The English version is below.

CMS:XYMのエアドロップ日程と取引所への配布対応依
頼、並びに新生COMSAサービス開始予定について
テックビューロ株式会社（以下テックビューロ）は、2021年11月25日よりCMS:XYMトークンのエアドロップ
をオプトイン形態で開始し、すでに発行されているCMS:ETHとCMS:XEMに加えたCMSトークン3種の価
値最大を目指した新生COMSAサービス開始のプランを発表します。

チェーン上でのCMSトークン価値最大化を目指して
エアドロップでは、オプトイン方式によってスナップショット時の所有CMS:XEM数と同数のCMS:XYMを、
指定されたご希望のSYMBOLアカウント宛に送付します。
また、2021年度内にローンチするCOMSAの新サービスでは、3種のチェーン上で存在することとなる
CMSトークンの全てについて、2022年にかけて各種手数料やサービス代金の支払いなどに使えるよう
順次対応します。

新生COMSAのローンチに向けて
2020年5月に発表したCOMSA新方針の発表から1年半経ちますが、テックビューロでは暗号資産取引
所のライセンス返上を含めた膨大な整理作業を完遂し、新サービスを開始できる環境がようやく整いまし
た。
それに合わせて、同発表の時点で明確に予見していたNFTの台頭など「誰にでもすぐに簡単にトークン
が作れる時代」の到来を、弊社の手でさらにその敷居を下げることによって証明しようと考えています。
その布石として、SYMBOLネットワーク上でのCMS:XYMトークンのエアドロップを新生COMSA第1のプ
ロジェクトとして実施します。NEMチェーン上のXEMホルダーに、SYMBOLチェーン上のXYMがオプトイ
ンによってエアドロップされたのと同様に、既存CMS:XEMホルダーへのSYMBOLチェーン上での
CMS:XYMエアドロップは極めて自然な流れであると考えられます。
エアドロップのオプトインには、メッセージを付記してCMS:XEMが送信できるウォレットが必要ですが、取
引所内にCMS:XEMを保有している場合は、その保有者にCMS:XYMが配布されるかどうかは該当取引
所の対応次第となります。
テックビューロでは、CMS:XEMの取引サービスを提供している取引所に対して、間接的なエアドロップへ
の対応を現在依頼中です。
しかし、それら取引所がエアドロップを代行しない、すなわち取引所にCMS:XEMを置いておくだけでは
CMS:XYMが恒久的に受け取れなくなる恐れがあります。もし、年内にスタート予定の新生COMSAにて
CMS:XYMをいち早く支払い手段として使いたい場合は、そのリスクを踏まえた上で、スナップショット期
日までに一旦同トークンを取引所外のメッセージ機能対応ウォレットに移してから、ご自分でオプトイン作
業をされることを強くお勧めします。

2022年に向けて
2021年内にローンチする新生COMSAについては、2022年にかけて、同サービス上で利用者が発行し
たトークンと各種CMSトークンとを合わせた全てにおける流動性と価値向上を目指す新たな流通サービ
スとなります。
既存COMSAトークンホルダーの皆様。お待たせしました、お待たせしすぎたかもしれません。取り巻く環
境の整備に数年を要したCOMSAが、4年の時を経てようやく時代に即した新サービスとしてリブートされ
ることになります。
また、COMSA以降に暗号資産の世界へと足を踏み入れた皆様にも、新たにCOMSAホルダーとなること
が将来的に有益となるであろうことを証明していくのが弊社の役割です。
そのためにも、既存のCMS:ETHとCMS:XEMだけではなく、エアドロップされるCMS:XYMについても、他
の有益なアセットを対価として得るために使える暗号資産としてサービスの根幹に組み入れることによっ
て、最小のアウトプットが最大のインプットにつながるという、まさにテックビューロのビジョンである「
Manifest Your Minimum Into Your Maximum」を新生COMSAによって具現化して参ります。
そこでは、SYMBOLによって実現した先進的機能をふんだんに活用した、ブロックチェーン技術の新しい
可能性をより多くの方に直接ご利用いただきたいと考えております。2020年春の宣言文で予見したとお
りに到来した、トークン時代の幕開けに都合よく便乗するのではなく、再びトークン経済の最先端に立つ
ひとりとなる体験をしていただけることでしょう。
その新生COMSAでは、今回新たにエアドロップされるCMS:XYMも先述の通り大きな役割を担うことに
なります。ですからCMSトークンホルダーの皆様はお忘れなきよう、ぜひオプトインによる配布をご利用く
ださい。

テックビューロの再始動
ブロックチェーン黎明期からトークン社会と経済の到来を見込んでいたテックビューロでは、タレントのト
レーディングカードをトークンとして発行し、時価総額を競う地上波テレビ番組「BitGirls（ビットガールズ）」
を制作するなど、様々な先進的取り組みをして参りました。
それから5年経った2021年、少し技術が理解できるレベルでも簡単にできるぐらい、トークン発行は身近
な行為となりました。しかし、それが技術をそのまま使うだけは国内の既存の、もしくは近く制定されるで
あろう各種レギュレーションの対象となるリスクが出てきます。
例えば、勘違いをして、トレーディングーカードを単なるトークンとして限定100枚だけ発行しNFTと称して
も、それは単純に「fungible（代替性）」なものとなってしまいます。それは厳密にはNFTとならず、電子記
録移転権利や暗号資産としてみなされ、様々な責任を負わされる可能性があります。
テックビューロでは現在、できる限り最大の範囲で安全に、暗号資産や電子記録移転権利とならないトー
クンを発行し流通できる新生COMSAを、年内の開始を目処に目下開発を進めています。
その新サービスの基盤としては、テックビューロが5年以上も開発投資してきた、mijin 2.0と同じCatapult
コアを搭載したSYMBOLネットワークを採用し、そこで支払いなどさまざまな形で使用できる暗号資産と
して、弊社が発行したCMSトークンなどに順次対応します。

そしてその対応暗号資産には、今回エアドロップされるSYMBOL上のCMSトークンとXYMが含まれ、新
生COMSAサービスが同SYMBOLネットワークで稼働することからも、それらふたつを最優先とした実装
を行います。
既に既存CMSトークンを取り扱う取引所については、XEMに対してXYMがホルダーの利益保全のため
に配布と取り扱いの対象となったように、CMS:XYMのエアドロップへの対応だけではなく、取り扱いにつ
いても積極的に提言と交渉をします。
また、過去に皆様が見てきたテックビューロによる様々な先進的な企画について、新生COMSAサービス
を活用して、時代に即した新しい形として皆様に再びお楽しみいただけるようになることを画策していま
す。
様々な事情から、COMSAのICOから4年もの年月が経過しましたが、言い返せばトークン文化が受け入
れられる社会の基盤がようやく追いついて、COMSAとして目指していた世界が形を成そうとしているとも
言えます。
テックビューロでは、不本意であった3年間の「アイドル期間」を、この期が来ること待って再び礎を築くこ
とに費やした「リブート期間」としてCOMSAトークンホルダーの皆様に受け入れて頂けるよう、関連トーク
ンの価値最大化を目指して今後も引き続き尽力して参ります。
なお、CMS:XYMエアドロップのスケジュールや手順の詳細については、以下のページをご覧ください。
https://comsa.io/ja/cmsxym-optin
今後とも、COMSAとテックビューロを何卒よろしくお願いいたします。
テックビューロ株式会社
代表取締役 朝山貴生

CMS:XYM Airdrop Schedule, Request to Exchanges to Support Distribution, and New
COMSA Service Launch Schedule
It has been four years since the COMSA ICO. Since then the social infrastructure for the
acceptance of token culture has finally caught up and the world that COMSA was aiming for is
shaping. Tech Bureau Corp. (alias "Tech Bureau") is pleased to announce the launch of an opt-in
airdrop of CMS:XYM tokens on November 25, 2021 and novel COMSA service providing
unprecedented possibilities for our community.
Our challenge is to meet the needs of an environment marked by change and adapting to an ever
evolving ecosystem. We thank all COMSA token holders for their patience during this time.
Launch of the new COMSA and maximizing the value of CMS tokens
Since the announcement of the new COMSA policy in May 2020 Tech Bureau has focused on
consolidating our team and restructuring processes. The new COMSA service launching in 2021 will
recognize all CMS tokens from the three different chains as payment for fees and services through
2022.
The airdrop will distribute the same amount of CMS/XYM as CMS/XEM precedently owned at the time
of the snapshot to the specified SYMBOL account of your choice on an opt-in basis, maximizing the
value of the three CMS tokens in addition to the CMS:ETH and CMS:XEM tokens already issued.
In the same way that XYM on the SYMBOL chain was opt-in airdropped to XEM holders, CMS:XYM
airdrops on the SYMBOL chain to existing CMS:XEM holders should be a very natural progression.
Opting in for the airdrop requires a wallet to which CMS:XEM can be sent with a message attached,
but if you have CMS:XEM in your exchange, it will be up to the relevant exchange to distribute
CMS:XYM to its holders.
Tech Bureau is currently requesting exchanges that provide trading services for CMS:XEM to
respond to the indirect airdrop. However, not all exchanges handle airdrops on our behalf. We
strongly recommend moving the token from an exchange to your wallet before the snapshot and
then conducting the opt-in yourself, if the exchange you use does not take part in the airdrop.
For exchanges that already handle existing CMS tokens, we will actively advocate and negotiate not
only for CMS:XYM airdrops, but also for their handling, just as XYM was distributed and handled for
the benefit of XEM holders.
At the same time, we are planning to facilitate token creation while maximizing user safety. As a
first project we will be airdropping CMS:XYM tokens on the SYMBOL network as the first project of
the new COMSA. The CMS:XYM tokens can be used in the new COMSA product launch later in
this year.

Towards 2022
It is our mission to reestablish the users' potential and trust that becoming a new COMSA holder will
be beneficial in the future.
The new COMSA service aims to be a new distribution service increasing the liquidity and value of
all tokens issued by users on the service. Support of all three CMS tokens will be added through
2022.

We will incorporate not only the existing CMS:ETH and CMS:XEM, but also the air-dropped
CMS:XYM into the core of COMSA. These tokens can then be used to obtain other useful assets in
return, ensuring that the smallest output leads to the largest input and embodies Tech Bureau's
vision "Manifest Your Minimum Into Your Maximum".
Rather than simply taking advantage of the dawning of the token era, which we foresaw in our
Spring 2020 Manifesto, we will de novo be at the forefront of the token economy. We invite you to
join us in this experience.
As mentioned above, the new CMS:XYM airdrop will play a major role in the new COMSA. CMS
token holders, please don't forget to take advantage of the opt-in distribution.
Tech Bureau's Restart
Since the first light of blockchain, Tech Bureau has been anticipating the arrival of the token society
and economy. We have been involved in a variety of advanced initiatives, such as issuing collection
cards of celebrities as tokens and co-producing a TV program. Our support enabled the show to use
blockchain voting and bitcoin payments.
Five years later, the issuance of tokens has become increasingly user oriented and customer
friendly. However, using the technology without any knowledge of current or to be enacted
regulations, can bear various risks in and outside of Japan.
E.g. a common misconception: If a party issues a limited number of 100 trading cards as mere
tokens and calls it NFT, it technically would not be a NFT but simply be "fungible”. Therefore it would
be considered an electronic record of transfer rights or a crypto asset. This imposes various
liabilities to the creator and holder of these assets.
Tech Bureau is currently developing the new COMSA service to issue and distribute tokens that are
according to regulation requirements, hence do not constitute cryptographic assets or electronic
record transfer rights.
The new service will be based on the SYMBOL network with the same Catapult core as mijin 2.0,
which has been developed and invested in by Tech Bureau for more than 5 years. SYMBOL will
gradually support CMS tokens issued by our company as cryptographic assets that can be used for
versatile purposes.
These cryptographic assets include CMS tokens and XYM, which will be air-dropped on the
SYMBOL network on which the COMSA service will run. We will give top priority to the
implementation of these two assets.
Furthermore the new COMSA service will reintroduce past projects by Tech Bureau available for
the COMSA users in the new frame of SYMBOL.
We at TechBureau thank the COMSA holders for their understanding along with their patience to
this day and promise to persevere with our commitment to maximizing the value of COMSA tokens.
For more information on the CMS:XYM airdrop schedule and procedures, please visit the following
page.
https://comsa.io/en/cmsxym-optin
Thank you for your continued support for COMSA and Tech Bureau.

Tech Bureau Inc.
Representative Director, Takao Asayama

