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https:// aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold

Aureus Nummus Gold (ANG) –世界最大の暗号通貨の 1 つ*
（※時価総額換算）

カナダの企業である Quantum Computing Labs Corporation (「当社」) によって管理および管理されています。
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サービス/製品は
何ですか?

ニーズに合わせて、視聴者
の注目を集めましょう。

あなたの大きな
ビジョンは何です
か？
ニーズに合わせて、視聴者
の注目を集めましょう。

あなたが解決している中心
的な問題は何ですか?

ニーズに合わせて、視聴者の注目を
集めましょう。

金本位制がなければ、インフレ
による没収から貯蓄を守る方
法はありません。

価値の安全な保管場所はあり
ません。

- アラン・グリーンスパン会長
米国連邦準備制度、1987 年から
2006 年。



の目的

アウレウス・ヌムス・ゴー
ルド

アウレウス・ヌムス・ゴールド
時価総額に基づくと、世界第 3 位の暗号通貨。

AUREUS NUMMUS GOLD の目的は次のとおりです。

• 人類が仲介者の伝統的な境界なしに自由に商取引を行うのを助けること。
• を作り出す、世界的に受け入れられている通貨を作成すること。
• で保護された、全世界の安定した金融の安全な避難所および支払いツールになります。
• あなた自身の銀行、あなたの個人的な財布、実際にはあなたの個人的な金庫の銀行家になる金融システム
を提供すること。仲介者なしで資産を管理できます。

AUREUS NUMMUS GOLD (ANG) は次のもので構成されています。

• お好みの Ethereum ベースのウォレット: シンプルで使いやすく、暗号通貨の取引、保管、送信を容易にし、直
接的なピアツーピア処理を利用し、他の暗号ウォレットとやり取りし、安全で、プライベートで、安全！Aureus 
Nummus Gold (ANG) は、最新のすべての Ethereum ウォレットと互換性があります!特定のウォレットを使用す
る必要はありません。好きなものを選択できます。

• 私たちのプライベート取引所: 私たちの取引所は分散化されており、ピアツーピアで処理されます。あなたは
常にコントロールしています。 Aureus Nummus Gold (ANG) を、金、銀、プラチナ、石油、ガス、小麦などの商
品に交換します。また、Aureus Nummus Gold (ANG) を他のほとんどの法定通貨および暗号資産に交換しま
す。アウレウス・ヌムス・ゴールドの購入に関心のある投資家は、アウレウス・ヌムス・ゴールドが取引用にリ
ストされている取引所のいずれかを通じて販売または購入を行う必要があります。金への交換または金から
金への交換は、FINTRAC および FINCEN の規則に基づいて個別に行われます。

• そしてまもなくリリースされる: Aureus Nummus Gold DEBIT CARD、MEDICI BANK Association (私たちの銀行)、
およびCOLLATERALIZED LOANS は、適格な投資家が新しい金融ツールを使用してビジネス活動に資金を提
供するための新しいビジネス機会を提供します。

ウォレットの購入、取引、または資金調達 –オプションを送信、販売、またはチェックしてください! Aureus 
Nummus Gold (ANG) を使用すると、ビジネスや投資活動を簡単、便利、そして楽しく行うことができます。今日、
Aureus Nummus Gold (ANG) メンバーになり、中間業者のいない自由な人間としての生活を始めましょう。
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私たちの登録

Quantum Computing Labs Corp は、
金融サービス事業として FINTRAC に
正式に登録されています。

FINTRAC –
www.fintrac-canafe.gc.ca

登録番号：M20237340

Quantum Computing Labs Corp は、
マネーサービス事業として FINCEN 
に正式に登録されています。

フィンセン - www.fincen.gov

登録番号： QCL4262

Quantum Computing Labs Corp 
の金のサプライヤーである Aureus 
Nummus Latin SAS は、DIAN お
よびその他すべての関連当局に金
の輸出業者として登録されていま
す。

DIAN - www.dian.gov.co

登録番号：901303584-9

Quantum Computing Labs 
Corp の金のサプライヤーであ
る Aureus Nummus Latin 
SAS は、金、貴金属、商品の
輸出業者として ANM に正式に
登録されています。

ANM - www.anm.gov.co

登録番号：
RUCOM-2019091015377

http://www.fintrac-canafe.gc.ca/
http://www.fincen.gov/
http://www.dian.gov.co/
http://www.anm.gov.co/
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記号＝ANG
アウレウス・ヌムス・ゴールドは、金で裏付けられた暗号通貨

であり、その目的は、世界中の安定した金融の安全な避難所お

よび支払いツールになることです。

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

アウレウス・ヌムス・ゴールドとは？

アウレウス・ヌムス・ゴールドは、以下の取引所に上場しています。

認定された投資家は、
Aureus Nummus Gold は、適用法に応じて、ケースバイケースで検討お
よび実行します。
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Ø Aureus Nummus ゴールドパブリックコイン (「パブリック
ANG」) の販売による収益は、金に投資されます。
(取引手数料、交換費用、または適用される税金を除く)

Ø このゴールドは当社が所有しており、ANG の所有者は、ANG を
所有しているゴールドに交換することができます。

Ø ANG の最低購入価格は、ロンドン金属取引所の金価格に固定され
ています。

100,000 ANG = 1 オンスの純金 = 約。 1,800.00 USD* 
*米ドルでの値は、金の価格によって異なります。

Ø 異なる取引所での ANG の価格は、トレーダーによる需要と供給に
応じて、金の価格と異なる場合があります。 ANG の金または他の
商品への交換は、常に金の価格に基づいて行われます。

ユーザーにとって重要な機能
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ユーザーにとってより重要な機能

Aureus Nummus Gold (「ANG」)は次のとおりです。

Ø 分散型。

Ø 独立。

Ø 自由に交換可能。

Ø それには固定供給があり、もう変更することはできませ

ん。

Ø インフレから完全に解放されます。

Ø グローバル。

Ø ゴールドの裏地により安定性が向上。

安定性の説明については、次のページを参照してください。
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Ø Aureus Nummus Goldは、金の裏打ちによって安定性を実現しています。
したがって、それは「資産担保」通貨です。

Ø 他の暗号通貨は、アルゴリズムのソフトウェア コードによって安定性を達

成します。 Aureus Nummus Gold では、人類の歴史全体で証明された唯
一の価値の安全な保存手段は金であると信じているため、アルゴリズムの

ルートを選択しませんでした。そのため、誰かが ANG を購入した場合、
買い手は、買い手が所有し、要求に応じて取得できるのと同じ量の金に

よって購入が裏付けられていることを知っておく必要があります。

Ø したがって、Aureus Nummus Goldは「資産担保ステーブルコイン」に分
類されます。

Ø Aureus Nummus Gold の価格は取引所によって異なる場合があります。
ただし、その基礎となる金の裏付けはそうではなく、ANG の購入者はい
つでも金に交換することができます。

アウレウス・ヌムス・ゴールド -どのくらい安定していますか?
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ü インフレなし。

ü ゴールドに裏打ちされています。

ü ゴールドの裏打ちによる実質価値に基づく安定性の向上。

ü 二度と変更できない固定供給。

ü 仲介者なし。

ü 銀行口座は必要ありません。

ü 信頼は必要ありません。

ü 即時取引。

ü Aureus Nummus Goldプロトコルを変更したり影響を与えたりできる単一の機関はありません。
ü 不正防止、改ざん防止。

ü 完全に分散化されたスマートコントラクト。

ü ダウンタイム、検閲、詐欺、およびサードパーティの干渉の可能性がなく、プログラムに基づいて完全に自律的です。

ü 匿名。

ü ほとんどの法定通貨、暗号通貨、貴金属に自由に交換できます。

Aureus Nummus Gold –潜在的な利点
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KYCは法定最低額に制限されています
コンプライアンスと KYC は、管理上および組織上の悪夢となっています。多くの金融機関は、クライ
アントに関して非常に選択的になり、法的要件をはるかに超えてチェックを実行しています.これに
は、銀行口座開設の流行の拒否や、確立された企業であっても既存の銀行口座の閉鎖が含まれ
ます。暗号通貨が登場したのには理由があります。そして、Aureus Nummus Gold は、金融システム
によって残されたギャップを埋めるつもりです。 Aureus Nummus Gold では、すべての法的要件を満
たしますが、恣意的な個人的なポリシーのためにクライアントを拒否することは決してありません.

信頼
グローバル市場の発展を妨げてきた主な課題の 1 つは、お互いを知らない 2 人の人間の間の取引
契約をどのように管理するかということです。 Aureus Nummus Gold は、共有元帳でスマートコントラ
クトと取引トランザクション情報を暗号化することで、この問題を解決します。したがって、一方の当
事者がそれを見なかったと言う方法はありません。さらに、ビジネストランザクションを実行するス
マートコントラクトは、単一障害点のない分散ノードを介して実行されるため、完全に改ざん防止さ
れ、情報損失に対して完全に耐性があります。

自律性
アウレウスヌムスゴールドは完全に自律型です。その基礎となるスマートコントラクトは、売買契約
を結ぶためにブローカー、弁護士、その他の仲介者に頼る必要がありません。さらに、実行は分散
システムを介してネットワークで管理され、エラーの発生率は実質的にゼロです。

安全
Aureus Nummus Gold のセキュリティはブロックチェーン技術に基づいており、すべてが分散ネット
ワークに保存されているため、100% 安全です。したがって、単一障害点はありません。分散型台帳
技術はハッカーにアクセスを許可しないため、暗号化によりドキュメントは完全に安全であり、発生
率は事実上ゼロです。成功するためには、ハッカーは地理的に異なる場所で同時に 1000 台のコン
ピューターを同時にハッキングする必要があります。これは実現不可能なタスクです。

スピード
Aureus Nummus Gold に基づくスマートコントラクトは、従来のコントラクトよりも迅速に実装できます。

従来のマーケットプレイスで売買契約を締結するために必要な書類は、ブロックチェーンベースの
Aureus Nummus Gold マーケットプレイスでは使用されません。 Aureus Nummus Gold スマートコントラ
クトは、ソフトウェアを使用することで、タスクを自動化し、完全に自動化されたモードでビジネストラ
ンザクションを迅速に実行するために、安全なソフトウェアコードに依存しています。取引は瞬時に
行われ、完全に自動化されており、詐欺防止、改ざん防止、損失防止、そして完全に安全です。

偽物
Aureus Nummus Gold の基盤となるスマートコントラクトは、偽物の販売を排除します。基盤となる分
散型暗号化コードにより、製品を簡単に追跡および検証できますが、これは従来の集中型ビジネス
プラットフォームでは不可能です。さらに、スマートコントラクトの実行は、当事者の合意に基づいて
います。 Aureus Nummus Gold ベースの契約を改ざんするために世界中のさまざまな関係者と共謀
することはできません。

チャージバック詐欺なし
従来のマーケットプレイスの売り手にとっての主な課題の 1 つは、買い手が製品を購入し、PayPal 
などのサービスを介して支払い、その後会社に電話して支払いを取り消すことができることです。こ
の方法によって悪影響を受けた多くのビジネスがあります。買い手は、製品が配達されなかった、
または彼らが望んでいない品質の形で配達されたと主張することができます.しかし、Aureus 
Nummus Gold ベースのスマートコントラクトでは、合意後にトランザクションを変更することは非常に
困難であるか、ほぼ不可能です。買い手と売り手の両方が、意図した販売または取引の条件に同
意するオプションを持っていますが、取引の実行後は取り消すことはできません。 Aureus Nummus 
Gold ベースのコントラクトのこの単純な固有の機能により、トランザクションに対する信頼度が大幅
に向上します。
最後に、スマートコントラクトがビジネスの実施方法とマーケットプレイスの管理方法に革命をもた
らすことは明らかです。基礎となるブロックチェーンテクノロジは、効率性、低コスト、より多様で確
実な販売、およびビジネス契約の実行の完全な確実性を保証します。

変化の必要性 -商取引の利点
アウレウス・ヌムス・ゴールドに基づく
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今日の従来の支払いシステ

ムは、高価で遅く、セキュリ
ティと信頼の侵害に満ちてい

ます。

高い
＆遅い

KYC要件がますます厳しくなる
につれて、銀行は銀行口座の維
持または取得に対してより厳しい
制限を課しています。 2008 年以
来、銀行は既存の顧客を解約す
るか、銀行口座を拒否する数が
指数関数的に増加しています。

制限のある銀行

従来の通貨の根本的な問題は、それを

機能させるために必要なすべての信頼
です。中央銀行は通貨の価値を下げな

いように信頼されなければなりませんが、
法定通貨の歴史はその信頼の裏切りに
満ちています。銀行は、私たちのお金を

保持し、電子的に転送することを信頼す
る必要がありますが、信用バブルの波の

中で、準備金のほんの一部で貸し出して
います。私たちは銀行を信頼してプライ
バシーを守らなければならず、ID泥棒が
口座を流出させないように銀行を信頼し、
必要なときに実際にお金を取り戻すこと

ができると銀行を信頼する必要がありま
す.

信頼の問題

世界人口の 32% 以上が銀行
口座を持たず、手渡し以外に報
酬を受け取り、支払いを行う手

段がありません。

アンバンクド

課題

と

伝統的
な銀行

の問題

と

支払い
システム

金融市場の問題点と課題！
なぜ暗号通貨の台頭?
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ダウンタイムなし、検閲なし、詐欺なし、
サードパーティの干渉なし。 ANG の
ERC20 ベースのコンセンサス プロトコ
ルは完全に安全です。

アウレウス・ヌムス・ゴール
ドは、その永久に固定され
た不変の供給により、完全
にインフレがありません。アウレウス・ヌムス・ゴールドは、ユーザーがアウレ

ウス・ヌムス・ゴールド暗号通貨を所有するために、
銀行口座やクレジットカードなどの与信枠を持って
いる必要はありません。

ANG は、金の裏打ち
により安定性が大幅に
向上しています。

Aureus Nummus
ゴールドは、直接割
り当てられた現物
ゴールドまたは同
等のゴールドによっ
て裏付けられてい
ます。

取引
ほとんど瞬時に、安価で簡
単です。

すべての主要な支払いシステムと互換
性があります:
Aureus Nummus Gold は、現金、電信
送金、クレジット カード、仮想通貨、貴
金属で支払うことができます。

Aureus Nummus ゴールド コインは、
現金、電信送金、クレジット カード、暗

号通貨、貴金属によって割引価格で買
い戻すこともできます。

アウレウス
・ヌムス・ゴ

ー

ルド –

国際決済と
貯蓄の新基

準

本質的な価値を持つ金に裏
打ちされたデジタルコイン。

ANG はあなたの信頼を必要としません。そ
のコンセンサス プロトコルにより、仲介者を信
頼する必要が完全になくなります。
ANG は銀行が請求書や報酬を支払う必要
はありません。

解決策 -アウレウス・ヌムス・ゴールド
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記号:アン

交換:
当社のウェブサイト https://aureus.nummus.gold で取引所のリストをご覧ください。
またはwww.coinmarketcap.com 。

トークン発行者: Simplexx Ltd.（イギリス）
トークン管理者: Quantum Computing Labs Corporation (カナダ)
技術開発者: Quantum Computing Labs Corporation (カナダ) および AN Aurum Dynamics 
Corporation (米国)

資産の種類と説明:
• Aureus Nummus Gold (シンボル: ANG) は、物理的な金または金の同等物によってサポートされるデジタ
ル通貨です。

• 「金によるサポート」とは、一般に流通する ANG の場合、金または金相当物が信託口座、ブローカー
口座、またはその他の口座に入れられることを意味します。

• ANG は、トークン発行者またはトークン管理者以外の誰かによって所有されている場合、「公開流通」
されています。 (****) 一般流通が許可されている ANG は、金で裏付けられた ANG のみです。プライ
ベートコインは、開発やその他の費用を支払うために存在します。利用規約を参照してください。

• ANG は完全に分散化されており、分散型台帳技術と ERC20 標準に基づいています。
• ANG の利用可能な数量は、60 兆コイン (単位) で永久に固定されています。新しい ANG を作成または
追加することはできません。

キーポイント：
• 金または金と同等の準備金は、トークン管理者 (パブリックコイン) が所有します。
• ANG の売却による収益の使用: ANG の売却による収益は、管理者が選択した信託口座、ブローカー
口座、またはその他の口座に金または金相当物を入れるために使用されます。取引手数料、口座手
数料、為替手数料、税金などが適用され、差し引かれる場合があります。

• ANG の買い戻し: ANG の保有者は、トークン管理者に ANG を金または金相当物に交換するよう要求
することができます。買い戻しには利用規約が適用されます。換算レートは、ANG の市場価格に基づ
いています。

• (1) カナダまたは英国の法律で定義されている不可抗力、(2) 裁判所命令、(3) 法的禁止、(4) 市場およ
び/またはビジネスにおける流動性の問題、 (5) 交換依頼の理由として、不正行為や市場操作が疑わ

れる場合。 (6) 利用規約に記載された制限。

• ANG の所有権は、(a) 経営権または議決権、(b) 利子、プレミアム、配当、またはその他の形態の収入
を受け取る権利、(c) いかなる会社、有価証券、配当、利益および損失に対する権利も提供しません。
(d) 保有する金の所有権。

• ANG は自由に取引できます。譲渡、使用、および所有権に関する制限はありません (適用法に従いま
す)。

• ANG の価格は、さまざまな通貨や仮想通貨の取引所、流通市場全般で変動する可能性があります。
• 詳細については、利用規約をご覧ください。

スマートコントラクトアドレス: https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6fa
Webサイト： https://aureus.nummus.gold 
Github.Com のリポジトリ: https://github.com/AureusNummusGold/Gold1

定額合計 :
60 兆ANG = 60,000,000,000,000 ANG
この数値は、通貨の総供給量を表します。それは永遠に固定されています。新しいANG を作成また
は追加することはできません。
最低為替レート:
100,000 ANG = 純金 1 オンス(*****)
この為替レートに基づいて、ANG の保有者はANG を金または他の商品に交換することができます。

推定公衆流通数 (*):
0.589 兆ANG = 589,000,000,000 ANG (**)
ANG (****)が一般に流通する場合は、金または金と同等のものに裏打ちされている必要があります。
毎日のANG 市場価格とは無関係に、100,000 ANG ごとに 1 オンスの金地金または金相当物を信託
口座に預け入れる必要があり、販売されて一般に流通します。

予約金および金相当額:ウェブサイトwww.an.gold

脚注:
(*) 数値は推定値であり、異なる場合があります。
(**) 2020 年 1 月現在、これは利用規約に基づくプライベート コインを指します。プライベート コインとパブリック コインの詳細につい
ては、利用規約の第 7.16 章を参照してください。
(***) 価格は市場変動の影響を受けます。
(****) これは、利用規約に従ってのみ公開コインを指します。プライベート コインとパブリック コインの詳細については、利用規約を
ご覧ください。

(*****) ANG の価格は、さまざまな通貨や仮想通貨の取引所、および流通市場全般で変動する可能性があります。

重要な事実
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ゴールドに裏打ちさ

れた

本質的な価値

安定

ü アウレウス・ヌムス・ゴールド（シンボル：「ANG」）は、資産に裏打ちされたデジタ
ル資産です。

最低価格が金の価格に固定されている、本質的な価値を持つコイン
ただし、ANGには最大価格がありません。
ü ゴールド_ バッキングは、アウレウス・ヌムス・ゴールドの価格展開に下限を設定し、ダ
ウンサイド・プロテクションと安定性の大幅な向上を提供します。この重要な要素は、投
資家とユーザーに高い価値、安全性、安定性を提供します。

ü アウレウス・ヌムス・ゴールドの価格上昇に制限はなく、その価格は需要と供給に応じて自由に上
昇でき、価格サポートは基礎となる金の裏付けによって提供されます。

ü ゴールドの裏打ちにより、アウレウス・ヌムス・ゴールドの価値はより安定し、価格変動の影響を
受けにくくなりますが、価格上昇の可能性は維持されます。

ü ANG は、すべての法定通貨や他のほとんどの暗号通貨のように何もないところから作成される
わけではありません。 ANG の革新的なイノベーションは、標準的な法定通貨の利点と暗号通貨
の利点を組み合わせると同時に、物理的な金または金の等価物による裏打ちを通じて真の検証
可能な価値を提供します。

ü この目標は、Aureus Nummus Gold を直接割り当てられた物理的なゴールドまたは同等の
ゴールドに基づいて達成することによって達成されます。これは、ANG の所有者が集合的に金
を所有し、ANG を金または他の商品に交換できることを意味します (利用規約に従います)。

アウレウス・ヌムス・ゴールド -
あなたの経済的な安全な避難所が私たちの目標です
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信頼と安全は

もはや問題で

はありません。

ü Aureus Nummus Goldでは、信頼は問題ではありません。

ü 従来の通貨とは異なり、Aureus Nummus Gold の透明な本質的価値と分散
型組織により、銀行のような信頼できる第三者は必要ありません。銀行を介

さずに請求書や報酬を直接支払うことができます。

ü 完全に分散化されており、イーサリアム コミュニティのコミュニティ コン

センサスに基づいて機能するため、Aureus Nummus Gold の価値や設定を
変更したり影響を与えたりできる単一の権限はありません。

ü Aureus Nummus Gold は、ダウンタイム、検閲、詐欺、およびサードパー
ティの干渉の可能性なしに、そのプログラムに基づいて完全に自律的に実行

されます。

ü グローバルな支払いを実行するために仲介者も仲介者も必要ありません。

ü したがって、 Aureus Nummus Goldは、すべての人にとって支払いおよび貯蓄
システムとして機能する可能性があります。

Aureus Nummus Gold –信頼と安全
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インフレなし

固定供給

採掘不可

ü Aureus Nummus Gold の供給量は固定されており、二度と変更することはできません。最大 60 兆のコイン
が販売され、セーフ ウォレットに保管されます。 Aureus Nummus Gold コインはこれ以上利用できなくな
ります。

ü 購入可能な ANG の最大量は、米ドルで表され、現在の市場価格に応じて、約 9,000 億米ドルです。この金額
は、多数の商取引に対応する国際的な支払いおよび貯蓄手段としての ANG のビジョンに基づいて選択されま
した。

ü 利用可能なコインは安全なハード ウォレットに保管され、全額が支払われ、販売された ANG コインを本質的
な価値で裏付けるためにそれぞれの量の金が信頼されている場合にのみ、一般に流通することができます。

ü その結果、Aureus Nummus Goldは、国際的な支払いおよび貯蓄手段として機能する可能性があります。
ü Aureus Nummus Goldは採掘できません。コインの量は永遠に固定されています。

ü 、金の裏付けがあるため、バリュー・ステーブル・カレンシーとしての目的を達成するように設計されています。

ü 流通しているアウレウス・ヌムス・ゴールドの供給量は限られており、永久に 60兆コインに固定されています。

ü マイニング不可能な暗号通貨は、サイズが大きくなる可能性が限られているため、非常に価値があります。これは、金
の価格である対価の支払いによってのみ増加する一定の供給のために発生します。 ANG の供給量は永久に固定さ
れており、採掘することはできません。 ANG は従来の通貨のように何もないところから作成されたものではありません。
ANG は法定通貨ではありません。たとえば、ビットコインと ANG を比較すると、供給が限られているため、ANG の
全体的な価格が上昇する可能性があります。しかし、ビットコインの価格は、新しいビットコインが考慮なしに絶えず市
場に導入されているため、停滞または下落しています。一方、ANGは金に裏打ちされているだけでなく、恒久的に固定
された供給量を持ち、そのコインの数はもはや変更できません

Aureus Nummus Gold –安定のロック



18

互換性

自由に変換可能

簡単な販売と購入

ü アウレウス・ヌムス・ゴールドは、ユーザーがアウレウス・ヌムス・ゴールドの暗
号通貨を所有するために、銀行口座やクレジットカードなどの与信枠を持っている
必要はありません。お金、他の暗号通貨、または貴金属を交換するだけです。
Aureus Nummus Goldを使用してください。

ü Aureus Nummus Gold は、現金、電信送金、クレジット カード、仮想通貨、貴金
属で支払うことができます。

ü Nummus Gold コインは、現金、電信送金、クレジット カード、暗号通貨、貴金属
によって割引価格で買い戻すことができます。

ü Aureus Nummus ゴールドは、ゴールド、ビットコイン、スイス フラン、ユーロ、米ドル、カ
ナダ ドル、オーストラリア ドル、日本円、およびその他の多くの仮想通貨に自由に交換で
きます。相互運用性を高めるために、異なる暗号通貨を交換するために使用できます。

ü Aureus Nummus Gold は、企業、消費者、および小売店の日常的な使用のために構築
されており、国内および国境を越えた支払い、決済、および貯蓄のための高速で費用対効
果の高い暗号通貨です。

Aureus Nummus Gold –ビジネスに最適
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M2M (マシン ツー マシン) トランザクションに適して
います。ブロックチェーン技術に基づいて構築された
エコシステムをレンダリングし、軽量で安全、効率的、
手数料のないマイクロトランザクションをリアルタイ
ムで提供します。

また、 Aureus Nummus Goldは、モノのインター
ネット (IoT) 向けに設計されており、IoT とビジネス
トランザクションの仕組みを改善することを目的とし
たスケーラブルなエコシステムです。 IoT 環境内で、
次の開発段階の Aureus Nummus Gold は、想像でき
るあらゆるオブジェクトの追跡と裁量価値の割り当て
を可能にします。

02

01

03 次の開発段階では、Aureus Nummuをグローバルな支
払いおよび貯蓄手段としてグローバルに使用できるよ
うにしたいと考えています。

次の開発段階
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アウレウス・ヌムス・ゴールドは、いかなる

会社または資産にも、いかなる利子また

は株式も付与しません。

アウレウス・ヌムス・ゴールドは、当社が

割引価格で買い戻すことができます。

Aureus Nummus Gold は、該当する

SEC 規則で定義されている証券ではあり
ません。

Aureus Nummus Gold の価値は、事業計画や会社の

成功に依存しません。

01

02

03

04

コンプライアンス



コンタクト：

aureus@ nummus .gold

またはお問い合わせフォームから
https://aureus.nummus.goldで

お問い合
わせ

コンタクト

https://aureus.nummus.gold/
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https://aureus.nummus.goldで公開されている現在のバージョンの「利用規約」および「プ
ライバシーポリシー」は、このプレゼンテーション (「プレゼンテーション」)の使用および
完了の法的根拠です。ここに含まれる歴史的事実の記述を除き、提示された情報は、
1933 年の米国証券法、1934 年の米国証券取引所法、1995 年の民事証券訴訟改革法
の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成します。その他の米国および外
国の証券法。将来の見通しに関する記述には、金の将来の価格、通貨価格の推定、

将来の世界経済生産の推定時期と金額に関する記述が含まれますが、これらに限定
されません。将来の見通しに関する記述は、通常、「可能性がある」、「するだろう」、
「期待する」、「意図する」、「努力する」、「推定する」、「予測する」、「信じる」、 「継続」、

「計画」、または類似の用語。将来の見通しに関する記述は、特定の仮定およびその
他の重要な要因に基づいて作成されており、これらが真実でない場合、Aureus Nummus
Gold の実際の結果、業績、または成果が、そのような記述によって明示または暗示さ
れた将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。 .このような記
述および情報は、現在および将来のビジネス戦略、ならびに金の価格および予想され
るコストを含む、アウレウス ヌムス ゴールドが将来運営される環境に関する多数の仮
定に基づいています。実際の結果、業績、成果が将来の見通しに関する記述と大きく

異なる可能性のある特定の重要な要因には、特に、金価格の変動性、実際の生産量
と推定生産量の不一致、鉱物埋蔵量と資源および冶金学的回収、採掘の操業と
Aureus Nummus Gold を管理する当事者に関連する開発リスク、規制上の制限、政府当
局による活動 (課税の変更を含むがこれに限定されない)、通貨の変動、世界的な経
済情勢、希薄化、株式市場のボラティリティ、および競争。将来の見通しに関する記述

は、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因の影響を受けや
すいため、Aureus Nummus Goldの実際の結果、活動のレベル、パフォーマンス、または
成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されたものと
は大きく異なる可能性があります。これには以下が含まれますが、これらに限定されま

せん:一般的なビジネスおよび経済状況の影響、Aureus Nummus Goldの経営陣が金お
よびその他の商品を購入するリソース操作に対する制御の欠如、および国際的な操
作に関連するリスクを含む、それらの操作に関連するリスク、政府および環境規制、現
在の探鉱活動の実際の結果、経済評価の結論、および計画が洗練され続けるにつれ
てのプロジェクトパラメータの変化、鉱物の市場性のリスク、金の価格の変動、外国為
替レートおよび金利の変動レート、株式市場のボラティリティ、およびその他の多くの
po現時点では不明な潜在的な危険因子。アウレウス・ヌムス・ゴールドの経営陣は、実
際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある
重要な要因を特定しようと試みましたが、結果が予想、推定、または意図されたものと
異なる原因となるその他の要因が存在する可能性があります。実際の結果や将来の
出来事は、そのような記述で予想されたものと大きく異なる可能性があるため、そのよ
うな記述が正確であると証明されるという保証はありません.したがって、読者は将来
の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。このドキュメントの画像、
会社のプレゼンテーションは、Aureus Nummus Gold からのものである場合とそうでない
場合があります。 Aureus Nummus Goldの経営陣は、適用される (証券)法に従う場合を
除き、参照によって含まれている、または組み込まれている将来の見通しに関する記

述を更新することを約束しません。このプレゼンテーションやその他の情報資料に含ま
れる画像や動画は、象徴的なものである可能性があり、必ずしもアウレウス ヌムス

ゴールドに言及しているとは限りません。このプレゼンテーションには、意図しないエ
ラーやタイプミスが含まれている可能性があり、Aureus Nummus Goldの経営陣は、認識
した時点ですぐに修正することを約束します。アウレウス・ヌムス・ゴールドの経営陣は、
意図しないエラーやタイプミスに対して一切の責任を負いません. Aureus Nummus Gold
の経営陣は、市場の状況やニーズの変化に対応するために、いつでも利用規約を変
更することができます。 Aureus Nummus Goldの配布を許可されているのは、 Simplex Ltd
および Quantum Computing Labs Corporationのみです。

免責事項と情報

https://aureus.nummus.gold/

