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改めて、ビットコインについて

ビットコインについて BITSHOWERの可能性

ビジネスプラン

Q&A

取引の仕組み



■ ビットコインの歴史

2008年 『Satoshi Nakamoto』の名でビットコインについての論文が発表される

2009年 『Satoshi Nakamoto』によるプログラムの実装、ビットコイン運用が開始され、同氏が世界初のビットコイン所有者となる

2010年 2月、USD（米ドル）とBTC(ビットコイン）を交換する『ザ・ビットコインマーケット』取引所が開設

2010年 5月、フロリダ州でビットコインによる初の商取引が成立（ピザ$25相当を1万BTCで購入）6月、1BTC = 0.01USD

2010年 日本に国内最初の取引所開設。11月にはビットコインの時価総額が100万USDを突破

2011年 2月、1BTC=1USDとなり、8月には1BTC=31USDまで上昇。認知度が上がり、様々な関連ビジネスが登場し始める

2013年 3月には1BTC=200USDだった価格は11月の時点で1,000USDまで上昇。時価総額も100億USDを突破

→ この時点で発行上限の2,100万枚のコインの内、1,200万枚までが発行される

2014年 2月、イーサリウムプロジェクト発動。6月には日本初のビットコインATMが東京に誕生

2014年 7月、アメリカ、ニューヨーク州においてビットコイン交換所への規制法案『BitLicense』が公表される。

→ 以後、各国政府や金融機関において暗号通貨に関する規制議論がより活性化する

2014年 9月、大手決済会社Paypal社がビットコイン決済への対応開始を発表。日本国内でも決済サービスがスタートする。

世界でのビットコインATMの台数が260台を超える。



※参照 http://www.coindesk.com/price/
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■ ビットコインの価格推移
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■ ブロックチェーンの可能性

①12ページのようなブロックチェーンを活用した新ビジネスの検証のための民間実証の促進と、成果及び課題の集積を行い、

広く公開していくことで市場の発展を促すこと。 例：地域限定ポイント、電子チケットサービス等の実証や、そうした実証を

通じたSLA(Service Level Agreement）の策定 等

②暗号分野など既存の技術的蓄積を生かしつつ、これまで不十分だったブロックチェーンの数理的、情報理論面からの検証

を後押しすること。 例：大学等での研究拠点、研究者間のネットワーク 等

③行政分野におけるブロックチェーン技術の導入を進めることで、行政の効率化、高度化を推進しつつ、率先垂範すること。

例：文書管理、特許、土地登記、投票、徴税、婚姻・出産届 等

④ブロックチェーンの社会実装を円滑に行うため、必要に応じて規制等を見直すこと。 例：消費税法（仮想通貨やポイン

トへの課税）、資金決済法（国際送金）、電子署名法（法的証拠能力の明確化) 等

※経済産業省発表の「ブロックチェーン技術を利用したサービスに関する国内外動向調査」より抜粋

http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160428003/20160428003.html
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交換所 とはユーザーが金融商品の直接取引が行える媒体のことを指します。

『取引所取引』では 取引所 が買い手と売り手の間に入り仲介役をしてくれますが、

『交換所取引』では交換所があなたのカウンターパーティになってくれます。

この取引形態は二者間で取引をするので「店頭取引」とも呼ばれています。

海外旅行にいく際に空港で日本円を外貨に両替する両替所がまさに交換所そのものです。

ビットコイン交換所では交換レートに手数料を加算したり、あるいは実際に交換が成立した際に

ユーザーから取引手数料を貰うビジネスモデルを採用しています。

■ ビットコイン交換所の仕組み



■ 国内大手取引所の取扱高

参照：https://jpbitcoin.com/market/volume
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例えば、ある取引所Aでは1ビットコインが100円で売っており、ある取引所Bでは１ビットコインが95円で売っていま

す。

同様に取引所Aでは90円で買い取っているが、取引所Bでは95円で買い取るなど、常に差額が発生しています。

このように、安い取引所から買い、高い取引所に売る、いわば転売のような形で取引を繰り返し、差益をとる事が可

能です。

■ トレーディングの仕組み

■ ビットコインはドル円相場の3倍～5倍以上ものボラティリティがあります。

■ 通常の通貨と同様、ビットコインやその他の暗号通貨でもFXトレードが可能。

■ ビットコインは取引所によって売り買いの金額が若干違います。



■ BITSHOWER™の収益構造

Bitshower（ビットシャワー）では裁定取引（アービトラージ）により、価格の安い国で暗号通貨（仮想通貨）を購入し、

価格の高い国で売却するという、非常にシンプルなビジネスモデルとなっております。

また、専用ソフトにより、そのタイミングでの為替価格差額、暗号通貨差額を瞬時に計算し、最大の利益収益をあげることに

成功しています。これにより1日平均で5%の収益をあげることができるようになっています。

アメリカの主要取引所 日本国内の主要取引所ヨーロッパの主要取引所
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■ BITSHOWER™（ビットシャワー）の投資プラン

BITSHOWER™（ビットシャワー）では皆様に下記の３つの投資プランをご提案しております。

○ ベーシックプラン（$100 / $300 / $500）

日配当0.5％ ※年間利率 約125％

○ プレミアムプラン（$1,000 / $3,000 / $5,000）

日配当0.8％ ※年間利率 約200％

○ プロフェッショナルプラン（$10,000 / $30,000 / $50,000）

日配当1.2％ ※年間利率 約300％

※各プラン共通：全報酬合計額が投資金額の300％に達した時点でポジションは一時停止となります。

停止となったポジションは同額を再投資していただく事で報酬を受け取れるようになります。

300％に達した時点でプランの変更も可能です。



Daily Bonus (デイリーボーナス)*
<日配当>

0.5%
年間上限
約125%

0.7%
年間上限
約200%

1.2%
年間上限
約300%

パッケージランク／価格

ベーシック

100 USD 

300 USD

500 USD

プレミアム

1,000 USD

3,000 USD

5,000 USD

プロフェッショナル

10,000 USD

30,000 USD

50,000 USD

*デイリーボーナスはパッケージの金額に応じて毎日配当を得ることが出来ます。（イギリスの営業日のみ ※年間約250日）

■ 投資プラン：Daily Bonus（デイリーボーナス）



■ BITSHOWER™（ビットシャワー）３つのSpecial Bonus（スペシャルボーナス）

ご紹介いただいた際に、下記の３つのSpecial Bonus (スペシャルボーナス)が発生します。

●Direct Bonus（ダイレクトボーナス）

直接ご紹介された方の金額の10％が還元されます。（全プラン共通）

●UNI-LEVEL Bonus（ユニレベルボーナス）

ご紹介された方から、さらにご紹介が出た際、階層により3％、2％、1％を還元

（プランによる制限階層があります）

●Binary Bonus（バイナリーボーナス）

直接紹介された方が2名以上の紹介をした際、その先のグループボリュームの総額に対して

5％、7％、10％が還元されます。



1) Direct Bonus（ダイレクトボーナス）

直接紹介された方の購入金額に対して10％のボーナスが発生します。（全プラン共通）

上記の場合、$30,000 + $5,000 + $10,000 の３つの購入パッケージの合計である

$45,000 の10%である $4,500 がDirect Bonus（ダイレクトボーナス）として紹介者に還元されます。

ご登録者

$30,000 $5,000 $10,000



ダイレクトボーナス*
（直接紹介料）

10%

10 USD

30 USD

50 USD

10%

100 USD

300 USD

500 USD

10%

1,000 USD

3,000 USD

5,000 USD

パッケージランク／価格

ベーシック

100 USD 

300 USD

500 USD

プレミアム

1,000 USD

3,000 USD

5,000 USD

プロフェッショナル

10,000 USD

30,000 USD

50,000 USD

*新規登録者が新たに購入したパッケージ価格の10%が紹介者にダイレクトボーナスとして支払われます。

1) Direct Bonus（ダイレクトボーナス）



2) UNI-LEVEL Bonus（ユニレベルボーナス）

2層 合計$60,000に対して3%（$1,800）

ご紹介された方から、さらにご紹介者が出た場合、登録金額に応じて下記のボーナスが発生します。

ベーシックプランは4層まで、プレミアムプランは7層まで（5層～7層まで各1％）、プロフェッショナルプランは10層まで（5層～10層まで各1％）

$30,000 $10,000 $10,000$10,000

$10,000 $5,000 $10,000$10,000 $30,000

$30,000 $10,000$10,000 $30,000 4層 合計$80,000に対して1%（$800）

3層 合計$65,000に対して2%（$1,300）

ご登録者

$30,000 $5,000 $10,000



3) Binary Bonus（バイナリーボーナス）

左右に直接紹介をした場合、バイナリー権利が発生します。

バイナリーポジションは、left（左）かright（右）

の各1ポジションのみ配置されます。

それ以降のポジションはleft（左）かright（右）

のみ選択いただき、下層に付きます。

左側$50,000がプールされます。

ご登録者

$10,000 $10,000
left right

バイナリー権利発生

ご登録者

$10,000 $10,000
right

バイナリー権利発生

$50,000
left

left



3) Binary Bonus（バイナリーボーナス）

左側の$50,000と右側に追加された

$20,000に対してバイナリーが発生

※ $20,000×10％＝$2,000

$50,000 – 20,000

左側の残り＄30,000はプールされます。

ご登録者

$10,000 $10,000
right

バイナリー権利発生

$50,000
left

left

$10,000
right

$10,000
left



3) Binary Bonus（バイナリーボーナス）

ご登録者

$10,000 $10,000
right

バイナリー権利発生

$50,000
left

left

$10,000$10,000
left

左側の残り$30,000と右側に追加された

$30,000にバイナリーが発生

$30,000×10％＝$3,000

右側の残り$10,000はプールされます。
$10,000

right

$10,000
left

right

$10,000
right

$10,000
left



ベーシック プレミアム プロフェッショナル

購入パッケージ

$100 $1,000 $10,000

$300 $3,000 $30,000

$500 $5,000 $50,000

投資プラン
（デイリーボーナス）

日配当 0.5% 0.8% 1.2%

年間上限 300% 300% 300%

1) ダイレクトボーナス 10%

2) ユニレベルボーナス 2層：3% 2層：3% 2層：3%

3層：2% 3層：2% 3層：2%

4層：1% 4層：1% 4層：1%

5層～7層：1% 5層～7層：1%

8層～10層：1%

3) バイナリーボーナス 5% 7% 10%

<備考

【パッケージ共通】
全報酬の合計額が投資金額の300％に達し
た時点でポジションは一時停止となります。

同額を再投資していただく事で報酬を受け取れ
るようになります。

停止となったポジションは 300％に達した時点
でプランの変更も可能です。

紹介者した方の購入金額に対して

左右少ない方に対して。無制限

■ BITSHOWER™（ビットシャワー）ボーナス一覧

・デイリーボーナスはパッケージの金額に応じて毎日配当を得ることが出来ます。（イギリスの営業日のみ ※年間約250日）
・バイナリーボーナス発生条件：左右に各＄300以上の紹介を出す事で「アクティブ」となります。以降の制限無しにグループの売上全てが対象となり、左右の総取扱額の低い方を対象として
バイナリーボーナスが発生します。
・全ボーナス共通の配当上限：上記のボーナスの合計額は『自己購入金額』を一度に受け取れるボーナスの上限とする。
・全ボーナスの配当総額が自己購入分の300％に達した時点で、契約は終了。（再購入可能）・ビットコイン等に交換可能（手数料5％）
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■ Q & A ：基本的な質問

Q1. いつから登録が可能ですか？
A1. 全世界同時スタートが4月5日です。この日にシステムがオープンし自由登録になります。

Q2. 入金方法は？
A2. ビットコインでのお支払となります。

Q3. 10カ国オープンと聞いてましたが本当でしょうか？
A3. 同時に20カ国オープンとなっております。情報の行き違いがあり、申し訳ありません。

Q4. 日本国内の連絡先はありますでしょうか？
A4. 正式オープン後、随時情報開示がされていきますが、ビットシャワーはオーナーズクラブ制ですので
全員任意で携わっているチームとなります。日本語ての゙ご連絡先は bitshower.japan@gmail.com です。

Q5. 日本国内向けのウェブサイトはありますか？
A5. こちらのリンクが公式サイトとなっております。http://www.bitshower.com

Q6. 出金方法はビットコインだけですか？
A6. はい。毎週土曜日までに出金申請を行い頂き、申請後5日以内に指定のウォレットに着金します。

mailto:bitshower.japan@gmail.com
http://www.bitshower.com/


暗号通貨（仮想通貨）の出し入れを可能とする取引所やウォレットは様々ですが、

全て日本語対応の『Coincheck』のお取り扱いをオススメしております。

日本の銀行へのお振込も手軽で簡単です。

https://coincheck.com/?c=RDE6XgFykF4

■ ビットコイン用の取引所はお決まりですか？

https://coincheck.com/?c=RDE6XgFykF4
https://coincheck.com/?c=RDE6XgFykF4


http://www.bitshower.com

http://www.bitshower.com/

