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泥炭の採取と処理産業への投資

紹介

当社は、成功し続けている実業界の企業に資金を提供
することを目的とした世界初のICOプロジェクトを紹介し
ます。 投資誘致の目標は、既存の企業の生産能力を拡
大することです。 PeatCoinトークンを購入により、様々
の国の投資家が事業企業の資金誘致に参加することが
でき、保証された利益を得ることができます。 PeatCoin
暗号化通貨トークンは、Ethereumプラットフォームを基
にしてでリリースされます。

問題
現在、中小企業の主な問題は投資へのアクセスで
す。 高価な銀行サービスと投資やベンチャーフ
ァンドによる資金の少なさが原因で、投資誘致の
ための異なる手段を探す必要があります。

また、市場への参入の閾値は非常に高いから小
規模投資家は新規思考で革新的な企業に投資す
る機会がほとんどありません。 それと同時に、
経済の発展と成長の原動力は中小企業であると
考えられています。

解決
当社の全体的な目標は、経済のさまざまな分野
の企業グループを作ることです（投資プロジェク
トと中期的な発展と予想を参照）。 スマートな
契約を結ぶことで、より効率的かつ迅速にプロジ
ェクトに資金を引き付けることができると確信し
ています。

一方で、民間投資家は大企業と同様に発展中の
企業や産業に直接投資し、プロジェクトへの早
期進出と利潤を固定するための簡単な方法で大
きな利益を得る機会を得ることができます（利
益固定を参照）。
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泥炭の採取と処理産業への投資

エンタープライズの説明

エンタープライズの説明 株式会社Ecoprom（商
標«Торфяная поляна»）は、2015年以来活動を続け
ており、泥炭の採掘や処理業界ではロシアで最もモダ
ンでハイテクな企業です。 当社はSverdlovsk地方の
Rzhevsky地区Ozerny村のChistoe採掘場で泥炭を採掘
しています。
 
当社の株式会社Ecopromは、泥炭採掘者の証明書と世界泥炭生産者協会/ peatsociety.orgのメンバ
ーシップを取得したロシアの唯一の会社です。 ウラルロシア科学アカデミーの承認と勧告も公正に受
けています。

当社はロシア植林材料協会/ ruspitomniki.ruのメンバーであることも 誇りに思ってます。 さらに私たち
は、シベリアの農業泥炭研究所 とロシア科学アカデミーのウラル支部と協力しています。

このプロジェクトには既に1600万ドル以上が投資されています。 インフラ整備を始め、道路建設、電力線
建設、建物・建造物の建設、カナダ（プレミアテック）、フィンランド（スコーネ）の最新機器の購入し、企
業はゼロから作りあげられています。

泥炭の総埋蔵量においてロシアは世界の 埋蔵量の40％を占め世界第1位です。 泥炭の副産物は、 
野菜、花、キノコを栽培するための理想的な培地です。 Chistoe採掘場の埋蔵量は2000万m3で、8000万
m3までに拡大する可能性があり、面積が880ヘクタールまで広がると予測されます。

株式会社Ecopromは、Chistoe採掘場が位置づけられている土地の所有者であり、25年間下層土壌のミネ
ラル（泥炭）を抽出する権利を持っています。

ライセンスСВЕ 07556 ТЭ / sobr.geosys.ru.
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泥炭の採取と処理産業への投資

製品

"趣味的な"市場
 
/ 梱包2.5 — 50リットル

個人農業および花卉栽培用の梱包泥炭混合物、
貿易ネットワーク用の パッケージングされた土壌
を当社のブランドおよび顧客のブランドで包装し
ています。

"専門的な"市場 
 
/ 梱包50 — 250リットル

大規模な農場、農業用企業、園芸センター、温室
用の土壌、キノコの栽培、造園用の土壌、ゴルフク
ラブ、景観用の専門土壌

株式会社Ecopromは、OBI、Auchan、Monetka、Lentaなどの 連邦ネットワークでの製品配送契約を結ん
でいます。

当社でカナダとフィンランドで製造されたハイテク機器を使用することにより、土壌を採取する際に必要
な技術がすべて守られています。 分析を行うために定期的に泥炭がサンプリングされます。品質管理は常
に実行されています。

現代の設備  
外国産の独特な技術は、最大の効率で泥炭を採
掘して処理することを可能にします。

技術の遵守 
現代の科学技術を用いて泥炭製品の高品質指標
が達成されています。

新しい採掘場 
現場では今まで泥炭は採掘されていなかったた
め、泥炭は構造と価値を失うことはありませんで
した。

自動化 
製造プロセスのすべての段階は完全に自動化され
ています

当社製品の利点：
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泥炭の採取と処理産業への投資

技術プロセス2段階の構成：

年間75万m3の生産増加
を考慮し販売市場別の予
測販売量 8 万M3

 
ロシアの 
"趣味的な"市場

11 万M3

 
ロシアの  
"専門的な"市場

56 万M3

 
輸出

粉砕泥炭の採掘
最も穏やかな粉砕方法が使用されています。 この方法が使われる場合、労働費、生産費、環境への損傷
が最小限に抑えられます。 したがって、泥炭堆積物は深層ではなく薄層で採掘されます。 新しい採掘場
では木材、茂み、地面の草や苔層を150-300 mmの深さまで除去する必要があります。その後、排水作業
が行われ、採掘の準備が整います。

企業の既存設備は、Chistoe採掘場の面積の3分の1から泥炭を採取することを可能にしています。これ
は、年間約250,000m3の泥炭に相当し、この生産力は2018年に達成する予定です（追加の資金なし）。 
同時に、採掘場の面積全体を利用すば、採掘される泥炭の年間量は75万m3に増加することができます。

泥炭処理場における完成品の生産
— 2km離れた処理場に泥炭粉をスタックの輸送。
— 枝や木材残渣からの粉砕泥炭の浄化
— 完成した浄泥炭を様々な消費者用（5〜10mmから60mmまで）に分離。
— 技術表に応じて他の成分と泥炭を混合
— 販売計画に応じて、2.5リットルから6м3までのパッケージ。

採掘するプロセスは、後の粉砕泥炭処理のための原材料であり、さらに3つの段階に分かれています：

1. 表面層を5〜20mmの深さま
で粉砕することにより、泥炭
粉の抽出。

2. 生産現場で泥炭粉を必要な
湿度までにで乾燥。

3. 泥炭粉をスタック状に保
管。

1. 

2. 
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泥炭の採取と処理産業への投資

前提条件

地理的：
現在、Chistoe採掘場は同種の泥炭埋蔵量で最も東部に位置しており、中東および東南アジアの市場に製
品を供給するのに魅力的です。

販売市場
中東や東南アジアの国 と々中国は肥沃な土壌へのアクセスが制限されており、すべての農業は輸入される
肥沃な土壌を中心に組み立てられています。 東南アジアの人口は5億9,900万人、中東は172百万人、中国
は13.8億人、潜在的に販売市場は約21.5億人です。

 ロシア

1500 億M3

 カナダ

1700 億M3

 フィンランド

250 億M3

 CHISTOE 採掘場

2000 万M3

泥炭の世界埋蔵量
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泥炭の採取と処理産業への投資

ビジネスの相手と 契約
現在、中国と韓国の農業生産者との間で、泥炭供給の長期契約を締結しています。 当社はスヴェドロフ
スク地域の商工会議所と密接に協力しており、黒竜江省の農家に製品を供給するための事前協定を締結
しています。

当社の製品の販売は主に顧客からの当社製品への関心による海外への輸出と見られております。中華人
民共和国の州ではキノコ栽培の企業は400万m3の量の泥炭が必要としています。 このため、実際の需要
を考えて、今のところ当社が製品の需要をすべて満たすことができないことを認識する上で、企業は生産量
を増やす必要があります。

東南アジア諸国への泥炭供給は、現在、ドイツ、フィンランド、バルト諸国から輸入されている肥沃土壌を
中心にすべての農業が建設されているため、この地域の食糧安全保障の問題を解決することができます。 
採掘場が比較的に近いお陰で物流コストが低下され、当社の製品はより有益なものとなります。 同時に、
当社の設備は、最大5 g / m3の肥料を添加して泥炭合成を効果的に作り出すことができます。

輸出品は主に補正された酸性度と異物が除去された基礎泥炭になります。 このタイプの製品は、必要な
肥料を独自に追加する農産物生産企業での使用に理想的です。

現在、当社はロシア市場の可能性を市
場ごとに分けて： 100万M3

 
は»趣味的な»市場

200 万M3

 
は"専門的な"市場とし
て評価されています
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泥炭の採取と処理産業への投資

企業の業績と発展計画

経済指数
収益 
16 $ × 750 000 м3 =  
12 000 000 $ 

利益 
12 000 000 $ × 56% =  
6 720 000 $

2015年にテスト状態で泥炭の採掘と処理が開始されました。 2017年の初期に企業の生産能力は65％と
なりました。

泥炭（原材料）の実装、m3当たりの平均額は約16ドルです。 間接費を考慮した採掘と
処理のコストは$ 7です。 したがって、1m3の泥炭（原材料）の売却による純利益は9ド
ルであり、企業収益の約56％である。

価格16 $ - C / C $ 7 =利益9 $ - 56％

ハードキャップに達すると、当社は2020年に年間75万m3の泥炭生産量に達し、これは
現在の価格で12,000,000ドルに相当する。 毎年の利益（税引前）は6720000 ドルとな
り、その60％以上は市場からPeatCoinトークンを購入するために使用されます。

泥炭生産量、完成品の販売量および開発計画

2015
0 0

5 200

10 400

15 600

20
100万ドル 千M3収益    利益     泥炭採掘量

800

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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泥炭の採取と処理産業への投資

ストリッピング用設備 42,7% — 390万ドル

生産設備

 31% — 280万
ド

ル

採
掘

設
備

 2
6,

3%
 —

 24
0万ドル

投資プロジェクト

運転資本への投資を除いての必要な
投資の総額は9,000,000ドルです

ハードキャップ：1000万ドル

ソフトキャップ：100万ドル

投資額と期待利益に基づいて、投資
回収期間は1.5年となります

«宣言されたハードキャップの額より
も小額の資金を調達した場合、 
資金の影響は比例的に小さい方にス
ケーリングされます»

投資の分配
毎年75000 m3の泥炭の採掘と処理量に達するには、9000000ドルの投資が必要です。

誘致された資金は追加の機器の購入（配達、設置、および試起動を含む）に向けられます。

 ストリッピング作業を実施するための機器と粉砕泥炭の採掘のための泥炭場の準備 - 6246000ドル。 

 泥炭処理施設の近代化：
— "趣味的な"市場（説明付きの脚注）のための2.5から70リットルの混合物製造のための新しい生産ラ

インの購入。
— "趣味的な"市場のための製品の積み込みプロセスの完全自動化。
— 走査線の加速（粉砕泥炭の浄化）、1時間当たり150m3（今は1時間当たり100m3）にする。
— 大規模の消費者と輸出用のbig baleに梱包するためのラインの購入と設置。
— 2000m2のインフラストラクチャーを持つ新しい建物の建設。
 

機器への総投資額は2806000ドルとなります。
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泥炭の採取と処理産業への投資

収集される資金に応じて購入される設備：

カップ、千
ドル

装置の台数 空気圧泥炭舗装機の
台数

追加装置の台数 生産の近代化へ
の投資、千ドル

1 000 5 3 0 0

6 000 16 6 18 2 100

10 000 33 15 34 2 800

生産を35万m3に拡大するために必要な最小限の投資（ソフトキャップ）は1000000ドルです。宣言
されたソフトキャップ額より少ない額の投資を引き付ける場合、資金はICOの終了後に投資家に返
還されます。

収集された資金の額に応じた生産の成長の予測：

100万ドル 300万ドル 500万ドル 700万ドル 1000万ドル
0

2

0

4

6

200 000

8

10

400 000

12

14

16

600 000

100万ドル 収益、千ドル     利益、千ドル     採掘量、M3

800 000
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泥炭の採取と処理産業への投資

投資プロジェクトの段階

ICOの１週目の 
PeatCoin = $ 0.7

ICOの２週目の  
PeatCoin = $ 0.8

ICOの３週目の 
PeatCoin = $ 0.9

ICOの４週目の 
PeatCoin = 1 $

資金調達キャンペーンの終了後、PeatCoinトークンが取引所に送られます。

株式会社Ecopromはすでに製品を生産している会社であるため、ICO終了直後にPTN = 
1 m3でPTNトークンに相対する量の原泥炭と交換することができます（交換は1 m3の
倍数になります）。

誘致された資金の配分：

資金調達額の90％ - 生産の近代化（設
備購入）

資金調達額の10％ - マーケティング会社
へのボーナス

トークンの配布：

88％ — 投資家 10％ — ICOで販売されたPTN - プロジ
ェクトチーム

2％ - ICOで販売されたPTN-賞金キャ
ンペーン

配布されなかったトークンは破棄され
ます

ICO実行のために17500000のPeatCoinトークン（PTN）が発生されます。

PeatCoinは泥炭で提供される暗号通貨です。 10 PTN = 1 m3の泥炭。

10のPTNの所有者は1立方メートルの泥炭とトークンを交換することができます。

Ecoprom社の生産設備を近代化するプロジェクトに
は以下の段階が含まれます:

2018年第1四半期：Pre-ICO

Pre-ICOでは投資家は1,400,000 PeatCoinトークンを1トークン0.5ドルで購入すること
ができます。 Pre-ICOでは70万ドルを調達する予定です。 この金額はマーケティング
キャンペーンに向けられます。

ステージ

ステージ

2018年第2四半期に（ICO）

メイン販売中ではPeatCoinの価格は、プロジェクトへの入場期間によって異なります：

第1

第2
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泥炭の採取と処理産業への投資

2018年第３四半期-201９年第２四半期：新機器の購入と設置

泥炭の採取量を増やすために企業の泥炭処理施設を改善し、追加の設備や機器を購入す
る予定です。

ストリッピング、および泥炭採取装置の現場を準備する設備や機器は2019年の夏のから
使われる予定です。

«市場からPTNトークンを購入するために使用される総保証金額は、 
ハードキャップに達すると$ 15500000です。»

調達金額がハードキャップ未満の場合、買戻し保証額はそれに比例して減額されます

«5年後、市場にリリースされたすべてのトークンを買戻すまで、 

2019年第2四半期：最大生産力達成

Chistoe採掘場の泥炭のストリッピング作業の開始。設備の設置、始動および調整作
業、泥炭処理プロセスの開始。

作業についての報告。

トークンの買戻しは、ICOの4ヶ月後の2018年9月から、5年間の企業収益の60％以上を
用いて行われます。

トークンの買戻しは、その時の市場価値で行われますが、トークンが1.6ドル以上でなけ
ればなりません。したがって、トークンの価格が1.6ドル未満の場合、当社のより買戻し
は1.6ドルの価格で行われます。

ハードキャップに達するこたは年間75万m3の泥炭の採取を意味し、市場からトークン
の買戻しに向けられる金額は以下のようになります（米ドル）；

買戻し、千ドル

2018 2019 2020 2021 20220

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

ステージ

ステージ

第3

第4
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泥炭の採取と処理産業への投資

株式会社Ecopromは市場価値でトークンを購入し続けるでしょう。»

購入したすべてのトークンは、購入後に破棄されます。

«投資家の収入は、差し押さえの最低価格で少なくとも60％となります。 
 同時に、買戻しの仕組みは市場の流動性を高め、それによってトークンの価格の上昇
を刺激します。»

投資家はICOが完了した後、いつでも、また様々の方法で利益を確定することがで
きます：

取引所でのトークンの
販売

トークンの価格は最低保
証差し押さえの価格（1.6
ドル）にまで上昇します。 
当社のプロジェクトへの
入札価格が保証された買
戻し価格よりも低いとい
う事実から投資家は一定
額の利益を受け取ること
が保証されています（上
記グラフ参照）。

償還用の取引所でのトー
クンの販売

 このプロジェクトの実
施後（投資プロジェクト
の段階を参照）、有利な
ニュースの背景と、保証
された買い手（株式会社
Ecoprom）からの追加の
流動性が証券取引所に
登場するため、トークン
の価格は上昇します（半
年ごとのトークンの償還
スケジュールを参照）。

トークン価格の投機的
な上昇。

プロジェクトを実施する
ための私たちの努力：買
戻し手続き、トークンの
数、低いエントリー価格
（1トークン当たりの価
格）は、取引所に投資家
活動を活発化します。そ
の結果、トークン価格の
投機的な上昇につなが
り、投資家はプロジェク
トの実施中にいつでもプ
ロジェクトから撤退し、
利益を得ることができ
ます。

投資家の確実な利益％
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泥炭の採取と処理産業への投資

リスクと利点

プロジェクトを実施する際には、投資家との関係をなる
べく簡単にしていきたいです。 あなたがプロジェクトの
成功を疑問に思うかもしれないことを承知していますの
で、事前に主な質問に答える準備ができています：

内部需要の減少と生産を実現の困難。 泥炭は輸出志向の商品です。 当社の予測によれば、売上高の80 
％を中東および東南アジアに輸出する予定です。 これらの地域では、独自の肥沃な土地がないため、農業
に適した土壌を輸入するという問題は、国と人口の食糧安全保障にとって重要です。

ロシア連邦の立法府による規制措置。 ICOのイニシエータとして登場する新会社は、英領バージン諸島
（BVI）に位置しており投資や行為を受け取りPeatCoinトークンを発生します。 BVIの管轄は英国法の対象
です。 ICO後、投資は換金され、通貨、有利子ローンでロシアの会社「Ecoprom」に転送されます。したが
って、我々はトークンと暗号通貨の定義が与えられていないロシアの法律（ロシア連邦の領土には規制が
ない禁止されていないが、許可されていない）との問題を回避することができます。

ビジネスの効率性と会社の利益に対する宣言された義務の不履行のリスク。 当社は2015年に事業を開始
し、今まで基本的な製品および収益の生産における成長を一貫して示してきた。 当社は、この事業におい
て豊富な経験を有し、当社製品の主要消費者との関係を確立しています。 さらに、当社の位置は中東およ
び東南アジアの市場で効果的に競争するのに役立ちます。

«ICOが直面している多くの会社と当社との主な違いは、当社 
すでにチームを持ち（150人の従業員）、作業していて、創業以来に成功し成長しし付けています。現時、チ
ームのプロジェクトへの民間投資は1600万ドルに達成しています。株式会社Ecopromは、Chistoe採掘場
が位置づけられている土地の所有者であり、25年間下層土壌のミネラル（泥炭）を抽出する権利を持って
います。これから作業チームを拡張し、追加の雇用を創出する予定です。現時点では私たちの会社は、スヴ
ェルドロフスク地方Rzhevsky地区の最大の納税者の一つです。»

投資プロジェクトの利点は、一般的に次のように定式化することができます： 
— 市場での状況の計算によると、高い投資魅力。 
— 十分に確立されたビジネスモデルのお陰で投資家にとってリスクが少ないロシア国内および中
国、韓国、ベトナムなどの海外市場への販売市場の見通し。
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泥炭の採取と処理産業への投資

中期的な発展と予想

現在、泥炭は過小評価された資産であり、多くの関連
するビジネス資産を建設することができると当社に
専門家は考えてます。

電力発電所の
建設

温室の建設と
農産物の生産

電力発電所
泥炭の基本的な経済的利点は、地元の燃料源とし
て使用される際に確認できます。 採取場所から
100km以内に泥炭を燃やすと、ガスや石炭に比べ
て15〜20％安く、環境にも優しい。 当社ではフィ
ンランドとカナダの技術を用いて、このれらの指標
を大幅に高める可能性があります。

2016年、ロシアでは、泥炭は再生可能エネルギー
源として認識され、国から多くの特恵を受けてい
ます。 例えば、発電所からメインネットワークへ
の進入地点までの電力線の建設は国によって補償
され、国はネットワーク会社に発電所で生産され
たすべての電力を市場価格ではなく生産者の価格
で購入することを義務付けています。

利点：

— «泥炭は空気が少い状態で燃えやす事が可能。 
組成物中に酸素を結合させているので長時間
燃えて、灰が少ない。

— 泥炭燃焼の副産物は、農業や作物生産の優れ
た肥料。

— 燃焼の際、少量の有害物質が放出されますの
で環境に優しい。»

— 発熱量が高いため、粉砕泥炭は石炭に比べて
1Gcalの熱量発生の効率を15-20％まで高くする
ことができます。

— 発熱量は約5000 kcal / kgで石炭の指標と一致
しています。

また、このプロジェクトが実施されれば、より安価な電気エネルギーと熱エネルギーを受け取ることができ
ます。 私たちの計画では、このエネルギーの一部は、コンピューティングパワー（マインイングファーム）を
構築するために使用されます。 より詳細な計算は、対応するプロジェクトの開始時に提供されます。
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泥炭の採取と処理産業への投資

温室ファーム

市場の前提条件

— スヴェドロフスク地方の気候帯では野外での農
産物の栽培は困難

— スヴェドロフスク地方の人口は430万人

— 2017年にスヴェドロフスク地方の栽培の野菜の
総合量は約66.6万トンに達した。 このうち、オ
ープン土壌で育てられた野菜には54.0千トン、
保護土壌の野菜には12.6千トンです。 同時に、
野菜需要の約50％は他の地域や国からの供給
によって提供されています。

発電の副産物はリサイクルが必要となる発生した熱エネルギーです。 このタイプのエネルギーを合理的に
利用するために、当社は企業のもとで温室ファームを組織することを提案します。

技術的の前提条件

— 泥炭採掘後の圃場、空き地の存在

— 肥沃な土壌の存在

— 発電所からの利用されていない熱エネルギー
の存在
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泥炭の採取と処理産業への投資

企業のチーム

1983年に鉱業技術者としてウラル州鉱業大学を卒業。

1991年以来、民間企業で、鉱山建設部長としてプライモス
キー・クラライで働いていました。株式市場で活躍し、2004
年に卸電力市場のNP評議会の設立に参加し、数年間卸電
力市場の規制を作成するのに参加したNPマーケット評議
会の問題解決委員会のメンバーであった。 2011年には、 
"Ural Industrial - Ural Polar"のエネルギー部門副総裁を務
めました。

2012年に株式会社Ecopromを設立しました。

サンクトペテルブルク経済工業大学卒業。経済学の学位を
取得。

彼女はZAO Uniland-Yekaterinburgの専門家としてキャリ
アをスタートさせました。入札部門の長として10年後、同
様の仕事にZAO Laktalis Vostokへの招待で勤め始めまし
た。 3ヵ月後、彼女は責任ゾーン "ロシア"（商標 President, 
Galbani, Locatelli, Parmalat）の部署長に譲り受けられまし
た。貿易と流通と生産外国企業の幅広い経験。 3つのスタ
ートアッププロジェクトを成功させました。チャリティ基金の 
"Zoosecurity"の非営利組織の共同設立者。

彼女は1987年にタシケント国立経済大学を卒業し経済学
の学位を取得し、1997年にタシケント経済研究所を卒業
し、2002年にモスクワのPlekhanov研究所を卒業しまし 会
計士の証明書を受け取りました。

合計実務経験38年以上。そのうち、タシケント地方のPO「
建築材料」（以上1000人を雇用）で経済専門家として10年
間務めました。同じく主任会計を行う（冶金工場で修理、
調整のための契約作業、700人以上を雇用）と金融と経済
エンジニアリング会社の副局長として5年働きました。1997
年にサンクトペテルブルクで移動した後、建設会社の経理
部長として働きました。彼女はモスクワに移動した後、2002
年以来、（主任会計士の機能で）エンジニアリング会社最
高財務責任者（CFO）として勤めていました。

 

アバチェフ・アレクサンドル

会社の創設者

株式会社"Ekoprom"のトップマネージャー

ナウモワ・アッラー

2015年以来の当社では最高財務責任者。

オブホウイチ・エレナ

2016年以来当社のCEO

電気工学者としてプスコフ州工科大学を卒業しました。

"彼はマイハウスプロジェクト"の従業員としてキャリアをス
タートしました。 
 3年後、彼はCJSC Pskovelektrosvarの中間管理職長に就い
た.2年後、彼は生産責任者になりました。

セミヨノフ・セルゲイ

2014年以来の当社の生産長
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泥炭の採取と処理産業への投資

スヴェドロフスク国立経済大学経済工学部門を卒業し
ました。

活動分野：私立および公的機関での管理職。

ウラル州法学アカデミーを卒業し、法律の学位と 
財務管理部門の大統領プログラムを終了しました。

活動分野：商業施設のトップマネジメント、自社の創設、
営業ビジネスへの投資。 営業とマーケティングの専門マ
ネージャー

1988年マグニトゴルスク貿易大学を卒業、２００４年には
モスクワ国際経済学大学（経済学専攻）、2013年にモスク
ワ金融・工業大学「Synergy」財務管理経済学を専攻しま
した。

全職務経験は29年間で、そのうち15年間がベロレツク市の
URS Belmetkombinata（700人以上を雇用）に所属してい
ます。 彼女は財務部長を辞任した会社の解散後、会計士
としてキャリアを始めました。 ベロレツクではディレクター
として株式会社PC「STIN」（600人以上を雇用）で8年間働
きました。

ウラル州森林学アカデミーを卒業し、林業技術者の学位を
得ました。

自身のキャリアはZAO Turinsky CBZの木材調理店のエンジ
ニアを専門で始まりました。 彼はSPK "Rostok"での製材と
木工の生産の責任者として働き、 株式会社Zavod Resurs
のMDF処理部門の責任者を務めました。

ザカロフ・ヴァディム

2014年以来の当社の採取長

ポヅゾフ・ドミトリー ポヅゾフ・イワン

ザコレンキナ・タチアナ

2015年以来、当社の会計主任

ICOチーム

企業には以下の人がしています仕事：

36 名 
のトラクターオペレーター

12 名 
の生産ラインの1オペレータ

22 名
の技術者

80 名 
の労働者
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