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[1]

A new exchange launched under the banner of the most recognized crypto brand as a Phoenix
rising from the ashes.

[1]

不死鳥が灰の中から飛び立つように、最も知られたクリプトブランドの元で新しい取引
所がローンチ。
(a) Gox Rising Limited (the “Company”) has been formed to bid for the intangible assets of the
Mt. Gox Estate (the “Estate”), including the Mt. Gox brand and domain names, trademarks
and other intellectual property.
(a) Gox Rising Limited （以下「会社」という) は、マウントゴックスのブランド、ドメ
イン名、商標やその他の知的財産を含む、マウントゴックスの無形資産（以下「資
産」）を買収するために設立された。
(b) Investors in the Company will include some of the leading early adopters and most
recognized names of the crypto community.
(b) 会社の投資家には早期に（仮想通貨を）導入した主要メンバー、および最も認知さ
れているクリプトコミュニティのメンバーが含まれている。
(c) To maximize benefit to Crypto Creditors, consideration paid to the Mt. Gox Estate for the
intangible assets will take the form of funding a new and independent foundation (the
“Foundation”) working towards recovery of the lost / stolen coins and other assets [see also
[3](c) below].
(c) クリプト債権者への利益を最大化するために、マウントゴックス財産の無形資産に
対して支払われる対価は、紛失・盗難にあったコインおよびその他の資産の回収
（下記[3](c) を参照のこと）に取り組む新しい、独立した財団（以下「財団」とい
う）への資金提供という形をとる。

[2]

The New Mt. Gox Exchange (the “Exchange”) will be launched as an institutional grade, fully
licensed and partially decentralized crypto exchange.

[2]

新しいマウントゴックス取引所（以下「取引所」という）は機関レベルで、完全にライ
センス化され、部分的に分散化された仮想通貨取引所としてローンチする。
(a) Partially decentralized architecture and best practices in technology to prevent future security
breaches and hacks.
(a) 将来のセキュリティ侵害やハッキングを防ぐために部分的に分散されたアーキテク
チャとテクノロジーのベストプラクティス。
(b) Best practices in terms of KYC and AML procedures as well as general regulatory
compliance to ensure a safe and compliant trading environment.
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(b) 安全で準拠した取引環境を確保するための KYC および AML の手順ならびに一般的
な規制準拠に関するベストプラクティス。
(c) The Exchange will be fully licensed in one or more jurisdictions. Towards this objective, the
Exchange will seek approval of the FSA to operate in Japan. If successful and subject to
Trustee approval, the Exchange may seek to facilitate cash and coin distributions to Creditors.
(c) 取引所は、1 つまたは複数の管轄区域で完全にライセンス供与される。この目的を
遂行するために、取引所は金融庁からの承認の取得を行う。これが成功し、受託者
の承認対象となった場合、取引所は債権者への現金およびコインの分配のファシリ
テーションが可能となる。
[3]

The New Mt. Gox Exchange will welcome Creditors, irrespective of claim size, and continue
work towards full creditor recovery even after the Estate has been settled by the Trustee.

[3]

この新しいマウントゴックス取引所は、請求の規模に関わらず債権者を歓迎し、財産が
受託者によって決済された後も債権者の完全回収に向けた取り組みを継続する。
(a) Crypto Creditors will be eligible to receive a 16.5% economic interest from the operations of
the Exchange on a pro-rata basis. To participate, Crypto Creditors simply need to maintain an
account with the Exchange.
(a) クリプト債権者は比例配分ベースで、取引所の運営から 16.5％の経済的利益を成就
する権利を有する。これに参加するには、クリプト債権者は単純に取引所でのアカ
ウントを維持するのみである。
(b) The Exchange is seeking to put in place financing facilities to allow Crypto Creditors access
to liquidity prior to settlement of the Estate on competitive terms.
(b) 取引所は、良い条件で財産を決裁する前にクリプト債権者が流動性を利用できるよ
うにするための資金調達手段を整備しようとしている。
(c) To support Crypto Creditors in their mission to recapture the lost / stolen coins and increase
recoveries past settlement of the Estate, the Company will
(c) 紛失・盗難にあったコインを取り戻し、財産決済後の回収を増やすというクリプト
債権者のミッションを支援するために、会社は下記を行う。
(i) provide initial funding for a new Foundation working on behalf of Crypto Creditors [see
also [1](c) above], and
(i) クリプト債権者に代わって活動する、新しい財団の初期投資 [上記[1](c) を参照
のこと] 、
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(ii) create liquidity for any coins issued by the Foundation to Crypto Creditors [see also,
Pillars of the Gox Rising Civil Rehabilitation Plan Proposal [5]].
(ii) 財団からクリプト債権者に発行されたコインの流動性を創出する。 [Gox Rising
民事再生計画提案の骨子 [5]も参照のこと]
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