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Republic of Seychelles

セーシェル共和国

インド洋の真珠と言われる風光明美なリゾートエリアで 
世界水準のファイナンスと優良ビジネスツアーを堪能

 ◆ 人口　100,000人 
 ◆ 面積　455㎢ 
 ◆ 言語　英語，フランス語，クレオール語 
 ◆ 通貨　セーシェルルピー 
 ◆ 宗教　キリスト教 
 ◆ 産業　観光業，漁業 

セーシェル共和国は,アフリカ大陸か
ら1300kmほど離れたインド洋に浮か
ぶ115の島々からなる島国。イギリス
連邦の加盟国,首都はヴィクトリア
（マへ島） 

アフリカトップクラスの国民所得の国。 
治安も非常によく観光業,漁業に加え産業
の多角化を進めている。 
また数あるオフショアの国の中でも群を
抜いた税制度であることから、将来有望
な国として注目を浴びている。 



Why now AcSEED ? 
Business tour

17世紀以降の本格的な 資本主義社会がはじまって以来 

私たちは企業に所属することで経済的な安心感があると信じ続けてきました。 

しかし、以前から囁かれていたAIなどの最先端技術による産業変化や 

コロナによる経済危機など、いま世界はめまぐるしく変化しています。 

いまの私たちに求められるのは 

「価値観の変革」と「自立型の経済力」 

AcSEEDは、一人ひとりが人生の主人公となり 

グローバルファイナンスの体得をサポートする 

EdTech（エドテック：教育×テクノロジー）企業として設立されました。

ウォレット初心者の方にも 
かんたんに操作ができる 
直感的インターフェース 

広告ページでは世界の情報を 
閲覧できます

だれかの夢を応援し 
その実現に貢献すると共に 
マイクロオーナーとして 

事業オーナーになりましょう

世界の企業や研究室など 
魅力的なスポットをめぐり 

グローバリズムの体得を行います

Platform

ACwallet

 Dream Board



Dream Board Project
夢 　 見



 X

「スポーツジム」
「バス会社」

「美容サロン」

「災害用ドローン」

1口オーナー：１０ドル

「無人の本屋さん」

ドリームボード・プロジェクト



Corporate  philosophy

まるで となり町のように もっと世界を身近に 

Feel the world, like your neighborhood



Dream Board

AC BANK

ACwallet

マスターデビット

事業構想



ACwalletの持つ 　 つのパフォーマンス ３

Simple AffiliateAdvice
シンプル 情報取得 アフィリエイト

シンプルな操作性 
使いやすさを追求した 
インターフェース

カンタンに 
金融情報を取得して 
資産形成に挑戦

ウォレットを紹介して 
ユーザー収益を 
あなたに還元

bitcoin
Available currency

ACwallet

ウォレットの画面は開発中の状態のものです



ACwallet ウォレット初心者でも 
使いやすいインターフェースSimple

シンプル

ウォレットの画面は開発中の状態のものです

シンプルで使いやすい送受信 
再送金にも便利なアドレス帳機能



ACwallet 多様なグローバル情報で 
あなたのリテラシーを向上 

提携パートナー

Advice
情報取得

資産形成プラットフォーム

ウォレットの画面は開発中の状態のものです

自分にあったプランを探し 資産形成に挑戦

ACAM

コミュニティ会員権

ADIMA CROWN

国際不動産情報



モナコのプライベートバンク定期預金 
元本保証で年利６％

１００万円を利回り６.０％で 
稼働させた場合のシミュレーション

※上記の額は今後の利益分配を保証するものではありません。
※上記のシミュレーションは USDT をベースに計算しています。

Advice
情報取得 ACAM Recommend

11,667円

23,334円

35,000円
300,000円

合計

・・・2か月 ４か月 ６か月 ５年

複利なら 
さらに高収益＋

ACAM
×

※上記の仕組みに関して AcSEED Inc. は一切責任を取りません。



ACwallet ウォレットの共有で多様な報酬 
最大レベル10のアフィリエイト Affiliate

アフィリエイト

ウォレットの画面は開発中の状態のものです

SNS等でアフィリコードを共有して 
 利用者を増やしてアフィリ報酬を獲得しましょう



ACwallet AcSEED社が発行する高品質の 
マスターデビットカードCARD

カード

ウォレットの画面は開発中の状態のものです

●ACwallet から 簡単チャージ 
●Mastercardの加盟店でショッピング 
●ATMから 現地通貨が出金可能

×



：

GOLD PLATINUM

年間出金限度額

アフィリエイト報酬

レベル１
レベル２～10

無制限約1,500万円

カード素材

＄600 ＄1,000

３％
１.５％

５％
３％

プラスチック チタン

CARD
カード

販売価格

２種類のAcSEED Master デビット

アフィリエイト可能な 
高額出金デビットカード

高級感漂うチタン品質 
出金額無制限の至高の1枚

×

※ ATMの１日の出金限度額は２５００USDです



Affiliate
アフィリエイト

SNSで簡単アフィリ！プログラムは続々追加予定！

シェアする

資産形成プラットフォーム

ACAM

提携パートナー企業

オリジナルデビットカード

アフィリプログラム

今後も続々追加予定！

ACウォレットを共有しよう

あなたが発行するURLには 
招待コードが埋め込んであります。 
ユーザーは、そこから登録するだけで 

アフィリエイトが完了します



Affiliate
アフィリエイト

ACAM Recommend のアフィリエイトプラン

YOU

レベル１

レベル２

レベル３

アフィリエイトの上限はレベル１０まで

＄3,000

＄9,000

＄27,000

＄180

＄540

＄1,620

レベル稼働金額 レベル収益／年 アフィリ報酬／年

＄126

10％

5％

5％

＄18

＄27

＄81

TOTAL BONUS

※アフィリ報酬   レベル1（10％） レベル２～10（５％）

例） Private Bank Of Monaco(年利６％) 
１人平均 $1,000 で資本稼働している場合 

※あくまでシュミレーションであり、実際の収益を保証するものではありません



CARD
カード

マスターデビットは購入時・利用時にアフィリエイト

GOLD PLATINUM
YOU

PLATINUM PLATINUMGOLDレベル１ 　３％ ＄78 　５％ ＄130

PLATINUM PLATINUM

GOLD PLATINUM PLATINUM

PLATINUM GOLD

PLATINUM GOLD PLATINUM

レベル２

レベル３

レベル４

レベル10

＄100,000
レベル4～10合計売上

　１.５％ ＄54 　３％ ＄108

　１.５％ ＄78 　３％ ＄156

＄100,000×１.５％
レベル4～10

＄1,500

レベル4～10

＄100,000×３％

＄3,000

＄1,710
TOTAL BONUS TOTAL BONUS

＄3,394

※アフィリエイト一例

アフィリエイト報酬を受け取るには、自身がACカードを購入している必要があります。 
報酬原資は【カード代金・決済手数料】を予定しています。

＄600 ＄1000



：

GOLD PLATINUM

年間出金限度額

アフィリエイト報酬

レベル１

レベル２～10

無制限１５万USD

カード素材

＄600 ＄1,000

３％
１.５％

５％
３％

1,000枚限定 
特別価格！

プラスチック チタン

CARD
カード

販売価格

２種類のAcSEED Master デビット

Special price

＄600

アフィリエイト可能な 
高額出金デビットカード

高級感漂うチタン品質 
出金額無制限の至高の1枚

$400 OFF

※ ATMの１日の出金限度額は２５００USDです

約１６００万円



ACwallet 事業スケジュール

ACwallet 
ウォレットサービス開始

ACwallet 
ウォレット連動カード 
先行予約販売

７月

ウォレット広告 
提携パートナー 
ACAM 社

第１回 
協賛プレミア 
 分配（25日）

８月

９月

10月

ACAM



Grow great Literacy 
Globally and Financially



協賛先 企業様へ

協賛プレミアユーザーのご案内
日頃よりAcSEED社をご愛顧いただき、誠に有難うございます。 

弊社協賛先企業様の会員の方にはACwallet の一般ユーザーとは 

異なり協賛プレミアユーザーとして、 以下の優遇特典を受ける 

ことができます。 

　　　　　※協賛プレミアユーザーには以下の条件を満たしている必要があります 

　　　　　・協賛先企業様の会員であること 

　　　　　・ACwallet をダウンロードされていること 

　　　　　・弊社提携企業ACAM社に最低稼働資本100ドルをご利用いただくこと

協賛プレミア特典

AcSEED 事業利益の10％を分配

ACAM 事業利益の10％を分配

Grow great Literacy 
Globally and Financially

提携パートナー企業



協賛先 企業様へ
協賛プレミア特典の分配率について

　　　　　※協賛プレミアユーザーには以下の条件を満たしている必要があります 

　　　　　・協賛先企業様の会員であること 

　　　　　・ACwallet をダウンロードされていること 

　　　　　・弊社提携企業ACAM社に最低稼働資本100ドルをご利用いただくこと

Grow great Literacy 
Globally and Financially

アカウントステータス 分配率

CD クラウンダイヤ 10%

PR プラチナルビー 15%

GD ゴールド 20%

SV シルバー 25%

プレミアユーザー 30%

上位ステータスは、下位ステータスの分配率を全て重複して受け取れます


