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～活動基本方針～

　2018 年現在、世界人口は約 75億人です。またその中で仮想通貨人口は約 1%の、7500 万人程度
です。この比率をそのまま日本の人口に当てはめた場合、総人口は1.2億人、仮想通貨人口は約1%の、
120 万人程度です。これは、北海道札幌市の人口約 200 万人にすら遠くおよびません。
　このような背景のもと、実社会において仮想通貨を肯定的に受け止める世界は非常に限定的です。
仮想通貨という視点からのみ決済等の事業提携を行ったとしても、その規模は私たちの生活に浸透
するレベルには到達しないものです。

　仮想通貨と現実世界のリンクをコンセプトとする YUKI にとって、この概算はほぼ無限とも言える
可能性と向き合うことを意味します。
　上記の認識のもと、YUKI を運営する企業としてはあえて「仮想通貨 YUKI」が前提とすることで
諦めるような実需構築は行わない活動方針を設けました。我々の活動において「仮想通貨」である
ことが障害になる場合は YUKI が常に導入可能な余地を残した形で社会経済的提携の成立を優先させ
ます。

　これは YUKI が誕生し、事業提携交渉を進める中で私たちが身を持って実感した経験に基づくもの
です。仮想通貨ありきで直接交渉を行っても、それを直接受け入れる企業はごくわずかです。そこ
で私たちは、受け入れられる技術提供を通してまず社会に浸透し、運営企業としての私たちなくし
ては機能しない経済圏構築を優先することにより、円滑な YUKI の導入を促進するという選択肢を常
に持つこととしました。
　これにより、YUKI が導入可能な条件が整い次第、即成果として成立させることが可能となります。
YUKI の運営会社本体の社会的認知度を上げれば上げるほど、様々な舞台において YUKI が組み込み
やすくなる。そのような意識で私たちは活動を行っています。

　これが現実世界と仮想通貨・ブロックチェーンのリンクを成立させることに重点を置き「第 5 世
代型仮想通貨」を掲げる運営企業としての活動方針です。

　ボラティリティの大きい仮想通貨は、大きな利益を得るホルダーを生み出す反面、その裏で同等
の損失を抱え、人生さえも変えてしまう可能性を秘めています。私たちは時間がかかろうとも、緩
やかで安定した価値の上昇を志向し、YUKI に関わる全ての方々が、可能な限り Win-Win となるよ
うな運営活動を行いたいと考えています。ボラティリティの小さい仮想通貨を目指すことは、特に
仮想通貨決済企業の拡充という目線で、サービス導入に対する不安感を緩和する非常に大切なポイ
ントです。そして、そのような活動方針こそが、5 年後、10 年後も生き残り続ける仮想通貨に必要
なことであると考えています。

新たな仮想通貨のあり方。
現実的な技術開発。

そして、持続性のある事業を展開します。



私たちは以下の 3点を活動の主軸に置いています。

①　第一次産業の活性化
②　地域活性化支援　　
③　人材育成支援　　　

これらのプロジェクトが全て一定の段階まで到達した先を見据え、
YUKI は独自統合プロジェクトの構築を同時に開始しています。

～現実社会に浸透する社会特化型仮想通貨を～

YUKI
Grand Map
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Grand Project 1
第一次産業を中心とした高品質な地域特産物を取り扱う

Eコマースプラットフォーム開発プロジェクト
「YUKI  CryptoMarket」の構築・運営

Grand Project 2
インターネットと現実をシームレスにつなぐ、

「誰でも知識なしで日常で」をコンセプトとした
ウォレットとは異なる現実リンクシステム
コードネーム「Handshake」の開発



Our Future
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～ YUKI が構築する未来像

　YUKI は既にブランド牛「バーチャルオーナーシッ
プ」の試験導入を開始しました。今後は牛肉に限らず、
その他の第一次産業産品、地域ならではの特産物等の
生産者と YUKI ホルダーをはじめとする消費者の連携
を拡大していきます。この積み重ねの先に私たちが掲
げる目標は、地域産品特化 EC サービス「YUKI 
CryptoMarket」の展開です。高品質にもかかわらず E
コマース導入に障害を抱えている地域をサポートし、
そのような隠れた特産物を求める消費者をつなげるこ
とにより、地域経済の活性化を支援します。ブロック
チェーン型トレーサビリティは、このような商品の信
頼性を担保することから導入予定です。また、販売対
象地域は日本国内にとどまらず、日本国外での展開も
視野に入れ、各国の輸入事情に対応したサービスを展
開する予定です。現在、本サービス開始のために必要
な資格・提携等の整備を開始しました。
　決済に使用可能な通貨は主要な仮想通貨・法定通貨
に対応する方向で計画を進めています。

　本プロジェクトにおける YUKI 保有のメリットは、
他の決算手段では購入できない特別な商品やサービス
の提供です。

　　YUKI は上場で得られた資金によって具体的な開発環境を構築試算が可能となりました。それに伴
い、仮想通貨・インターネットの世界と現実世界をつなぐシステム、コードネーム「Handshake」の開
発を開始しました。
　開発プロジェクト「Handshake」はウォレットとは異なる統合システムです。YUKI および
Handshake 専用 ERC721 トークンや dApps を組み合わせることにより、店舗決済における特典やイベ
ント等における入場受付を原因とした行列の解消、派生技術の日常生活への導入等、様々な幅広い用途
に活用可能かつ、ユーザーには特別な知識がなくとも誰でも簡単に利用可能なシステムの構築を進めて
います。
　本システムにおいては現在業務提携を進めている企業との連携を通じ、現実世界での実証実験を重ね
ながらその結果をユーザーの方に「Handshake」の展開がわかるようにお伝えする予定です。このプロ
ジェクトは単機能開発の集合体により構成されるため、新技術の登場に沿って幅広く展開する「終わり
のない総合開発計画」となります。

YUKI CryptoMarket

Project “Handshake”
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Project Framework
“YUKI プロジェクト事業構想 3本の柱”

　YUKI の運営陣は学生発仮想通貨プロジェクト「AcademicPoints」立ち上げのコアメンバーで構成されています。我々は、仮
想通貨の技術が新たな価値・可能性・未来を秘めているように、今を生きる学生の発想や個性も同様に価値・可能性・未来を秘
めていると考えます。仮想通貨の技術がその特性を活かすことで社会に変革をもたらすのと同様、学生の個性も適切な活かし方
により、新たな社会を創出してくれると信じています。YUKI は運営陣の出身母体である、AcademicPoints の学生活動を全面的
に支援します。
　また、学生のみならず、YUKI が提携済みの酪農ヘルパー事業を行っている企業と連携して第一次産業後継者育成支援を行い、
世代間のバトンタッチを後押しし、地域活性化の後押しを行います。

人材育成支援

　普段私たちが手にする食材の価値は「コスト」や「品質」といった数値化しやすい基準によって決まります。どれだけ生産者
の想いが強く努力しても、それは現在の経済モデルではなかなか価値に反映されません。しかし反映されないこれらの要素が蔑
ろにされれば、私たちに届く食材の質は下がり続けます。生産者のモチベーションが下がれば生産活動を断念する道を選ぶ生産
者も増えるでしょう。現に第一次産業が抱える人材不足の課題は、そのような側面にも原因があると考えられます。
　私たちはブロックチェーン技術を応用することで今まで十分に伝えることのできなかった「食」に関する情報をわかりやすく
可視化し、生産者・消費者双方のメリットとなる事業展開の準備を進めています。

第一次産業の活性化

地域活性化支援
　人口減少に伴う地域の過疎化は大きな社会問題となっています。行政もこの課題に対しては真剣に取り組んでいますが、予算
や意思決定といった部分においてはどうしても対応するスピードが遅くなってしまいます。一方、地域の過疎化はそのスピード
を大きく上回っているというのが現状です。どれだけ地域に強い想いがあり、魅力的な知恵を出しても、自治体の意向と異なれ
ば実現することはありません。また、前述の通り行政が賛同しても予算が承認され、動き出すには時間がかかります。
　YUKI は、そういった行政機能ではカバーしきれない側面を、ブロックチェーンの一つの特長である『分散型コンセプト』を
活用することによって、民意を反映した意思決定や、活動をスピーディーにサポートする役割を持つことができます。
　地域の衰退と都会は無関係に思われがちです。しかしながら、都会の機能を維持するためのサプライヤーは地域です。地域が
活性化することは、都会の人々の生活への恩恵にもつながります。地域活性化支援は全ての国民にとって重要な事業です。

地域活性化に伴う雇用機会の拡大に伴う人材育成支援

第一次産業の活性化 地域活性化→
↓



　現在のビジネスの大半はサービスを提供する企業の商品を消費者が選択するという、一方通行的な展
開が主流となっています。食のビジネスの場合、そこに消費者の要望や生産者の求める生産物の行方を
反映したビジネスは限定的です。

　私たちは生産者が求める消費モデルの形成、小売店等が求める流通のあり方、そしてホルダーをはじ
めとする消費者の要望を、サービスを提供する YUKI 運営の企業として、あらゆるステークホルダー ( 関
係者 ) の意向を取り入れ、コーディネートし、可能な限り全てのステークホルダーが満足可能なビジネ
スを展開することを基本としてプロジェクトを推進します。
　YUKI はそのような事業展開において法的・社会通念的に介在可能な位置に常に導入する形で用いら
れます。

　私たちのビジネス構想は特定のカテゴリに制限されたものではありません。
　「できると思えることはハードルの高さだけで断念せず、実現することを前提に歩み続ける」
　この私たちの理念は、いままでにない新たなビジネスモデルの構築につながると考えています。
私たちの開発するシステムはクリエイターをはじめとした文化的側面をはじめ、あらゆる分野に対応し
ます。

　YUKI が仮想通貨である以上、他の仮想通貨同様、投機性や投資的側面が存在することを否定するこ
とはありません。そのような時代の中で、もう一歩踏み込んだ「現実でも利用可能な通貨的要素」をど
こまで実現していくことができるか。
　これは自らが YUKI を「第 5世代型仮想通貨」と謳った私たちの挑戦です。

General Project Concept
あらゆるステークホルダーの意向を尊重するビジネスモデル

「リバーシブルビジネス」
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「新たなビジネスの方向性を」
これまでの一般的なビジネスは、企業が提供サービスをするものを、
消費者が選択する形が主流でした。
私たちは社会のニーズをより的確に反映したものを提供するために、
あらゆるステークホルダーが関わることのできるビジネス構築を推進します。



「ブロックチェーン技術が変える世界」
仮想通貨に使われているブロックチェーン技術は情報の信頼性を担保し、安心で
きる情報を提供できる環境を整えます。
より使いやすく、わかりやすい形に。ステークホルダー全ての距離をより近く。

　一度登録した情報は事後改ざんが実質不可能で、常に履歴を追跡し、遡ることのできるブロックチェー
ン技術は食品をはじめとするトレーサビリティと最も相性の良い活用方法です。
現在、トレーサビリティは食に関わる事故防止のために一部の食品にのみ導入されています。しかし、
現在のシステムは「人間のモラル」に依存する要素が強く、また中央集権型データベース管理で導入す
るには膨大なコストがかかります。したがって、行政や大型組織以外の中小規模での独自導入は困難で
す。
　ブロックチェーン技術を活用することにより、同様の技術をコスト低減により自主的かつ信頼性を担
保したハードルが低くなるだけではなく、任意団体の独自基準として導入することが可能となります。
　食におけるシステムの場合は、品種開発から種苗生産、そして生産者が使用する種子までも遡って確
認することが可能となります。当然、このような可能性を 100%網羅する必要はありません。生産者や
消費者が互いに求めるレベルの情報に絞り込んだシステム構築も可能です。
　ブロックチェーンの改ざん不可能なメリットは信頼性向上に大変有効な技術ですが、「誤入力」の事
後修正も不可能といった発信者の心配も出てくると思われます。私たちはそのような誤入力を極力防ぐ
ためのソリューションも導入し、情報発信時における不安も同時に解消します。
　既存のトレーサビリティは、私たちの日常生活に溶け込んだシステムとは言い難い状況です。
　より信頼できる新たな技術の実現は、食の分野においてはアレルギー等、食に対して不安を持つ消費
者等への安心感の担保につながり、ひいては生産者の価値、すなわち第一次産業の利益にも結び付きま
す。また、トレースバック ( 履歴を遡る ) だけではなく、トレースフォワード ( 行き先を見届ける ) も
容易になるため、生産者が生産物の行き先を見届けることで、より高品質な農畜産物の生産意識を高め
るといったモチベーション向上にもつながります。
　このシステムは、対象者のニーズに合わせたわかりやすいインターフェースを備えた dApps( 分散型
アプリケーション ) を提供することも可能であり、学校における給食や食育といった分野にも活用が可
能です。

　現在 YUKI では市場流通を専門とした実証実験を行っている大学の研究室や小売店との情報提供提携
を進めており、既に情報提供提携が完了している生産者から現実のデータと組み合わせることにより、
現実データに基づくシステム開発に着手しています。また、同様のシステムをグローバルに適用できる
よう、海外で有機農産物の生産・加工・販売を行っている企業との業務提携交渉を進めています。

　現在開発中のシステムは、食のみに限定せず、様々な分野に容易に導入可能な基幹システムとして開
発しています。そして、様々な要望に対応した情報の起点・終点に対応し、他の技術と連携させること
の可能な独自のブロックチェーン技術としてオンデマンド型ブロックチェーンシステム「TraceChain」
として商標登録出願の準備中です。

Ongoing Project (1)
“ブロックチェーン技術を活用した新しいトレーサビリティシステムの開発”

「On Demand TraceChain」
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　昨今、経営状態が良好であるにもかかわらず、後継者不足という理由だけで事業継続を断念する年配
の生産者が多く存在します。私たちは新たな試みにより現在の生産現場の魅力をさらに高め、その魅力
ある生産現場を新しい経営者に引き継ぐきっかけとしてブランド牛育成プロジェクト「バーチャルオー
ナーシップ」の先行試験を開始しました。私たちはこの事業を通して新たな雇用機会を生みだすことに
より、地域活性化にも繋がる連鎖反応を生み出すことができると考えています。
　この取り組みは、競走馬のシェアオーナー制度のように消費者が共同で生産物を「生産前から」購入し、
生産者とコミュニケーションを取りながら消費者がアプリを通して栽培や育成に参加することのできる
「バーチャルオーナーシップ」システムの開発と同時進行の試みです。
　ゼロベースからの牛の育成には 2 年ほどの時間がかかります。そのため現在は先行試験として肥育途
中から和牛育成に携わることのできるホルダー参加型モデル事業を開始しています。情報の起点と終点
を同期させた「On Demand TraceChain」の先行モデルへの生産履歴情報の導入はこのようなプロジェ
クトにおいて様々な成育期間に合わせた情報提供を可能にします。

　これまでスーパー等でしか食品を購入する機会のなかった消費者に対し、これまでは困難であった生
産現場とリアルタイムに交流し「自ら育てた食材を得る」機会を提供します。同時にシェアオーナー同
士で「自分たちが自分たちの食品にブランド名をつける」ことにより、愛着を持って参加することが可
能です。
　中には愛着が強くなりすぎ、その牛を「食べる」ことに躊躇してしまう方もいるかもしれません。し
かし、その感覚こそが現代の教育現場における「食育」で重要視されている点であり、「命を食す」こ
との大切さを実感できる機会となります。そしてそれは、現代社会が抱える「無駄な食の廃棄」といっ
た課題解決に参加することにもつながります。

　よく耳にする「A5 ランク」等の肉質の等級は、「牛」を「肉」にした段階で初めてわかります。育成
段階から消費者が参加し、育成方法リクエストの試行錯誤の結果、どのような等級の肉質になるのか。
育成段階から携わることによって単に「食べる」だけではなく、育成ゲームのように楽しみながら参加
できる要素はこのプロジェクトの独自要素です。仮想通貨である YUKI を通して参加するこのプロジェ
クトは「Live-dApps」という新たなブロックチェーンのあり方の提案の一つでもあります。

　現段階では先行試験として「牛」を取り扱っていますが、今後は YUKI の独自ブランドとして乳製品
やその他農産物、水産物等にも同様のコンセプトのもとでサービスを開始する準備を進めています。

　そして、この取り組みの積み重ねの先に私たちの目指しているものこそがこの WhitePaper 冒頭で掲
げた Grand Project1「YUKI CryptoMarket」です。

Ongoing Project (2)
“地域資源を活用した「ブランド牛育成」システム”

「バーチャルオーナーシップ」
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「食のオーダーメイド」
普段は見えない生産者の想いと消費者のニーズをつなぐ場を構築し、
生産者には新たな価値を、消費者には新たな食を。
私たちはテクノロジーを通し、最も身近な「食卓」のあり方を変えていきます。



　人口の減少は地方・地域だけの問題ではなく、社会全体の抱える問題であり、その母数には限りがあ
ります。
　したがって、移住促進による人口の奪い合いだけが地域活性化の手段ではありません。既に別な側面
からの地域活性化の手段として行政が行っている取り組みとして「ふるさと納税」があります。
　このモデルは地域に注目を集めるといった点において、ある程度成功したケースと考えられます。私
たちは「ふるさと納税」を参考にし、「地域」に「価値」をつける事に着目しました。
　事業展開としてまず、「バーチャルオーナーシップ」を通した地域食材の充実を図り、地域特産物等
を中心とした地域活性化型 EC サービス「YUKI CryptoMarket」のプラットフォーム開発を開始しました。

　地域の魅力としての「潜在価値」こそが、まだ「地域活性化」に使われていない資源です。
　既存の特産品だけではなく、無形のアイデアをはじめとした「地域の様々な潜在価値」を地域側が提
案し、YUKI のホルダーは魅力を感じる「潜在価値」に投資をします。旅行先に求める魅力を旅行者自
身が作る、地域でしか知られていない「裏メニュー」の販売実現等、「有形・無形にとらわれない商品」
が「YUKI CryptoMarket」で扱われます。

　現在、YUKI を運営する株式会社 Currency Design では、スマートフォン等を通じてデジタル世界と
現実世界をつなぐデバイスの運用試験を開始しており、その活用方法のひとつとして現実の地域を
フィールドにした「Live-dApps ゲーム」を開発しています。

　また、旅行業法に則った形で、そのような地域をはじめとした YUKI ならではの仮想通貨を活用した
旅行パッケージを提供できるよう、長期計画として法的調整段階から実現可能性を模索しています。

Ongoing Project (3)
“地域の潜在価値を発掘し、地域の活性化を促進する”

「バリューフロンティア」
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「地域の潜在価値に投資を」
地域・社会を変える主役は、その世界に住むすべての人々です。
まずは民間から新たなカタチを。
そして民と官が手を取り合い、地域の活性化を後押しする環境を構築します。



-「Live-dApps」システム実証実験開始

ROADMAP

YUKI WHITE PAPER Ver2.0

YUKI プロジェクト運営会社 「Currency Design Inc.」 設立
2018.06

2018.06

-CoinExchange.io 上場
-MERCATOX 上場 
-YUKI ブランド牛プロジェクト始動 
-TraceChain 開発開始
-Handshake 開発開始
- 異業種分野との交渉開始、提携の発表

- Whitepaper ver2.0 公開
- 提携合意企業との正式契約の締結開始

2018.08

2018.07- YUKI 公式サイト開設 
- Whitepaper ver1.0 公開
- イーサリアムベーストークン「YUKI」
   の開発完了 

2018.11

-CryptoMarket プラットフォーム内部
稼働試験開始
-TraceChain 実証実験開始

2019～

2018.12

～ YUKI Project ロードマップ～

- YUKI ブランド牛初出荷予定

2018.09

- 各 Project の正式リリース
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Operation Background
of 

YUKI

　YUKI は仮想通貨としての YUKI を尊重しつつも、事業本体には仮想通貨に捉われない柔軟性を取り
入れていきます。また、ホルダーにとって利便性の高い形であれば、他の仮想通貨も、法定通貨も排除
することはありません。
　YUKI は他の通貨と協調しつつ、YUKI ならではのサービスの提供により YUKI の信頼性と価値を高め
ていきます。
　私たちのプロジェクトはその性格上、極端な価格変動よりも緩やかで確実な価値の上昇を目指すこと
により、明日のみならず数年後まで安心して保有できる通貨としての地位の構築を目指します。
　私たちの会社が目指す未来は、万一世界的に仮想通貨が禁止されたとしても、ホルダーにもそうでな
い方にも安心してサービスを提供できる未来です。

　私たちは法人を設立する上で、NPOではなく、あえて営利を生み出すことを目指す「株式会社」の道
を選びました。
　公的補助に頼らず持続性のある自立した道を歩むためです。そして私たちの目指す利益の行き先は、
未来を担う若者たちが奨学金に悩むことなく活躍するための基金や、新規就農のハードルを下げるため
の基金の設立にあります。

【YUKI 運営会社】
株式会社 Currency Design (2018 年 6 月設立 )

本社所在地 :

主な事業 :

北海道 札幌市

ブロックチェーンを活用した各種サービス , WEB サービス ,
第一次産業コンサルティング , 企画および広報事業

「お金」を超える新たな価値を
デザインしよう。

Our Goal ～私たちが目指すもの～
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Let it YUKI.
Let it snow.


