMask Trust Wallet Coinbase Wallet

パートナー

Aether City

Crypto Voxels

Light Gaming PCs



ブランドアンバサダー

カズキ・タカハシイツキ・ウラタミツオ・ヤマダ カリム・ロッシ

ジェシー・バルガス マーク・ムゲン
ジェレーナ

ムルジェノビッチ

ライアン
ウィリアムズ

ユウキ・アイズ



https://twitter.com/Minato_Kanji

https://t.me/MINATOKANJI

ありがとう

www.minatodao.com

https://twitter.com/Minato_Kanji
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