
The English version is below.

ZAIFトークンのERC20化およびバーンによ
るZAIF:XYMエアドロップの予定について
ー ZAIFトークンの新生COMSAでの利用に向けての段階的準備へ ー

ZAIFトークンの盛況を再び
テックビューロ株式会社（以降テックビューロ）は、昨年発表済みであるZAIFトークンのERC20化と、それ
に続くバーンによるZAIF:XYMトークンのエアドロップについての予定を発表します。

2018年11月にZaif暗号資産取引所を株式会社フィスコ仮想通貨取引所（現株式会社カイカエクスチェン
ジ）に譲渡完了して以来、テックビューロはZAIFトークンの発行者であるにもかかわらず、Counterparty
プロトコルの不安定化や譲渡済みのZaif暗号資産取引所でのキャンペーン実施の障壁などの理由か
ら、自社での価値最大化を目指したキャンペーン実施が困難でした。

そこで、更なる流動性の向上を目指して、2020年11月付で2021年第一四半期までのERC20トークンへ
のプロトコル移行を発表しておりましたが、準備や手続きにおける第三者要素も相まって、その実施が大

幅に遅れておりました。

しかしZAIFトークンにかつての盛況を再びもたらすためにも、ERC20化の実施時期を再調整し、さらには
テックビューロで準備をしている新生COMSAでの利用を可能とすることを目指して、以下の3つの段階を
経てZAIFトークンの流動性拡大を狙います。

①ZAIFトークンのERC20移行
Zaif暗号資産取引所の協力を得て、2022年2月までにERC20プロトコルへの移行を実施します。

②ZAIFトークンのZAIF:XYMへのバーン＆エアドロップ
ZAIFトークンのERC20プロトコル移行の実施後、先日発表したCMS:ETHトークンのCMS:XYMへのバー
ン＆エアドロップと同様に、ERC20化されたZAIF:ETHトークンについても、バーンによるZAIF:XYMのエ
アドロップを実施いたします。

バーン＆エアドロップの実施時期については、2022年3月を予定しております。

③ZAIFトークンキャンペーンの提案
テックビューロで2022年1月末に開始する新生COMSAでの利用準備に加えて、Zaif暗号資産取引所に
おけるキャンペーンの実施も積極的に提案して参ります。

ZAIFトークンの流動性拡大を目指して
テックビューロの目的は、既存のZAIFトークンホルダーの皆様にも、またかつての取引の喜びを体験し
ていただくことです。



ERC20化において、フィスココイン（FSCC）などの流動性や取引量が向上した例からも、ZAIFトークンに
おいても同様の効果が見込まれます。

一部のZAIFトークンがCounterpartyプロトコルにとどまる前提で、結果としてEthereum、Symbolを加え
た3つのブロックチェーン上でそれぞれ異なる用途を与えますが、特にZAIF:XYMは新生COMSAでの利
用を推し進めることによって、新たに総合的な流動性の拡大を狙います。

各チェーン間での流動量調整

CMS:ETHのCMS:XYMへのバーン＆エアドロップと同様に、ホルダーによるZAIF:XYMバーン＆エアド
ロップの締切後には、テックビューロ自身もそのバーンエアドロップを実施し、各チェーン間での流動量を

調整することを計画しています。

その際、ホルダーのバーン総量とテックビューロのバーン量を合わせて、総発行量の⅓である
3,000,000,000ZAIFを目処にZAIF:XYM化を検討しています。

現在は各チェーン間の行き来が容易ではありませんが、ZAIFトークンをERC20化をすることにより海外
取引所への上場打診も比較的容易となるため、また、SYMBOLでも独自のトークン取引所が計画されて
いるため、各所にて積極的に上場を働きかけて参ります。

チェーン間スワップが可能な未来へ向けて

ZAIFトークンについても、各チェーンの特性を活かした流動性の最大化を目指しますが、今後チェーンを
跨いだラッピングなどの技術が一般化するとともに実質的なスワップも可能となってくれば、ZAIFトークン
の価値も必然的に最大化されるものと考えております。

それに向けて、まずは新生COMSAでのZAIFトークンの利用実装を準備し、かつてZAICAでGOで盛り上
がったような皆様に楽しんでいただけるようなキャンペーンを今後も計画して参ります。

テックビューロ株式会社

代表取締役社長

朝山貴生

ZAIF token ERC20 and ZAIF:XYM airdrop by burn

- ZAIF tokens to be phased in for use in the new COMSA -

ZAIF tokens thrive again
Tech Bureau, Corp. ("Tech Bureau") is pleased to announce its plans for the ERC20 conversion of
the ZAIF token and the subsequent airdrop of the ZAIF:XYM token by burn.

In November 2018 Tech Bureau completed the transfer of the Zaif exchange to Fisco Virtual
Currency Exchange, Inc. (now known as Caica Exchange, Inc.). Since then, the Zaif exchange
couldn’t convert ZAIF token on Counterparty to Ethereum because of the barriers such as a
limitation on regulated exchange and issues on Counterparty. Despite being the issuer of the Zaif
token, it has been difficult for Tech Bureau to conduct campaigns aimed at maximizing the value of
the Zaif token.

https://counterparty.io/


In November 2020, Zaif announced a protocol migration to ERC20 tokens by the first quarter of
2021 in order to further increase liquidity. The implementation of the protocol has been significantly
delayed due to third-party factors during its preparation.

However, in order to bring the ZAIF token back to its former glory and to make it available for the
new COMSA that is being prepared by Tech Bureau, the timing of the ERC20 implementation is
readjusted and the liquidity is aimed to be expanded of the ZAIF token through the following three
steps:

1) ERC20 migration of ZAIF tokens
In cooperation with the Zaif crypto-asset exchange, the migration to the ERC20 protocol will be
implemented by February 2022.

2) Burn of ZAIF tokens and airdrop of ZAIF:XYM
After the implementation of the ERC20 protocol migration of ZAIF tokens, ZAIF:XYM airdrop by burn
will be conducted for the ERC20 ZAIF:ETH tokens in the same way as the burn and airdrop of
CMS:ETH tokens to CMS:XYM announced recently. Burn and airdrop is scheduled to take place in
March 2022.

3) ZAIF Token Campaign Proposal
In addition to preparing for the use of the new COMSA to be launched by Tech Bureau at the end of
January 2022, we will actively propose the implementation of a campaign on the Zaif crypto asset
exchange.

Aiming to expand the liquidity of ZAIF tokens
Tech Bureau's goal is to allow existing ZAIF token holders to experience the joy of trading again as
they once did.

The liquidity and trading volume of ERC20 tokens, such as Fisco Coin (FSCC), is expected to
increase as well as ZAIF tokens.

Under the assumption that some ZAIF tokens will stay on the Counterparty protocol, there will be
ZAIF tokens on Ethereum, Symbol, and Counterparty. These will each give different uses, but
ZAIF:XYM in particular, by promoting its use in the new COMSA, aims to expand overall liquidity.

Coordination of liquidity between each chain

As with the CMS:ETH burn and airdrop to CMS:XYM, Tech Bureau plans to conduct its own burn
airdrop after the ZAIF:XYM burn and airdrop deadline to adjust the liquidity between the chains.

At that time, we are considering making ZAIF:XYM by combining the holders' total burn volume and
TechBureau's burn volume to reach 3,000,000,000 ZAIF, which is ⅓ of the total issuance volume.

Although it is currently not easy to move between chains, we will actively promote the listing of ZAIF
tokens on ERC20. This will make it simpler to list ZAIF tokens on overseas exchanges and to
integrate it in SYMBOL’s own token exchange, which is in the planning.



Towards a future where inter-chain swaps are possible

We aim to maximize the liquidity of ZAIF tokens by taking advantage of the characteristics of each
chain, but we also believe that the value of ZAIF tokens will inevitably be maximized as technologies
such as cross-chain wrapping become more common and substantial swaps become possible.

In order to achieve this goal, we are preparing to implement ZAIF tokens in the new COMSA, and
will continue to plan a campaign that will be as fun for everyone as ZAICA GO was in the past.

Tech Bureau, Inc.
CEO
Takao Asayama

https://zaif.jp/event/zaicago?lang=ja

