
 

 

ホワイトペーパー 
⾰命的な報酬ポイントシステム︕ 

 
はじめに 
 

仮想通貨（暗号資産）は、デジタル世界における通貨のネクストステップです。仮想
通貨の価値の上昇と普及に伴い、既存の問題を解決し、ブロックチェーンテクノロジ
ーのアプリケーションへの需要が⾼まっています。 
 
分散型⾦融（DeFi・ディーファイ）は、⾦融の仲買⼈・取引所・銀⾏のような中央管
理システムの仲介に頼らず⾦融取引を可能にするブロックチェーンテクノロジーを利
⽤した新しい⾦融サービスのエコシステムです。この分散型⾦融のユースケースのう
ち、最も⼤きな成⻑と可能性を秘めたもののひとつが、ロイヤリティ・リワード市場
です。 その市場規模は 2021 年には 70 億⽶ドルに達し、2027 年までに 250 億⽶ド
ルを超えると予測されています。これこそまさに Shrew がターゲットする規模の市場
です。 
 
ロイヤリティ・リワード市場は、従来のビジネスシーンに最も普及していながら、技
術的に最も遅れているセクターのひとつです。この業界は⾮効率性と⽭盾に満ちてお
り、顧客の利益を無視することで、報酬を提供する企業をも犠牲にしています。そこ
で最先端の使いやすいソリューションは、その成⻑可能性、インターネットの広範な
普及、ブロックチェーンと暗号通貨技術の台頭とも相まって、今後さらに市場でかな
りのシェアを獲得する絶好の機会があると私たちは考えます。 
 
私たちの使命︓ Shrew とは、SHoppingREWards の略称です。私たちの使命は、仮
想通貨とリワード・プラットフォームに⽀えられたコミュニティを築き、代替可能で
安全、簡単いアクセスできるユニバーサル・リワード・トークンを提供し、リワード
ポイントに⾰命を起こすことです。トークンひとつですべてを可能にします。 
 
私たちのビジョン︓ 私たちは、他の通貨と同じように交換または使⽤できるユニバーサ
ル・トークンを利⽤して、世界最⼤のロイヤリティ・リワード・プラットフォームを
作成します。すべての事業者とカスタマーのために、ポイントを⺠主化します。



 

 

現在の状況 
 

ロイヤルカスタマーの獲得は、eコマースビジネスやハイストリートブランド業者にとっ
て⾮常に重要です。新規顧客の獲得競争は⾮常に激しく、必要な労⼒とコストはますま
す増加しています。したがって、ブランドを⼤切にするロイヤルカスタマーの獲得が、
競争上の優位性を⽣み出すのは当然のことです。 
 
以下は、クリス・サルチ（⽶経済誌フォーブス編集委員）が最近の記事で取り上げた調
査データです。 
(https://www.bigcommerce.co.uk/blog/customer-loyalty-blockchain/ #customer-

loyalty-programs-need-an-upgrade) 

 
• リピーターは店舗の収益の40％を⽣み出す。 
• ミレニアル世代の62％、顧客全体の54％は、好みのブランドからのみ購⼊する傾向があ

る。 
• 上位位10%の顧客は、購⼊ごとに平均的な顧客の３倍の⾦額を費やす。 
• 上位1％の顧客は、5倍の⾦額を費やす。 

 

全体として、ロイヤルカスタマーはより多くの⾦額を購⼊に費やし、サイトにアクセス
したときのコンバージョン率も⾼く、潜在的な顧客層にもブランドをプロモートする可
能性が⾼くなります。 

 

ロイヤルカスタマーはブランドにとって⽣命線となるため、彼らを獲得するために多く
の資⾦が投⼊されるのも不思議ではありません。⽶フォーチュン誌が調査した 500 企業
のうち、54％が 2018〜2017 会計年度にロイヤリティ・プログラムの予算を増やすと回
答しました。 

 
eコマースストア、実店舗のどちらも⻑い間、ポイントや割引を提供するロイヤリティ・
プログラムを使⽤してリピーターを獲得してきました。 
  

しかしそのような従来型のプログラムは、ポイントカードの携帯や複雑な会員登録⼿続
きが必要となることもあり、現代の顧客にはかつての⼈気はなくなっています。カスタ
マーエクスペリエンスを⾼めようとして、実際には逆の効果をもたらしてしまう可能性
もあるのです。複雑な⼿続きと報酬体系は、顧客の熱意を弱めてしまいます。 
 
 



 

 
 
  

Shrewはブロックチェーンテクノロジーを使⽤することで、従来のプログラムの問題点を
取り除き、カスタマーエクスペリエンスを向上させ、顧客ロイヤリティの報酬に⾰命を
もたらします。 
 

  

 

 

Shrewでポイントに⾰命を起こす 
 

eコマースでは、通常、消費者が⼩売業者のロイヤルティ・プログラムにサインアップす

るのは早くて簡単にできます。しかし、実際に何⼈の顧客がブランドの忠実なサポータ

ーになるでしょうか︖ 

 

従来のロイヤリティ・プログラムには、次のような問題点があります。 

 

1. ポイント償還率が低い 

現在、市場には数多くのロイヤルティ・プログラムがあり、⾮常に煩雑です。調査によ

ると、平均的なアメリカ⼈は 7 つのロイヤルティ・プログラムに参加し、そのうち 30％

の⼈は⼀度もポイントを活⽤しません。ポイントは期限切れになるまで貯めることがで

きますが、ブランドはリピーターの獲得につながりません。 

 

2. システム維持のコストが⾼い 

⼤規模店舗や e コマースショップは、サードパーティによる顧客ロイヤルティ・プログ

ラムのカスタムソリューションを導⼊・維持するために、しばしば⾼額な料⾦を⽀払い

ます。既存のアプリを使⽤する、または独⾃アプリを開発する場合にも、エンタープラ

イズレベルのソリューションなら、メンテナンスを含めた料⾦は⽉額 20 万〜150 万円に

もなります。報酬プログラムにかかったコストに対する投資利益率が低い場合には、当

然、プログラムを維持する価値がありません。 

 



 

 

 

 

3. 顧客のインセンティブが少ない 

今⽇のロイヤリティ・プログラムは、消費者ではなく、それを提供する会社の利益を尊

重する傾向があります。顧客は報酬を獲得するために、必要のない購⼊を強いられるこ

とさえあるのです。調査によるとミレニアル世代の消費者の 33％は、カードが多すぎて

持ち運びに不便という理由だけで、ポイントプログラムを嫌います。購⼊者とのポジテ

ィブな関係を育まないロイヤルティ・プログラムに、はたして意味があるでしょうか︖ 

 

４．セキュリティ上の懸念 

⼀部の消費者は、ロイヤルティ・プログラムに参加する際に、個⼈情報の漏洩やセキュ

リティに警戒します。⽶ハリス世論調査によると、消費者の 71％が、名前と電話番号以

上の個⼈情報を収集するロイヤルティ・プログラムには参加しない可能性が⾼いと答え

ました。そうした懸念を抱くのは、実にまっとうです。2017 年に起きた⾦融⼝座に紐づ

くアカウントへのサイバー攻撃のうち、11％が特にロイヤルティ・プログラム・アカウ

ントへの攻撃であり、前年の数値 4％から増加しています。 

 

 

 

ロイヤルティ・トークンの場合 
 
ブロックチェーン・テクノロジーは、プログラムの所有者とユーザーを複数接続し、単
⼀プラットフォームとリワード・トークンを持ちいることで、従来の e コマースにおけ
るロイヤルティ・プログラムの様々な問題を解決します。 
 
このテクノロジーによりプログラムへの登録プロセスも簡素化されるため、従来のよう
に複数のアカウントに基づくポイントカードやパスワードで財布が溢れることはありま
せん。 
 
ユーザーはブロックチェーンを通じて、複数のプログラム間で相互運⽤可能なロイヤル
ティ・トークンを受け取り、引き換えることができます。 
 
 
 



 

 
 
 
 
これらのトークンは従来のポイントとは異なり、期限切れになったり、価値を失うこと
もありません。このシステムの利点には、次のようなものがあります。 
 

１．オープンシステム 

ネットワーク内で発⽣したトークンの保有はブロックチェーンに公に記録され、改ざん
することはできません。またトークン発⾏会社が、⾃分たちの⽅針で取引記録を削除す
ることもできません。ポイントが期限切れになったり、価値が切り下げられたりするこ
ともないので、消費者により透明性の⾼い、優れたカスタマーエクスペリエンスを提供
します。これは顧客ロイヤルティを⾼めたい企業にとっても、⼤きなメリットです。  

 

２．シンプルさ 

ブロックチェーン・トークンは、他のストアで使⽤したり、異なる暗号通貨に切り替え
たり、将来のために保管したりすることができます。消費者は、たとえば 600 Vons ポ
イント、50,000 アメリカン航空マイル、および 10 枚のサンドイッチカードスタンプを
使い分ける必要がなくなります。 

 

３．より⾃由な柔軟性 

ブロックチェーン・ロイヤルティ・トークンを使⽤すると、トークンの引き換え⽅法に
ついてもより⼤きな⾃由が保証されます。従来のロイヤルティ・プログラムに対して顧
客が抱く不満のひとつは、複雑なポイント獲得システムと限られた報酬です。ですから、
獲得したポイントをより柔軟に使⽤できるようになることは、⼤きなプラスです。  

 

４．コストの削減 

このプログラムの実装と維持には、何⼗万ドルもの費⽤がかかりません。ブロックチェ
ーンのネイティブ元帳があるおかげで、トークンはすでに記録されています。Shrewを使
⽤する際に必要なのは、マーチャントがすでに持っているカード決済を受け⼊れるため
の POS 端末のみです。すべての複雑な⼿続きは Shrew プラットフォームが⾏うため、追
加のインフラストラクチャを装備する必要がありません。Shrewがリワードポイントのエ
コシステムをあらゆる規模のあらゆるビジネスに開放し、本質的にリワードポイント業
界を⺠主化すると宣⾔するのは、これが⼤きな理由です。 
 

 



 

 

 

 

５．全体的な透明性 

企業は、⾃分たちの意志でブロックチェーンのルールやトークンの価値を変更できませ
ん。顧客は参加するブランドから、いつでもどこでもポイントを交換することができる
のです。 
  

６．セキュリティの強化 

ブロックチェーンは P2P システムに基づいているため、プログラムやストア全体で違反
が発⽣する可能性ははるかに低くなります。必要な情報はすべて、不変のブロックチェ
ーン元帳に保存されます。タイムスタンプ付きのデータベースエントリは元に戻せない
ため、詐欺やトランザクション操作の問題を防ぐことができます。 
  

７．アクセシビリティ 

あなたの報酬トークンは、いつでも友⼈や家族に送ることができます。あなたの所有す
るトークンは、好きな⼈と送り合ったり、交換したり、使うことができます。 
  

８．より優れた分析 

Shrewエコシステム内の事業者は、組み合わされた顧客分析を活⽤することが出来ます。
データは匿名化され、GDPR 標準に準拠するよう適正化されますが、⼩売業者にとって
は戦略を最適化するための分析データの宝庫になります。これは競争上の優位をもたら
し、顧客の拡⼤と維持に貢献するため、事業者にとって Shrew エコシステムに参加する
⼤きなインセンティブになります。 
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Shrewリワード・プラットフォーム 
 

Shrewリワード・プラットフォームは、多くのコアコンポーネントを統合して、事業者と

顧客の双⽅にシームレスなエクスペリエンスを提供します。プラットフォームのコンポ

ーネントは次のようになります。 
 

• アプリ – iOSおよびAndroid⽤のShrew アプリケーション。これにより、顧客は携帯

電話から直接SHREWを追跡、獲得、⽀出、送信できます。 

 

• マーチャントポータル – Shrew ロイヤルティ・リワード・プログラムを購⼊、および

管理するためのポータルです。 

 

• SHREWトークン – ユニバーサル・リワード・トークン。交換所を介して任意

の法定通貨、またはほかの暗号通貨にも交換可能。 

 

• パートナーシップ– eウォレットを提供する決済サービスプロバイダーと（Ｖｉｓａ，マス

ターカードなどを含む）とのパートナーシップ。顧客へのeウォレットアプリとデビットカー

ドカードで、多くのポイントカードを持つことなく、簡単にSHREW を獲得できます。 
 
 

ラットフォーム
 

 
 

 
 

  

 
 

SHREWにサインアップ︕ 

Shrewにサインアップしてアプリ

をダウンロードし、⽀払いカード

を注⽂します。 
 

加盟事業者での購⼊ 

ShrewアプリまたはShrewデ

ビットカードを使って、加盟

事業者で購⼊します。 

 

SHREWを獲得︕ 

⽀払いが済むと、Shrewを獲得しま

す。Shrewの残⾼をアプリで確認す

る以外、何もする必要がありません。 

 

SHREWを使う、交換する 

Shrewを使って、他の暗号資

産や法定通貨に交換すること

ができます。 

 



 

 

アプリ 
 

Shrewアプリは、いくつかの重要な機能を組み合わせて、従来のロイヤルテ

ィ・プログラムに⽐べて複数のメリットを顧客に提供します。主な機能は次の

通りです。 

 

• ユビキタス性 –このアプリはiOS, 
Android、およびwebアプリとして利⽤可
能で、顧客はいつでもどこでも簡単にアク
セスできます。 
 

• E-ウォレット– 顧客がロイヤルティ・ 
トークンを保管し、残⾼を⼀か所に表⽰ 
する他、預け⼊れ、転送も⾏えるe-ウォレッ 
トを提供します。 
 

• デビットカード– 他のロイヤルティ・リワードの⽀払いカードなしで、SHREW を簡単に使
⽤する物理的、および仮想的なデビットカードサービスを提供します。 
 

• SHREW トークン – SHREW トークンの利⽤はもちろん、動きをチェックし、
送受信したり、交換もできます。 
 

• QR コード – 顧客ごとに固有のQRコードを使⽤するため、加盟店で商品を購
⼊する際、その場でSHREW を獲得できます。 
 

• ⽀払い – ApplePayまたはGooglePayとの統合により、SHREWアプリ以外に他
のアプリを使わず、SHREWトークンの⽀払いと獲得が簡単に⾏えます。 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ペイメントカード 
 
Shrewエコシステムのキーコンポーネントの

ひとつは、物理および仮想Shrewデビットカ

ードです。これはすべてのPOSシステム、お

よびすべてのオンライン決済プロバイダー

で機能し、Shrewの顧客がShrewを簡単に獲

得、使⽤、取引できるようにします。 

 

私たちはVisaやマスターカードなどの主要なカード発⾏会社と提携して、シーム

レスでシンプルな⽀払い体験をお客様に提供することを⽬指しています。 

 

 

 

SHREWトークン 
 
Shrewエコシステムの独⾃通貨であるSHREWトークンは、従来のロイヤリテ

ィ・プログラムに⽐べて次のような利点を提供するユニバーサル・リワード・

トークンです。 

 

• 安全性 – コンセンサスアルゴリズムによって

保証される分散型元帳を備えた次世代ブロック

チェーンテクノロジーを搭載。 

• 代替可能性 – 仮想通貨は従来の通過同

様、他の法定通貨や暗号資産と交換可能で

す。 

• アクセシビリティ – アプリまたは独⾃のeウォ

レットで、トークンの残⾼に簡単にアクセス

し、SHREWコインを獲得、使⽤、取引します。 

• シームレス - あなたが参加するさまざまなポイントシステムで使えるユニバーサルな

トークンを導⼊すれば、プラスチックのポイントカードが不要になります。 

 

 

 



 

 

 

ビジョン 
 
私たちのビジョンは、他の通貨と同じように交換または使⽤できるユニバーサル・トー
クンを利⽤して、世界最⼤のロイヤルティリワードプラットフォームを作成することで
す。このビジョンを実現するために達成することが要求される戦略的マイルストーンが
いくつかあります。以下は、私たちの⽬標を確実に達成するためのロードマップです。 
 
 
仮想通貨SHREWの作成 - 2021年4⽉ 
2021年4⽉までに、Binanceスマートチェーン上にSHREWトークンを作成します。 
SHREWはBEP20に完全に準拠、つまりBinanceスマートチェーンに要求される基準に準
拠しており、Shrewエコシステムの稼働に必要なすべての機能を網羅しています。 
 
 
ウェブサイトとホワイトペーパー - 2021年５⽉ 
私たちのホワイトペーパーはすでに作成されていますが、読者がすべての情報を⼊⼿で
きるように、詳細を最終決定しています。 SHREWの購⼊を可能にし、購⼊者への配布を
容易にするために、Webサイトもアップグレードします。これにより、私たちのソーシ
ャルチャネルは完全に稼働します。 
 

プレセールイベント - 2021年5⽉〜6⽉ 

アーリーアドプターは、取引所に上場する前に、当社の Web サイトを通じて、最初の
上場価格の 75％で SHREWを購⼊することができます。これらの資⾦の最低 30％は、取
引所での流動的な取引を可能にするために流動性プールに直接投⼊されます。プレセー
ルでの購⼊は、トークンの枚数が限定されています。  

プレセールには、5 ⽉と 6 ⽉に 2 つのステージがあります。 

 

パンケーキスワップおける流動性プールの作成 – 2021年7⽉ 

流動性プールは、パンケーキスワップ上に作成されます。⼀⽇あたり 8 億⽶ドルの取引
量（執筆時）を持つ分散型取引所です。ここでは世界中の誰とでも即座に SHREW 取引
が可能です。これは SHREW の取引におけるキックスターターであり、初期価格は販売
前の価格よりも 100％⾼く設定されます。 

 

 



 

 

 

Coinmarketcap およびCoinGeckoへのリスティング – 2021年8⽉〜12⽉ 

流動性プールが稼働し始めたら、Coinmarketcap.com、Coingecko.com、およびその
他の価格集計サイトに SHREW を追加するよう申請します。世界で最もトラフィックを
集める Web サイトのひとつを介して、新しい投資家にもアピールをしていきます。 

 

CEX（集権型取引所）へのリスティング – 2021年9⽉以降 

アプリケーションは、Binance.comをはじめとする世界最⼤の仮想通貨取引所のいくつ
かにSHREWが上場されるように作成されます。これによりさらなる流動性と機会が⽣ま
れ、SHREWトークンの⼤幅な値上げにつながります。 

 

Shrewエコシステムの構築 – 2022年以降 

Shrew エコシステムの構築が開始されます。プレセールを通じて調達した資⾦を利⽤し、
私たちの熱⼼なチームは、次世代のブロックチェーンテクノロジーを⽤いた Shrew アプ
リケーションの構築を開始します。完全なロードマップは、この⽇付の付近で公開され
ます。製品が進歩するにつれて、トークンの有⽤性もますます広がります。 

 

マーケティングとパートナーシップ - 2022年以降 

ここからが、私たちの旅の最もエキサイティングなステージです。ハイストリートスト
アやオンラインストアをプラットフォームに搭載するための強⼒な弾みがつくのがこの
ステージです。私たちは Shrew に加盟する事業者や組織と信頼に基づく関係を築き、エ
コシステムに移⾏することを⽬指して、熱⼼に取り組んでいきます。 

 

SHREWデビットカード – 2022以降 

SHREW デビットカードを使⽤すると、顧客は 1 枚のカードにチャージして、ショッピン
グの⽀払いを⾏うことができます。 SHREW リワードを扱う加盟店で SHREW デビットカ
ードを使⽤すると、リワードが⾃動的に加算されます。⽀払いと報酬の獲得を、たった
ひとつのアクションで⾏えるようになるのです。 

 

 



 

 

市場規模 

現在、世界のロイヤルティ市場は 2020 年に約 70 億⽶ドルに達し、2027 年までに

250 億⽶ドルに上ると予想されています。年間の成⻑率も 20％と、これはすでに需要

が確⽴された業界にとって⾮常に⾼い数値と⾔えます。 

私たちはこれを、獲得可能な最⼤市場規模（Total Addressable Market. TAM）と定義

します。私たちは、業界全体の特定のセクターに焦点を当てる必要があることを認識し

ています。これはユニバーサル・リワード・トークンとして SHREW を採⽤するために

最も必要なことだと信じているので、最初に e コマーススペースと実店舗の両⽅を運営

している中⼩企業（SME）に焦点を当てます。私たちはこれを、サービス可能で利⽤可

能な市場（Servicable Available Market, SAM）と定義します。 

SAM 内で私たちは市場の最初のシェアを獲得し、それは成熟するにつれて拡⼤し続け

ると信じています。これが私たちにとってサービス可能で実際に獲得できる市場

（SOM）であり、私たちの主な焦点となります。 

本年度はシンプルなアプロ―チを取り、SAM は TAM の 20％であると推定した上で、

SAM の 20％のシェアを獲得することを⽬指しています。これは、2021 年に 2 億

4000 万⽶ドルの収益を獲得する可能性にあたります。年間成⻑率が 20％の場合、

Shrew による追加の市場シェア獲得なしでも、2027 年までに 8 億 6000 万⽶ドルの価

値に⾼まることが推定されます。これらの控えめな⾒積もりには、⼤きな上昇の可能性

があると私たちは信じています︕ 

 

市場規模 70億⽶ドル 
獲得可能な史上最⼤規模 

 

14億⽶ドル 
サービス可能で利

⽤可能な市場規模 2.6億⽶ドル 
サービス可能で実

際に獲得できる市

場規模 

 

 
 



 

パートナーシップ 

パートナーシップは、Shrewエコシステムを構築するための重要な要素の1つになるこ

とを理解しています。そのため、以下のセグメントとのパートナーシップが最も重要

であると考えています。 

 
 

1. 事業者 – Shrewロイヤリティリワードプラットフォームへのマーチャント

の参加は、私たちが重視する柱のひとつです。 

 

2. 決済サービスプロバイダー – 決済サービスプロバイダー、およびカード発

⾏会社と提携して、お客様にシームレスな電⼦財布と決済サービスを提供

できるようにします。 

 

3. 取引所 – 複数の仮想通貨と法定通貨ペアを扱う取引所にコインをリスティ

ングすることは、SHREWの代替可能性を確保するために不可⽋です。 

 

4. マーケティングエージェンシー – ShrewエコシステムとSHREWトークン

を、顧客と⼩売業者に宣伝し、採⽤を促進します。 

 
 
 

可能性のあるパートナー︓ 
 



 

 

トークン・エコノミー 
 

BEP 20 トークン 

SHREW トークンは、Binance スマートチェーンの BEP20 規格に完全に準拠していま

す。他のネットワークではなく、BEP20 トークンを選択した理由はいくつかありま

す。 

 

 

• ⽐較的安価な取引コスト︓100万⽶ドル相当のSHREWトークンを送付するには、0.04
⽶ドルかかります（執筆時点）。イーサリアムネットワークで同様の取引を⾏う場
合、コストは、その時の状態に応じて1000倍も⾼くなる可能性があります。 
 

• ⾼速ブロック作成︓SHREWトークンを投資家に配布する最近のテストでは、⼤量の
SHREWを送信するのに8秒もかからないことがわかりました。繰り返しになります
が、例としてイーサリアムを使⽤すると、ブロックの作成はネットワークの状況に応
じて数分から、場合によっては最⼤1時間かかることがあります。 
 

• 環境により優しいマイニング︓現在、ビットコインとイーサリアムは、プル
ーフ・オブ・ワーク（PoW）と呼ばれるアルゴリズムを採⽤し、ブロックを
検証するためのコンセンサスを形成します。PoWメカニズムでは、取引デー
タの承認作業（マイニング）のために複雑な演算を伴いますが、マイナーの
競争が激化するにつれて、膨⼤な電⼒量を消費することが問題視されるよう
になりました。⼀⽅、Binanceスマートチェーンのネットワークは、プルー
フ・オブ・ステーク・オーソリティー（PoSA）と呼ばれるメカニズムを採⽤
します。これはプルーフ・オブ・オーソリティー（PoA）とデリゲート・プル
ーフ・オブ・ステーク（DPoS）のハイブリッドとなるコンセンサスモデルで
あり、ブロック作成時間の短縮、低電⼒量などのメリットがあります。マイ
ニングにあたって必要なバリデーターは21個で、彼らが順番にブロックを検
証するので、電⼒効率ははるかに⾼くなります。 

 
• パンケーキスワップの利⽤︓SHREWはBEP20トークンを利⽤しているので、

プレセールが終わった直後から、パンケーキスワップ取引所が利⽤可能にな
ります。パンケーキスワップは、地球上で最⼤の分散型取引所のひとつであ
り、毎⽉6億⽶ドル以上の取引があります（執筆時点）。 



 

 
 

通貨詳細: 
 

• トークン名︓ SHREW 

• コンタクトアドレス︓0x0c13970d3c5db20d48446a24e2969a77cd60de4 

• TechRateによる監査︓合格 

• 最⼤供給量︓100B 

•  永遠に燃える: 98.7B 

• バーン︓ あり。（焼却サイクルは追って公表します） 

• ミンタブル︓NO。供給量が増えることはなく、減ずるのみです。 

• ネットワーク︓BEP20 (BSC) 

• 流動性プール︓ローンチ時に⼗分な取引流動性を確保するために、調達額の最低30％を流動性
プールに追加。⾦額は増える可能性がありますが、保証された最⼩額を⾒積もりました。 

• トークントラッカー︓ 
https://bscscan.com/token/0x0c13970d3c5db20d48446a24e2969a77cd60de4 

 

価格曲線とセールスステージ： 

SHREWトークンの価格は、各セールスステージで⼆倍になります。 SHREWがDEX（分散型

取引所）で公開されると、市場の需要と供給に基づいて価格が決定されます。トークンの価

格は、Coinmarketcap.comやCoingecko.comなどの価格集計および統計サイトにリスティ

ングされた後にも上昇が予想されますが、最終的には市場が暗号通貨の価格を決定するた

め、確実に起きるとは⾔えません。ここではCoinmarketcap.comおよびCoingecko.comへ

のリ

ステ

ィン

グ時

に価

値が上昇した他のコインに照らし合わせた価格上昇予測を⽰します。 

 

 
 

 

 

プレセールステージ１ 
-5⽉17⽇開始 
-6⽉16⽇終了 
-最⼤量10B 
-0.0005⽶ドル 

プレセールステージ２ 
-6⽉17⽇開始 
-7⽉16⽇終了 
-0.001⽶ドル 

DEXリスティング 
-7⽉17⽇ 
-0.0011⽶ドル 
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