
個人間取引マッチングプラットフォーム



少ない商品を大人数で取り合う構図があった場合

全員が買う事は叶いませんが

一方で商品は常に売れるという事が言えます

その構図を作っているのが、Exicuci Farmです。



コロナの逆風をチャンスに変えられる！

自宅待機・収入減少・解雇、今は大丈夫でも先行きが不安である方必見！

現在、自宅でビジネスをする方が激増しております。在宅利用可能である、本サー
ビス利用者も増えていく流れとなり、在宅ワーカーに追い風が吹いています。

実際にこの環境下で、ユーザー全員が稼ぎ続けており、これから飛躍的に伸びると
期待されているプラットフォームです。

１日３０分～１時間程度の作業で月収２０万円～の副収入が得られる為、今後流
行っていくことは確実視されています。

また、２０２０年６月１日サービス開始後、６月末600ユーザー、７月末2500ユー
ザー、８月末で5000ユーザーを超える勢いのある最新サービスです！

携帯１台あればＯＫ、やり方次第で月１００万円以上の収入も十分可能です。



Exicuci Farmとは？



Exicuci Farm（エクスカシーファーム）は宝くじの要素がある、個人間取引のプラットフォームです。

サービス利用者は専用キャラクター(現在５種類)の売買を行って利益を出しています。
運営サイト上で、専用キャラクターの売買を行うための抽選を行い、取引の補助をしてくれます。
※自分の商品を高値で買う相手をマッチングするサービスです。

このサービスには大変魅力的な仕組みがあります。

それは、取引する専用キャラクターの価格上昇率がルール化されている為、売買を繰り返す際に必ず前
の持ち主より高い値段で取引されます。
つまり、常に利益が出るので買い需要が現在も殺到し少ない商品を大人数で取り合う形になっています。

その大量の買い注文に対して、売り注文は少ないため、必ず買う権利を抽選しており、当選した場合の
み買う事が出来ます。（現在当選確率１５％程度の為、複数アカウントの場合は毎日当たります。）

その後の当選者間での個人間取引で売買し、毎回利益を出していただくことになります。

毎日個人間取引で利益を出せるサービス



キャラクター取引例



取引フロー
例）
①Aさんが、5月31日13:00から6月1日11：59までにドラゴン（参考例として10万円）
へ抽選申込

・スターチケット80枚消費→当日6月1日17:00までに抽選終了！

②当選するとAさんはドラゴンの購入権をGET！（ハズレてもチケットバック）
・当選当日5月1日にマッチングしたドラゴンの現保有者Bさんと個人間取引開始。
（6月2日11:59までにBさんへ10万円を送金し、送金画面を運営にアップロード）

③取引終了後、現保有者Bさんが送金画面をチェックし、確認ボタンを押すと、
BさんからAさんの携帯画面内にドラゴンが転送され取引完了！
（当然、渡した後はBさんの画面上ではドラゴンは見れなくなります。）

④7日後、6月8日15時までに次の当選者Cさんが決まりAさんと個人間取引開始。
・6月9日の11:59までに10万円+18％分＝11万8000円の価格で取引（利益1万8000円）
・次の当選者Cさんより11万8000円の送金がされたら、Aさんは確認ボタンを押す。
・Aさんの携帯画面からドラゴンが転送され、Cさんへ譲渡完了。

取引決済

結果発表

抽選申込

5/31 6/1

17:00

6/2

0:00 14:0017:00 0:00 14:00

ドラゴン申込

抽選

17:00

取引決済期限

12:00



■前提：ドラゴン（5万円～15万円）の為、中値の10万円で仮計算
→取引例より10万円×18％＝利益1万8000円を基準に考える物とする。
※抽選は1日1回、当選確率約15％

■保有アカウント数

・1アカウント：当選期待値は6～７日に1回当選。

月間 4回当選×18,000円＝利益72,000円/月（86.4万円/年ベース）

・10アカウント：当選期待値は1日に1.4回当選。

月間42回当選×18,000円＝利益756,000円/月（907万円/年ベース）

※最低5アカウント以上の保有を推奨しています。アカウント上限はありませんが、1アカウントにつき
3300円の開設費用（チケット300枚分）が必要です。
（上記計算はキャラクターの時価や、選択当選するキャラクターにより変わります。）

収益シミュレーション



ルール化されたシステム



価格上昇がプラットフォーム上でルール化

各キャラクターごとに、下記３項目がルールで規定されています。

①単価 （50ドル～3000ドル） ※約5,500円～330,000円
②保有日数（4～8日間）
③値上がり率（12％～20％）

※必ず次の当選者が、前の当選者より高い値段で購入する事がルール化されているため、
当選後の取引で利益が出る仕組みとなっています。

※爆発的な人気で、韓国では4万ユーザーを突破しているサービスです。

前当選者 当選者 次当選者

キャラ移動

購入分支払

前当選者

購入分支払

キャラ移動

支払後保有

支払後移動

22,800円 25,992円20,000円

+ 14%
+2,800円

+ 14%
+3,192円

+ 14%
+3,638円

購入分支払

キャラ移動

29,630円



■流れ

①このゲームで抽選に当たるとキャラクターを買う権利がもらえます。

②当選後マッチングされ、個人間取引でキャラクターを購入できます。

③数日後、次の当選者との個人間取引で、キャラクターを譲渡します。

④安く買って高く売るため利益が出ます。

⑤ハズレてもチケットが戻ります、また抽選に参加します。

■補足

・初期コスト約3300円でスタート！

・１BET 330円～1,100円で取引抽選開始。

※超低リスク＆高確率の宝くじ、ハズレても全額バックで安心

・当選確率10%～15％！沢山抽選が当たって楽しい！

・当選後、当選者間取引にて、最長8日で最大20％の差益が稼げる！

・全部でキャラクターは5種類、自分の好きなキャラに抽選申込BET

（365日毎日当選チャンス！）

・当選者はキャラの購入権をGET！

・外れてもチケット全額バックでまた遊べる

・当選後は個人間取引にてキャラを購入し、携帯の画面内で保有

・数日後、自分の保有キャラを次の当選者へ、ルール上の高値で譲渡！

・次の当選者から支払いを受け、承認後、キャラは次の当選者へ移動

・当選価格と譲渡価格の差が収益！（12％～20％が数日で収益）

※運営はお金を預かりません。

抽選申込

当選・購入

保有・転売



キャラクター紹介



・保有期間 : 4日
・価格 : 50-300 USD
・加算率 : 12%
・当選時間：14:00-17:00
・１BET: 20チケット

・保有期間 : 6日
・価格 : 300-1,000 USD
・加算率: 16%
・当選時間: 14:00-17:00
・１BET: 60チケット

・保有期間 : 5日
・価格 : 100-500 USD
・加算率 : 14%
・当選時間：14:00-17:00
・1BET：40チケット

・保有期間 : 7日
・価格 : 500-1,500 USD
・加算率 : 18%
・当選時間: 14:00-17:00
・１BET : 80チケット

４days / 12% ５days / 14% ６days / 16% ７days / 18%

マウス（Mouse） ラビット（Rabbit） タイガー（Tiger） ドラゴン（Dragon）

5,500円

30000円

6,900円
6,160円

…

33,000円

100,000円

44,405円
38,280円

…

11,000円

50,000円

14,295円
12,540円

…

55,000円

150,000円

76,582円

64,900円

…

20 6040 80

分割 分割 分割 分割

12％

12％

12％

14％ 16％ 18％

18％

18％

16％

16％

14％

14％



ユニコーン（ Unicorn ）100

８days / 20%

・保有期間 : 8日
・価格 : 900-3,000 USD
・保有利回り : 20%
・当選時間: 14:00-17:00
・１BET : 100チケット

99,000円

142,560円

118,800円

…

分割

20％

20％

20％ 300,000円



フェニックス（PHOENIEX ）？

？days /？%

COMING SOON！



始め方



■手順
①Exicuci farmの運営サイト(https://www.exicucifarm.com/) よりユーザー登録

②運営元に3,300円分振込送金
（振込口座：ゆうちょ銀行 〇一八支店 普通8038292 ユーエイチエスワールド）

③ログイン後チケット申請から送金分のチケット枚数を入力して申請ボタンをクリック！

④運営会社確認後（1日程度です）自分のアカウントにスターチケットが反映！

⑤スターチケットを使って抽選に参加！

ユーザー登録～抽選開始までの流れ

■スターチケット
①購入方法
・運営会社へ振込送金し、スターチケットを購入。
※スターチケット1枚単価：0.1USD(11円) 

②使用方法
・会員登録後、アカウントの有効化には300枚のスターチケットが必要です。
※もし新しいIDが7日以内に有効でなければ、一時的にアカウントがロックされます。

・自身のログイン画面に保有チケットが反映された後、キャラクター抽選申込する。
（決まった枚数分のスターチケットが消費されます。）

・当選しなかった場合には、スターチケットは自動的に戻ってきます。

ログイン画面

新規登録

https://www.exicucifarm.com/


■ユーザー登録
1.「Exicuci Farm」へ接続後ログイン。
（運営サイトURL：https://www.exicucifarm.com/） 【招待コードは招待者より入手必須】
※注：ヤフオク等と同様、個人間取引が発生する為、本人確認有、偽名登録不可。

2. 「新規登録」よりユーザー情報登録、フォームより必要情報入力。

■ID発行
1.会員登録後、運営会社等よりスターチケットを購入するとIDが本登録されます。
（1チケット= 0.1 USD/11円 最低購入単位300枚＝3,300円 ）

※チケット購入振込先：ゆうちょ銀行 〇一八支店 普通8038292 ユーエイチエスワールド
（送金金額＝希望アカウント数×3300円）

■銀行情報
1.決済方法は登録銀行間での円での振込を基本として、BTC、ETHの利用も可能。

■KYC認証(実名認証)
1.個人情報入力及び、身分証明書アップロード
2.身分証明書は運転免許証,パスポート等を 本人の顔下に持って撮影し、アップロードしてください.
(携帯電話にて撮影時、ファイルの容量が大きくなることがありますので、画像容量削減にご協力下さい。)

新規登録画面

https://www.exicucifarm.com/


取引ルール



⑴抽選申込
1.毎日抽選が終わった時点から翌日の抽選までが抽選申込期間。（抽選時間：7月現在14時～17時半）※変動有
2.各キャラクターを抽選申込する際、一定の手数料をスターチケットが差し引かれる。

⑵当選後の購入
1.毎日当選した時点から翌日午前11時59分までに請求確認後、相手へ送金し、その内容をサポートLINE＠にアップ
ロードする。※当日決済推奨、原則翌日午前中決済期限
2.当選後、キャラクターを購入しなかった場合、一定のペナルティが適用となる可能性があります。

⑶確認
1.購入者側からアップロードされた送金内容を受け取り確認出来たら、販売者は翌日12:00までに確認ボタンを押し、
キャラクターを送らなければいけない。
2. 購買者が送金しない場合、キャラクターは翌日違う購買者に自動的に抽選される。
※原則振込明細ベースでの取引を行う事（土日祝日でもスムーズに取引を行えます。）

①送金後キャラクターが来ない②キャラクター送信後、入金がない場合も安心
運営よりキャラクターの強制送信が可能なため万が一が起こりえない仕組みとなっています。

⑷販売待機
1.送金完了後、キャラクターを受け取ると、次の抽選のカウントダウンがスタートする。
2.購入期限が過ぎた場合は、次の購買者に自動的に抽選権が移り予約販売成立になる。

■Character(キャラクター)購買/販売ルール



⑴購入者（新当選者）
①キャラクター購入
１.当選者は当選翌日11:59までに販売者へ送金し、振込明細など証明書をアップロードしないといけない。
２.送金確認が出来ない場合、販売者は購買者に連絡することが出来る。
３.当選翌日11:59まで送金確認がされない場合、購買拒否と判断し、権利は次の当選者へ移行する事がある。

②売買拒否（罰則）
１.一時アカウント凍結。
２.スターチケットの回収

③偽振込明細アップロード
１.偽の明細利用が確認された場合、同一名前、電話番号等全てのアカウントを半永久的に閉鎖。
２.紹介者の配当手当より30%差し引いて被害者である販売者に補償する。

⑵販売者（旧当選者）
①確認
１.販売者は購入者がアップロードした送金証明書類を翌日11:59までに確認。完了したら確認ボタンを押して
キャラクター転送しなければいけないとする。確認しない場合、購入者から抗議を受けることになる。

２.買主が偽確認証をアップロードした場合、顧客センターへ連絡しないといけない。

②確認未移行
１.アカウント凍結。
２.スターチケットの回収等

■取引規則



Ｅｘｉｃｕｃｉ farmの潜在能力



Exicuci farmはユーザーの皆様と一緒に作りあげて来たサービスです。

Exicuci farmは大変大きな将来性と可能性を秘めています。

Exicuci farmは長きにわたるサービス展開を進めます。

皆様全員に、今後の計画・仕組みからその理由をご理解いただきたい。

さらに皆様と一緒に大きくなるExicuci farmの企業成長の恩恵を享受して下さい。



■他のサービスとの大きな違い

「終わりが来るシステムでは安心して取引が出来ない。」
多くの方が懸念する材料を払拭する、エクスカシーファームの戦略は以下の通りです。

①運営の収益はチケット販売とキャラクターの販売収益で有り、お金を預かる会社ではない。

②既に、毎日一定量（500～600万円/日）のスターチケットが消費される土台が出来ている。
（会社の売上をExicuci（エクスカシー）コインで流通させる事ができる。テスト実験済み）

③コインの価格を継続的に上げ続けられる。
（ ICOのような売り浴びせがなく、コインの買い需要となる、チケットの買い需要が常にある、マーケットメ
イクチーム保有。）

④継続的なコインの価格上昇は、Exicuci farmユーザーの買い需要だけでなく、キャピタルゲイン期待の新規
投資家の買い需要も呼ぶ事となりコインホルダーが増加する。※Exicuciコインの発行量：３億枚の保有会社と
して資産価値が上昇を続ける（予定資産価値：3000億円 コイン価格：最低100倍以上）

⑤キャラクター数とユーザー数のバランス調整が可能。
現在の内部留保を含め、さらに潤沢なキャッシュを保有する会社となる為、全てのキャラクターの買取り対応
が可能な範囲での運営を進める。Exicuci上場後は非常に安定した運営が可能となる。

上記が他のサービスとの大きな違いであり大きな強みである。現在のユーザー増加と多国間展開により、
かつてない利用額・流通量になる可能性と、事業の継続性を大いに秘めているサービスである。



Exicuci farm
・韓国
2月17日スタート
30,000登録

・日本
6月1日スタート
4800ユーザー

・中国
事前100登録
9月オープン予定

・ベトナム（東
南アジア）
10月開始予定

チケット配布

チケット購入

キャラ販売(売)

キャラ購入(買）

ユーザー

キ
ャ
ラ
販
売(

売)

キ
ャ
ラ
購
入(
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【個人間取引】 【プラットフォーム運営】

■チケット販売収益
約600万円/日
（7月平均）
約2.1億円/月

■費用
システム管理費
人件費
地代家賃等

運営の収益源は上記二つである。
チケットの販売収益から運営費は十分まかなえて
おり、キャラクターの販売収益は有事に備えて内
部留保している。

また、中国と東南アジアでのサービス展開が始ま
ると取引量は10倍以上になると見込まれる。

Exicuci farmユーザー

■体制

■キャラクター販売収益
■資産
内部留保金



■注目ポイント

①今後スターチケットは、EXFC（エクスカシーファームコイン）との交換へ徐々に移行される。
毎日のチケットの買い需要は、全て取引所の買い注文に転換される為、EXFC価格は上昇を続ける事が出来る。

現在スターチケット収益は、1日の売上で約500万円（当選で消費されたチケットの金額）
日本と中国、東南アジアの参加と今後のユーザー増を鑑みると、年内に1日5,000万円程度のチケット消費に
なると予測をしている。

②エクスカシーファームの一番の狙いはコインの価格の上昇による出口戦略である。

EXFCコインを保有しているのはExicuci farm運営会社である為、価格の調整は当然容易である。

価格を上昇させていくために必要な買い需要は既に発生済みである。
マーケットメイクチームは徐々にコインの価格を上げて行けば良い。

例）コイン1枚＝ 10円時 スターチケット300枚＝3,300円 ＝ NOXPコイン330枚
コイン1枚＝ 100円時 スターチケット300枚＝3,300円 ＝ NOXPコイン33枚
コイン1枚＝ 1000円時 スターチケット300枚＝3,300円 ＝ NOXPコイン3.3枚

③毎日一定量のスターチケットが消費される土台が出来ており、会社の売上をコインに転換させる事が出来る。
ここが他のサービスとの大きな違いであり大きな強みである。

※チケットの価格は固定



1日最大5予約×7日（1週
間）＝35であるにもかかわ

らず

Exicuci farm
運営

ユーザー

Exicuci farm
プラットフォーム

取引所

販売分入金

運営コイン購入

運営コイン販売

購入分送金

運営コイン送金

スターチケット

運営コイン送金

スターチケット配布

今後、スターチケットをコインでの
み購入可能にする計画の為、先日韓
国にて運営コインからスターチケッ
ト流通のテストマーケティングを実
施するため、一時的に韓国取引所へ
上場。

その結果9,000万円分のコインが取
引され、1ヶ月以内にスターチケッ
トに転換され全て運営の元にコイン
が帰って来た事を確認した。

※上記テスト結果から、現在のチケット購入ルートを法定通貨の送金から、取引所経由でのEXFCコイン購入
後、スターチケットに転換をする流れには問題なく移行できるとの結論。

EXFCコイン

■EXFC（エクスカシーファームコイン）の流通

EX

EX

EX

EX

Exicuciユーザーのチケッ
ト需要が買い板となりま
す！



■招待ポイントについて

①自身の招待したユーザーが取引利益を上げた場合、一定の利率でポイントが付与される。

②招待ポイントは、自動計算にて3日前までの取引結果から日々更新される。

③招待ポイントはスターチケットに転換する事が出来る。（100ドル以上から転換可能）

【チケット交換ルール】
・2週間以内に10回以上注文をしている事（当選数ではなく注文数。１キャラ申込で１カウント）
・ポイント確認画面より交換希望金額の申請（最低100ドル～）
※入力した数字分のドルが引かれスターチケットが配布されます。

【Exicuciコインへの転換】
・取引所上場後、9月末～10月中旬予定（招待ポイント→Exicuci→BTC→円取引が可能になる。）
・Exicuciコインに転換し、値上がり期待で保有し続ける選択肢も勿論あり。

※招待ポイントをスターチケットに転換して取引利益を生むか、将来性のキャピタルゲインを考えてNOXPコ
インに転換するかはご自身の判断になります。
但し、Exicuci farmの一番の狙いは「コインの価格上昇による大規模な資産構築」により、キャラクターの全
数買取りを行い参加者全体に幸せな結果をもたらす事です。ユーザーの皆様に個人間取引だけではなく、コイ
ンでも共に大きな利益を出していただく事を望んでいます。



・2020年 9月～10月

Exicuci farm Chinaリリース

独自取引所の開発及びテスト

Exicuciコイン独自取引所上場

韓国中国コイン取引開始

・2020年 10月～12月

Exicuci farm vetnamリリース

ワールドマッチングへ移行開始

digifinexその他取引所上場及び準備

・2021年１月～3月

Exicuci farm英語圏進出

スタートからワールドマッチ

各国メジャー取引所へ上場

Exicuciユーザー20万人

・2021年４月～9月

仮想通貨取引へ完全移行

ユーザー50万人

EXFC時価総額3000億へ

■ Exicuci farmロードマップ

※コロナウイルスの影響で海外渡航制限等により多少前後の可能性



招待キャンペーン



Exicuci Farmでは、ユーザーの方々向けに招待キャンペーンを行っております。
更なるサービス活性化と長期的運営を目指しており、本サービスを広めていただければ幸いです。
これからもExicuci Farmを宜しくお願いします。

■キャンペーン概要
Exicuci Farmは招待制です。運営サイト(https://www.exicucifarm.com) 
SNS経由で直接のお知り合いでも、自身の招待コードを沢山渡して下さい。

新規登録時、招待コードが入力されると、新しくサービス利用をする方が
当選して取引する度にあなたに特典があります！
一度招待したら終わりではなく、そこからが始まりです。
招待した方々がサービス利用をすればするほど特典が多くなります！

■招待コード
ログインする際の、自分のユーザーIDが招待コードになります。

■アフィリエイト特典（招待ポイント付与）
①スターチケットと交換可能
②EXFC（エクスカシーファームコイン）と交換

■招待ポイント
Exicuci Farmログイン後、マイポイントからポイントの確認や交換ができます！



■報酬特典の判定
招待ユーザーが抽選に当たった場合、確定の売買利益額から一定の割合でポイントが発生します。

例）自分の招待した方（招待者A）が10万円のドラゴンを購入後、期間到来しユーザーXへ販売した場合

利益18,000円×6%= 1080円分のポイントをたった1回の取引でGET！

※招待ユーザーの取引の度だけでなく、招待ユーザーがさらに招待しても一定の割合で報酬が発生します。
取引総数が増えて行けば行くほど、期待がますます膨らみます。

招待者A ユーザーX
招待

売り手

ドラゴン譲渡

買い手

仕入：100,000円

売値：118,000円

支払い

利益：18,000円



ユーザーC

ユーザーB

ユーザーA

ユーザーD

ユーザーE

ユーザーF

ユーザーI

ユーザーJ

ユーザーH

ユーザーG

ユーザーK

6％
■報酬詳細

4％ 計1.2％2％

1列目 ２列目 3列目 4～15列目

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

利益合計

報酬合計

10万円/月

60万円 100万円

3.6万円

20万円/月

30万円/月

15万円/月

20万円/月

25万円/月

60万円

2.4万円

200万円

2万円 2万円

15万円/月

10万円/月

30万円/月

5万円/月

20万円/月



Thank you


