IPWeb Token Burn (PoB) Plan Announcement
Dear community member:

IPWeb has plan about main network start up to on-line in June 1st.IPW is main
network coin, IPWT is online token. And the current online token (IPWT) can be
exchanged for the main network coin (IPW) in a 1: 1 ratio. Total number of main

network coin (IPW) issued is 100 million. After consideration by the IPWeb
Foundation, Burn (PoB), part of IPWT, was chosen to ensure the interests of those
who currently own an online token (IPWT).A total of 100 million IPWTs will be
Burned and exchanged for a main network coin (IPW).The total Burn for IPWT is
9.9 billion. Starting on May 20, 2019, Burn will be launched sequentially, and
information about the IPWeb Burn plan and the main network coin will be updated
in white papers.

Date of start Buran: May 20, 2019(JST UTC+9)
Burn Amount:10% of total destruction
Burn address: 0x000000000000000000000000000000000000dEaD
Etherscan Supervisory Link:
https://etherscan.io/tx/0x206b9ef8aaba049aa5d957a0e3905dd9ae6c6aeb6d7773
c7d94dcf4168d7e0c2
The next destruction time is subject to the announcement.
Thanks to the love, squatting forward, IPWeb pioneered the distributed Internet!

17 May 2019
IPWeb Foundation

IPWeb Burn（バーン／焼却）の公告

IPWeb コミュニティの皆様：
IPWeb は 2019 年 6 月 1 日にメインネットをオンライン稼働予定です。IPW はメインネットコイ
ン、IPWT はオンライントークンになります。そして、現在のオンライトークン(IPWT)はメインネットコイン
（IPW）と 1:1 で交換できます。メインネットコイン（IPW）の総発行数は１億枚です。そして、そ
して、IPWeb 基金会での検討の結果、現在オンライトークン（IPWT）を保有している人の利益を
保証するため、IPWT の一部分 Burn（焼却）を決定しました。IPWT の総数は 1 億枚に対して

Burn を行い、メインネットコイン（IPW）と交換可能になります。IPWT の Burn 総数は 99 億
枚となります。2019 年 5 月 20 日から逐次 Burn が開始され、IPWeb Burn 計画とメインネット
コインに関する情報もホワイトペーパーへ更新されます。
Burn 開始日：2019 年 5 月 20 日（JST UTC+9）
Burn 量：総 Burn 数の 10％
Burn アドレス：0x000000000000000000000000000000000000dEaD
Etherscan リンク：
https://etherscan.io/tx/0x206b9ef8aaba049aa5d957a0e3905dd9ae6c6aeb6d7773
c7d94dcf4168d7e0c2

IPWeb は発展を続け、未来を開拓し、分散型インターネットの先駆者になることを目指します。
皆様のご愛顧とご支援に感謝しております。ありがとうございます。
2019 年 5 月 17 日
IPWeb 基金会

IPWeb 销毁计划公告
亲爱的社区成员：

IPWeb 将于 2019 年的 6 月 1 日开启主网上线。IPW 为主网币，IPWT 为流通代币，目
前上线流通的代币（IPWT）将会与主网币（IPW）按照比例 1：1 兑换。主网币（IPW）总
发行量为 1 亿枚，经过 IPWeb 基金会多方验证和讨论，在保证社区持币成员的利益基础上，
进行代币销毁，IPWT 将销毁至 1 亿枚并开启主网币兑换，总销毁量为 99 亿枚 IPWT。在
2019 年 5 月 20 日开始进行逐次销毁。这次销毁计划和主网币信息也将更新至白皮书。

销毁时间：2019 年 5 月 20 日（JST UTC+9）
销毁数量：总销毁量的 10%
销毁地址：0x000000000000000000000000000000000000dEaD
Etherscan 监督链接：
https://etherscan.io/tx/0x206b9ef8aaba049aa5d957a0e3905dd9ae6c6aeb6d7773
c7d94dcf4168d7e0c2

下一次销毁时间以公告为准。

承蒙厚爱，砥砺前行，IPWeb 开拓分布式互联网先河！

2019 年 5 月 18 日
IPWeb 基金会

