
1, Background of the launch of the FILT series and its unique features 

 

The FILT Seriesis defined as "a non-binding and non-recourse credit right to provide certain 

financial support for an entity to support a Filecoin mining operation and, if that support is 

successful, to receive non-legal expectation of exchange for the eventual mined Filecoin”. 

The FILT Series itself was developed as a stand-alone crypto asset. 

 

The use of funds raised by the FILT Series of crypto assets are limited only for the Filecoin 

mining project and other related operations, anew business with the potential for a great 

leap forward. 

And to those who purchased the FILT Series of Crypto assets, those who support the new 

business of the Filecoin mining business, the mining entity feel a debt of gratitude towards 

FILT Series owners.Here, if the mining business succeeds, the mining business operator 

intends to liquidate the debt of gratitude by exchanging the FILT series for newly mined 

Filecoins,within the scope and conditions determined by the mining business operator 

without interfering with the ongoing operation of the mining business.In this way, in addition 

to stand-alone crypto asset value , the FILT Series represents a patronage program, a unique 

relationship or status between a patron who supports a project and a project who voluntarily 

returns the support. 

To explain more clearly, the "FILT Series" is an asset with independent value that has 

already acquired marketability and tradability like listed shares. “FILT Series” has an option 

that allows it to be exchanged for "mined Filecoin", which is another Crypto Asset, under 

certain conditions, so to speak, like a "convertible bond (bond with stock acquisition rights)". 

“FILT Series” itself is a Crypto Asset (which has independent value on its own) and has an 

additional element or backing that a "status or position that can be requested to be 

exchanged for mined Filecoin (subject to certain conditions, restrictions, and limits)". 

In this way, the "FILT Series" project has emerged as an ambitious and innovative initiative 

that is different from other Filecoin-related IOUs in the world. 

 

2, Background of the listing of the FILT Series (listing on Bintech Online, a Crypto 

asset exchange in Hong Kong) 

 

  Based on the above plan, Blotocol has managed the issuance of the FILT Series and 

other related operations until the completion of listing on a Crypto asset exchange. 

Accordingly, Blotocol has obtained the Virtual Currency Wallet Service License: FRK000436, 



Virtual Currency Exchange Operation License: FVR000523, and other than the issuance 

business of FILT1 & T2 TOKEN, and asset management business (custody business). 

  Subsequently, the FILT Series successfully achieved listing on Bintech Online, a Crypto 

asset exchange in Hong Kong, and is successfully obtaining marketability and liquidity as a 

listed Crypto asset. 

  In this regard, the perception that the FILT series is an exchange ticket worth nothing 

until it is exchanged for Filecoins and that it is a worthless data token unless it is exchanged 

for Filecoins, is completely incorrect. 

 

As for FILT1, please see 

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT1_USDT 

Also, for FILT2,  

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT2_USDT 

Each is still listed on the Crypt Exchange, obtaining, as stand-alone assets,marketability and 

liquidity. 

 

3, About exchange process of FIL T1/T2 

 

We apologize for suspending the exchange process. We will announce the resumption of 

the exchange process and other details as soon as possible. 

 

 

 

※下記の説明内容は、英文バージョンを正文とする訳文であり、皆様のご理解を最優先と

したため、意訳をしている箇所がございます。したがいまして、齟齬ある場合は、全て英

文バージョンを優先するものとさせていただきます。※ 

 

 

１）FIL T1/T2 とは 

 

「FILT シリーズ」は、「Filecoin 採掘事業を支援するために一定の経済支援を行い、当該

支援が成功した場合、最終的に採掘された Filecoin との交換という利益を受ける事が出来、

そのような交換者の随意に依存した自然債務的な権利ないし立場ないし地位」を「IOU（I 

owe you.、すなわち『私はあなたに借りがある』の略語で、米俗語では『借用書』の意味も

もつ）」として整理構築され、これら「交換者の随意に依存した自然債務的な権利ないし立

場ないし地位」を表章した「独立の『暗号資産（ないし仮想通貨）』」として、考案・創出さ

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT1_USDT
https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT2_USDT


れました。 

 以下、FILT シリーズの特徴を、簡単に申し上げます。 

まず、「FILT シリーズ」という暗号資産により調達された資金は使途が限定されており、

「Filecoin 採掘事業」という大きな飛躍の可能性を秘めた新規事業及び同事業運営関連業務

にのみ用いられます。 

そして、「FILT シリーズ」という暗号資産を購入された方々、すなわち、「Filecoin 採掘

事業」という新規事業を支援する方々に対して、採掘事業を行う事業体は「借り」を作るこ

ととなり（I owe you.）ます。 

ここで、採掘事業者は、事業が成功すれば、採掘事業者の継続運営に支障のない限度にお

いて、採掘事業者が定める範囲と条件において、「借りがある恩人」が保有する「独立の『暗

号資産（ないし仮想通貨）』」と、採掘によって得た Filecoin と交換して、「借りがある状態

を無くす（借りを返す）」ことを志向します。 

このように、「FILT シリーズ」は、すでに単独で独立の価値をもつ暗号資産（加えて、後

述のとおり、現在、すでにリスティング〔取引所上場〕を果たしており、市場性と流通性を

獲得しています）であることに加え、パトロネージュプログラム、すなわち、事業を支援す

るパトロンと、パトロンに対して、支援を受けた者が任意にお返しをする、という、特異な

関係ないし立場を表現しています。 

よりわかりやすく説明しますと、「FILT シリーズ」は、上場株式のように、すでにそれだ

けで、市場性と流通性を獲得した独立の価値をもつ資産ですが、一定の条件をもとに、いわ

ば、「転換社債（新株予約権付社債）」のように、別の暗号資産である「採掘された Filecoin」

と交換出来るという「オプション」が付着している、と言えます。 

このように、（単独で独立した価値を有する）暗号資産に、裏付けないし付加的要素とし

て「（一定の条件と制約と限度を前提に）Filecoin と交換を求めうる地位ないし立場」を組

み込んだものとして、「FILT シリーズ」プロジェクトは、他の Filecoin 関連ＩＯＵとは異な

る世界的にも類を見ない、意欲的で斬新な取り組みとして、登場しました。 

 

２）FIL T1/T2 概要 

 

FIL T1 概要 

 

※誤解されている方が多いですが、FIL T1 は、単独で独立の価値をもつ暗号資産であり、

すでに後述のとおりリスティング〔取引所上場〕を果たしており、市場性と流通性を獲得し

ています※ 

 

FILT1 

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT1_USDT 

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT1_USDT


 

FIL T2 概要 

 

※誤解されている方が多いですが、FIL T2 は、単独で独立の価値をもつ暗号資産であり、

すでに後述のとおりリスティング〔取引所上場〕を果たしており、市場性と流通性を獲得し

ています※ 

 

FILT2, 

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT2_USDT 

 

 

■FIL T1/T2 と Filecoin の交換について 

 

現在、交換手続きについては暫時停止させていただいております。再開その他の今後につい

ては、おってリリース申し上げます。 

https://www.bintech.online/en_US/trade/FILT2_USDT

