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1. TEAM 概要
1.1. 要約。サポートする 10 の理由
1. TokenStars はブロックチェーンを使用した最初のセレブリティマネジメントプラットフォ
ームです。
当社はセレブ、ファン、広告主の皆様に高度なツールとインセンティブを提供し、より深
いインタラクションとエンゲージメントをもたらすエコシステムを構築します。
2. 当社のプラットフォームは参加者が新しい方法でつながることを可能にする 12 の統合モジ
ュールから構成されています。ツールキットとして設計されたプラットフォームは必要な
機能を実現するために異なるモジュールを組み合わせられるようにします。
機能に基づき、それぞれのモジュールは 4 つの異なるレイヤーの一部を構成します：
1. クラウドファンディング・レイヤー，前途有望なタレントやセレブに資金を調達でき
るようにします。
2. インフラストラクチャ・レイヤー，主なプラットフォームでの活動のための実用的な
ツール(例えば投票やスカウト)を提供します。
3. ファン・コミュニティ・レイヤー，セレブは忠実なファンベースを拡大することで、
ソーシャルキャピタル（社交資本）を増強でき、、また、ファンには、好きなスター
とのコミュニケーションや参加活動を通じて、望んでいる関与権を提供する。
4. 広告・レイヤー，（広告スマートコントラクトや限定商品販売を可能にすることによ
って）より効率的な広告キャンペーンのためのスマートで透明性のあるデータと関心
のあるオーディエンスをブランドに提供します。
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3. TokenStars は市場参加者の 4 つの大きな課題に解決策を提供します：
1. タレント& プロ：
a. 「若いタレントには資金の支援が必要です」。当社は若いタレントに肝心なジュ
ニア期での金融支援を提供し、彼らがプロスポーツやエンターテインメント業界
からドロップアウトしないように保障します。これにより、彼らが成功するチャ
ンスは大幅に増加します。
b. 「認可されたプレーヤーには広告販売の支援が必要です」。既に地位を確立した
プロのアスリートやメディア業界で活躍するパーソナリティには、スポンサーに
とっては魅力的であるものの従来のエージェンシーからは見過ごされてきた再プ
レゼンテーションやマーケティングプロモーションを提供します。

トークンの実装：TokenStars は TokenStars トークンの形で支援を受けたタレントの
将来の収入 (5-70%、業界によって異なる) から 広告コミッション (15-30%，プロお
よびタレントを含む) と手数料を受け取ります。そのため、ブランドとサポートされ
るタレントは当社のサービスを支払うために、市場でトークン所有者からトークンを
購入します。
2. ファン はセレブリティとのより緊密なやり取り、スポーツクラブやプレーヤーへのよ
り強い影響力を望むものです。当社はファンコミュニティに、お気に入りのアスリー
トや芸能人の活動に参加、分析や評論、解体、幻想し、そしてつながりを持てるよう
する幅広い特別なオプションと限定製品を提供しています。

トークンの実装： こうしたやり取りに参加することで、ファンは TEAM トークンを獲
得・消費し、トークンの需要や回転（ターンオーバー）を増加させます。
3. 広告主.ブランドは、透明な広告フォーマットの組み合わせとより関心のあるオーディ
エンスを求めています。TokenStars はブランドに対し、取り組み度の高いファンオー
ディエンスへのアクセス機会と、広告スマートコントラクトの実装による効率的なキ
ャンペーンの増加機会を提供します。

トークンの実装：推奨やプロモーションサービスはトークンで支払われる (全額また
は TokenStars コミッションの一部)ので、広告キャンペーンの金額が高ければ高いほ
ど 、 市場におけるトークンの需要も高まります。
4. ブロックチェーンの実装によりオペレーションの透明性と拡張性が保証されます。当社は
すべての参加者、特にファン、広告主、タレントスカウント、そして一般のトークン所有
者のために、透明性があり検証可能なシステムを構築できるよう、プラットフォームを支
えるテクノロジーとしてブロックチェーンを選択しました。
1. TokenStars のプラットフォームはブロックチェーンレッジャーに投票結果、スカウト
からの申込書、オークションへの入札、広告クリックなどの参加者間のインタラクシ
ョンイベントを記録します。
2. 当社のプラットフォームは 2 つの相互に作用するブロックチェーンに基づきます。ト
ークン関連のオペレーションのためのイーサリアム、そして、内部プラットフォーム
オペレーションのためのプライベートブロックチェーンです。これは、数万人の人
（将来には数百万の参加者）が TS プラットフォームでやり取りを行うために選択され
ました。そのため、これらのトランザクションのすべてが、数百万の記録オペレーシ
4

ョンを生成します。莫大なイベントなどの記録にイーサリアムブロックチェーンを使
用することは、遅いトランザクション速度と高いトランザクション関連費用から見れ
ば実用的ではありません。
3. イーサリアム ERC-20 標準互換トークンを実装することで、スピードが遅い、クロスボ
ーダー決済に関連する規制など不換通貨で通常発生する問題が避けられます。
5. 実績あるビジネスモデル。当社はテニスから開始し、ACE トークン販売 を 2017 年 10 月に
成功裏に完了しました。私たちは既にコンセプトを提供し始めています：
1. プロのテニスプレーヤーで 21 の国際トーナメントで優勝した経験のあるベロニカ・ク
デルメトバ（ダブルスの WTA ランキングで 58 位）と最初の契約を締結し、
2. エカテリーナ・マカロワ (2016 年リオデジャネイロオリンピック金メダリスト、ウイ
ンブルドンおよび全米オープン、全仏オープン優勝、WTA シングルス 33 位／ダブルス
3 位) のマーケティングプロジェクトを開始しました。
6. 当社は TEAMTokenStars バーティカルを展開します。これによりその他のスポーツ (サッカ
ー、ホッケー、野球、ポーカーなど) とエンターテインメント (映画、音楽) のセレブリ
ティマネジメント活動を組み合わせます。
7. TEAM トークン (イーサリアム ERC-20 標準互換) は ユーティリティ トークンで、ファ
ン、セレブリティ (将来有望なタレント＆成功しているプロ)、広告主、スカウト、一般の
トークン所有者などすべての関係者のインタラクションを可能にするよう設計されていま
す。TEAM トークンはプラットフォームの内部通貨として機能し、10 のモジュールで使用さ
れます。
参加者間のほとんどのインタラクションには TEAM を使用する必要があります：
•

広告主やサポートされる将来のスターからのエージェンシーのコミッションの支払
い、

•

ファンや前途有望なタレントを探したり (スカウト)、お気に入りのセレブリティをプ
ロモートしたり (プロモーター) する外部エージェントへのインセンティブの提供、

•

競争入札への参加、

•

投票への参加、

•

セレブリティからの特別オファーへのアクセス取得、

これにより、TokenStars の事業が拡大するにつれトークンのターンオーバーが高くなりま
す。
8. TokenStars は巨大産業を揺るがします。TEAM は巨大で急成長する市場に重点をおいてい
ます。
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世界のスポーツおよびエンターテインメントセレブリティマネジメント市場は管理されて
いる契約額が 1000 億ドル1 を超過し、年間収益額は最高で 200 億ドル2に達します。
スポーツおよびエンターテインメント業界は現在ブームを迎えています：
1. 上位 40 社のエージェンシーの管理下の契約は 2017 年度 10％以上の伸びを実現し、
2. クラブに分配される UEFA チャンピオンズリーグの予算は過去 10 年間に 2.3 倍に増加
し、2017/18 シーズンでは 13.2 億ドルに達しています。
3. グランドスラムチャンピオンシップの合計賞金額は過去 15 年間に 4 倍という劇的な伸
びをみせています。
4. (将来有望なアスリートのスカウトやファンオーディエンスの取りこみをターゲットに
する) 世界中のスポーツ分析市場は今後 5 年間に CAGR が 40.1%拡大して 40 億ドルを
超過すると予想されています。
5. このプロジェクトは現行の巨額ビジネスを揺るがし、コミュニティメンバー間で創造
された価値を共有します。
TEAM は世界中のプレーヤーとスポンサーを募集するグローバルプロジェクトです(これは
市場規模の拡大、多様性の高まり、現地の規制への依存度の低下を意味します)。
9. TEAM はプラットフォームでトークンを獲得・消費できる巨大なファンベースをターゲット
にしています。
3

当社は 40 億人以上のスポーツファン をブロックチェーンの世界に導くつもりです。上位
20 位のサッカー選手には最も人気のあるソーシャルメディアプラットフォームで、10.4 億
4
人のフォロワー を持っています。
TokenStars は主要なメディアプラットフォームとの提携を確立しました (テニスではマン
スリーアクティブユーザー数が 1250 万人にのぼる Tribuna.digital や Sports.ru などの大
手スポーツメディアとのパートナーシップ契約を締結しました)。私たちはそれほどオタク
ではないスポーツファンへのグローバル PR とマーケティングにスペシャルな強調をすえま
す。「次のロナルドの成功の一部になって、このスターから特別オファーを受けましょ
う」というメッセージはそうした人々に響くことでしょう。

10. TokenStars は最高のスポーツ＆エンターテイメント諮問委員会を結成しました：
•

委員会メンバーはプロジェクトの拡大を刺激する専門知識を共有し、

•

私たちが最も有望な才能者を選択し、大規模な

•

ユーザーオーディエンスを TokenStars プラットフォームに引き寄せるための支援を提
供します。

1

https://www.forbes.com/sports-agencies/list/ [スポーツでのマネジメント下に 430 億ドル相当のコントラクトが存
在する (スポーツコントラクトは全業界の 50％以下]
2
https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/arts-entertainment-recreation/celebritysports-agents.html [米国マーケット (エージェンシーの年間収益は 100 億ドル以上) が世界の 40-45% を占めると想
定]
3
http://sporteology.com/top-10-popular-sports-world/
4
http://www.telegraph.co.uk/football/2016/10/04/the-50-most-influential-footballers-on-social-media/
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トミー ・ハース /テニス/

ローター・マテウス /サッ
カー/
•
•
•
•
•

•
•

ワールドカップチャンピオ
ン (1990)
欧州チャンピオン(1980)
フンデスリーガおよびセリエ A チャ
ンピオンで合計 7 回優勝
UEFA カップ 2 回優勝
ゴールデンボールならびに FIFA ワー

•

キャリア統計：ATP ランキング第 2 位
国際トーナメント 15 回優勝
オリンピック銀メダリスト(2000 年、
シドニー)

ルド・プレーヤー・オブ・ザ・イヤ
ー受賞

ニキータ・クチェロフ /ア
イスホッケー/
•
•
•

ロビン・セーデリング /テニ
ス/

2017 / 18 NFL シーズンゴールスコ
ア第 1 位
ワールドチャンピオンシップ銅メダ
リスト(2017)
NHL 統計：125 ゴール / 268 ポイン
ト

•
•
•

•

セドリック・ピオリーン /
テニス/
•
•
•
•

アナスタシア・ミスキナ /テ
ニス/

キャリア統計：ATP ランキング第 5 位
全米オープン、ウインブルドン決勝
進出
デイビスカップ 2 回優勝
フランス代表チームの共同キャプテ
ン兼コーチ

•
•
•

ヴァレリー・カルピン /サ
ッカー/
•

サッカーマネージャー且つ元プロサ

•

ッカー選手 (バレンシア、レアル・
ソシエダ、セルタ、FC スパルタク、
ロシア代表チーム)
キャリア統計：122 ゴール

•
•

スペインのラ・リーガで第 2 位
ロシアリーグで 3 回優勝

•

ハリウッドの写真家、映画業界で 30
年以上の経験
ポートフォリオには 60 本の映画

•

クゥエンティン・タランティーノ、

•

プロのポーカープレーヤー (10 年以
上の経験) かつブロックチェーン開発
者

•

ポーカー・トーナメント・ワールド・
シリーズ優勝 (WSOP-2011 年) 賞金 75
万ドルを獲得
フルスタック開発者、ブロックチェー
ン開発者、RefToken の CTO

•

ロバート・ロドリゲス、リドリー・
スコットらと協力
•

キャリア統計：WTA ランキング第 2 位
全仏オープンチャンピオン (グランド
スラム
フェデラルカップ 2 回優勝をはじめ
21 の国際トーナメントで優勝

アレクサンダー・アンター /
ポーカー/

リコ・トーレス /ハリウッ
ド/
•

キャリア統計：ATP ランキング第 4 位
2009 年および 2010 年全仏オープン決
勝進出
ATP マスターズファイナル優
勝 (2010) およびトーナメントで 10
回優勝
ストップホルムオープンの元トーナメ
ントダイレクター

アントニオ・バンデラス、ブルース
・ウィリス、ジェシカ・アルバ、レ
ディ・ガガなどの写真撮影担当
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2. TEAM トークン販売規約
一般情報
トークン名

TEAM

基準

イーサリアムリ

標準

ERC-20

トークン価格

0.0001 BTC

支払い方法：

ビットコイン(BTC)、イーサリ
ークン (ACE)

(ETH)、ACE ト

資金獲得目標額
ソフトキャップ (最低トークン販売閾値)

$1,000,000

ターゲット A

$5,000,000

ターゲット B

$10,000,000

ハードキャップ―ターゲット C (最高トーク $15,000,000
ン販売閾値)

トークン配分
配分原則

1. 60 トークン販売ごとに (トークン販売)、
2. 20 追加トークンが作成され、チーム、パー
トナー、アドバイザーのために保持され
(チーム&諮問委員会)、
3. そして、20 追加トークンが作成され、ネッ
トワーク拡大のために保持されます (コミ
ュニティ & 拡大) 。

トークン販売の最大トークン数

最高 45,000,000

チーム & 諮問委員会の最大トークン数

最高 15,000,000

ネットワーク拡大の最大トークン数

最高 15,000,000

作成されるトークンの合計最大数

最高 75,000,000
作成されるトークンの最大数と実際に配布され
たトークン数の差分は、作成されません。
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販売期間5
日付

最低 / 最高拠出額

ティア 1

2017 年 12 月 20 日 – 2018 年 1 月 10 日

ティア 2

2017 年 1 月 10 日 – 2018 年 1 月 20 日

1,000 TEAM トークン (0.1 BTC) / キ
ャップなし

ティア 3

2018 年 1 月 20 日 – 2018 年 1 月 31 日

ティア 4

2018 年 1 月 31 日 – 2018 年 2 月 10 日

ティア 5

2018 年 2 月 10 日 – 2018 年 2 月 28 日

1,00 TEAM トークン (0.01 BTC) / キ
ャップなし

ボーナス*
拠出期間ボーナス
ティア 1

+40%

ティア 2

+30%

ティア 3

+15%

ティア 4

+10%

ティア 5

-

ボリュームボーナス
1-3 BTC

+5%

3-5 BTC

+10%

> 5 BTC

+20%

* ボーナスは累積されます (ボリュームボーナスは拠出期間ボーナスに加算されます)
** TokenStars は他のボーナスを導入する可能性があります

配布と上場 5
初期トークン配布

2018 年 3 月

取引所への上場（将来の計画)

2018 年 3 月

5

トークン販売日付およびその期間は、市場の状況の著しい変化に適応される可能性があります。
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追加情報
販売地域

TEAM トークンは以下の地域に住居、所在
地または法人設立場所をもつ自然人およ
び法人である市民に対し提供、配布され
ておらず、再販売または所有者により譲
渡することはできません： (i) アメリカ
合衆国(コロンビア州およびコロンビア特
別区を含む)、プエルトリコ、米領バージ
ン諸島並びにその他のアメリカ合衆国に
属する地域、または (ii) デジタルトー
クンの取引が禁じられている、または適
用法または規制により何らかの形式で制
限されている国や地域。

ウェブサイト：

http://TokenStars.com/
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3. TEAM プロジェクトのビジョン
3.1. コアアアイディア
TokenStars のコアアアイディアはスター、ファン、広告主のインタラクションを新しいレべルに
引き上げ、セレブリティマネジメント業界の問題を解決することです。
•

•

•

スター：タレントとプロ。プロのキャリア発展がソーシャルキャピタルを引き寄せ、資金
調達源にアクセスする能力に大きく依存する時代に、スターはオーディエンスとスポンサ
ーに見いだされるためのより多くの方法が必要とされます。
ファン.セレブリティ、ファン、メディアのバランスは劇的に変化しています。ファンはも
はやただ見ているだけの存在ではありません。リアルタイムで参加、分析、評論、夢想
し、お気に入りのスターとつながります。
ファンにはセレブとのインタラクションの機会と、相互コミュニケーションの機会を提供
するイノベーションが必要です
広告主ブランドは高い関心のあるオーディエンスのいる新しいプロモーションチャネルを
求め、広告キャンペーンを行う透明で調整可能なツールを必要としています。

私たちは、膨大な参加者のコラボレーションを促すために、TokenStars はすべての関係者に拡張
可能なデジタルソリューションと競争力のあるインセンティブを開発する必要があることを理解
しています。
そのため、当社は参加者がブロックを組み合わせ、希望する結果を達成できるモジュールブロッ
クチェーンプラットフォームを構築します。最終的には、セレブがファンや広告主とつながる方
法を変え、より効率的かつ価値があるものにすることでしょう。
当社は関係者間のインタラクションにパワーを与えるために、TEAM トークンを導入します。TEAM
トークン (ERC-20 標準) は TokenStars プラットフォームへのアクセス方法及び当社のエコシステ
ム内のほとんどの操作や取引に必要な内部通貨として機能します。

3.2. 市場の問題を解決
TokenStarts は市場の参加者が抱える 4 つの主な問題を解決します：
1. タレント (将来のスター)前途有望な人材 (将来のスター)当社は若いタレントに肝心なジ
ュニア期での金融支援を提供し、彼らがプロスポーツやエンターテインメント業界からド
ロップアウトしないように保障します。また、彼らがオーディエンスを引き寄せ、コラボ
レーションの始めからソーシャルキャピタルを累積できるよう支援を提供し、プロとして
のキャリアを十分なハンディキャップ(他の仲間と比較して)で開始できるようにします。
2. プロ (活躍中のスポーツ＆エンターテインメント業界のスター)既に地位を確立したプロの
アスリートやメディア業界で活躍するパーソナリティには、スポンサーにとっては魅力的
であるものの従来のエージェンシーからは見過ごされてきた再プレゼンテーションやマー
ケティングプロモーションを提供します。
3. ファンはスターやセレブとのより緊密なインタラクションを求め、お気に入りのクラブに
対し、より強い影響力をもちたいと思うものです。当社は、ファンのコミュニティにリア
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ルタイムで交流する機会や、未来のスターを選択する機会、セレブの活動に参加する機会
を提供します。
4. 広告主.ブランドは、透明な広告フォーマットの組み合わせとより関心のあるオーディエン
スを求めています。TokenStars はブランドに対し、取り組み度の高いファンオーディエン
スへのアクセス機会と、広告スマートコントラクトの実装による効率的なキャンペーンの
増加機会を提供します。

3.3. TEAM トークン
当社は TEAM トークン (イーサリアム ERC20 標準互換ユーティリティトークン) を作成し、プラッ
トフォームの様々な参加者間のエンゲージメントを実現します。TEAM トークンは以下の役割を果
たします：
1. TokenStars プラットフォーム機能へのアクセス方法で、エコシステム内で行われる活動へ
のトークン所有者の参加権利を検証します。
2. 内部通貨 – トークンはプラットフォーム内で行われる取引の決済方法として使用されま
す。これにより、不換通貨を使った場合に通常発生するスピードが遅い、国境を越えた決
済関連の規制などの問題を避けることができます。
プラットフォーム参加者が TEAM トークンを取得する方法は 3 つあります：
1. クラウドセールに参加 (供給量はクラウドセール時に作成されるトークン数により制限さ
れます)。
2. 暗号通貨取引所でトークンを購入。
3. アクションを行ったり、タスクを完遂することでプラットフォーム内でトークンを獲得す
る。
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4. プラットフォームとテクノロジー
4.1. プラットフォームのアーキテクチャ
TokenStars プラットフォームはプロジェクトの全アクティビティを実装可能にする 12 の統合され
たモジュールから構築されています。モジュールは 4 つの異なるレイヤーに分けられます：
1. クラウドファンディング・レイヤー
2. インフラストラクチャー・レイヤー
3. ファン・コミュニティ・レイヤー
4. ブランド & 広告・レイヤー

TokenStars プラットフォームはツールキットとして設計されており、異なるモジュールを組み合
わせて必要な機能を実現し、セレブ、ファン (そして一般のトークン所有者)、広告主、プロのタ
レントスカウト、プロモーター間のインタラクションを奨励することが可能です。
モジュールの機能とアーキテクチャの詳細な説明はホワイトペーパーの本セクションの後半で説
明されています。

4.2. ブロックチェーンの使用
TokenStars プラットフォームを支えるテクノロジーとしてブロックチェーンを選択することで、
私たちはプラットフォーム参加者全員、特に、ファンやスカウト、プロモーター、広告主などに
対し、透明性があり拡張可能、検証可能なシステムを構築することができます。ファンコミュニ
ティのリーダーにブロックチェーン分散レッジャーの記録を監査するためのツールを提供し、イ
ンタラクションの透明性を証明し、参加者間で発生する可能性のある衝突を避けます。
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当社のプラットフォームは数万人とやり取りを行います（将来には数百万人）。当社は 40 億人以
上のスポーツファン6をブロックチェーンの世界に導くつもりです。参照：
•

上位 20 位のサッカー選手には最も人気のあるソーシャルメディアプラットフォームで、
10.4 億人のフォロワー7を持っています。

•

FC マンチェスター・ユナイテッドの推定フォロワー数は 6 億 5900 万人です8。これはおそ
らく世界中のサッカークラブにおいでも最大規模のファンベースです。

さらに、当社はスポーツ界のセレブリティだけでなく、エンターテインメント (映画や音楽) 業
界のセレブリティにも対応する予定で、大規模なユーザーベースをもつことを予想しています。
投票における投票の記録、プロモーターからの報告の収集、オークションの入札の受け取り、ま
たは広告クリックの登録などのあらゆるイベントは、ブロックチェーンの書き込み操作を生成し
ます。当社の社内広告は将来の分析に備え、重要なイベントをすべてブロックチェーンを使用し
て記録します。これらのイベントの一日あたりの数は数百万にのぼります。
このように莫大なイベントなどの記録にイーサリアムブロックチェーンを使用することは、遅い
トランザクション速度と高いトランザクション関連費用から見れば実用的ではありません。
そのため、私たちは TS プラットフォームを 2 つの相互に作用するブロックチェーンに基づき開発
することを検討しました：
1. トークン関連の操作で使用するイーサリアムと、
2. 内部プラットフォーム操作に使用するプライベートブロックチェーン。
TokenStars のプライベートブロックチェーンは複数のノードのネットワークとして構築され、プ
ラットフォーム開発の初期段階は当社より保守されます。その後、私たちはノードの保守権利を
(一部または全部) ネットワークの一部になるよう招待されたファンコミュニティのリーダーに委
任することを計画しています。これにより、単一の関係者により管理されることがないブロック
チェーンの真の精神に則った、本当に分散化されたネットワークを作成することが可能になりま
す。
また、分散型ブロックチェーン技術を活用して、プラットフォームの高速かつ効率的な拡張を計
画しています。ネットワークノードのオペレータはブロックチェーンオペレーションを監査し、
潜在的な衝突を判断することができます。
TokenStars はネットワークノードの実行に必要な簡単にインストールできるソフトウェアパッケ
ージを生産し、すべての必要な手順と年中無休の世界中の 24/7 サポートを提供します。ネットワ
ークノードのオペレータは取り組みに対する報酬を TEAM トークンで受け取ります。

6

http://sporteology.com/top-10-popular-sports-world/
http://www.telegraph.co.uk/football/2016/10/04/the-50-most-influential-footballers-on-social-media/
8
http://www.sportingintelligence.com/2012/06/07/manchester-united-659-million-people-can%E2%80%99t-bewrong-can-they-070601/
7
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4.3. 技術スタック

TokenStars はプライベートブロックチェーン実装の様々なソリューションとアプローチを検討し
ます。オープンソースのブロックチェーンフレームワークの実装で The Linux Foundation によっ
てホストされている Hyperledger プロジェクトの一つである Hyperledger Fabric で、最良の結果
が期待されています。Hyperledger Fabric は当初 Digital Asset と IBM により流通されていまし
た。
TokenStars の Hyperledger Fabric ベースのネットワークはイーサリアムネットワークと開発が計
画されているインタープラットフォーム API を介して通信します。
計画されている技術スタックには以下が含まれます：
•

プライベートブロックチェーンノードのデプロイメント用 Amazon AWS Ubuntu ダミーサー
バー。

•

暗号通貨およびトークン用にカスタマイズされたサードパーティの E-コマーススイート。
候補テクノロジーとして Shopify が挙げられています。

•

Google、AppNexus、Amber Data、Iponweb のソリューションを組み合わせた広告モジュー
ル。

•

ブロックチェーン開発のための Solidity と Golang。

•

ユーザーインターフェース開発のための ReactJS、Android Studio、XCode (次のセクショ
ンでプロトタイプの例をご覧ください)。

•

一部の機能の実装は、当社側の総合的な品質管理の下で信頼できる関係者に委託されます。
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4.4. モジュールの実装
TokenStars プラットフォームはツールキットとして設計されており、異なるモジュールを組み合
わせてセレブ、ファン (そして一般のトークン所有者)、広告主、プロのタレントスカウト、プロ
モーター間のインタラクションを奨励することが可能です。
TEAM トークンはプラットフォームへのアクセス方法及びプラットフォームの内部通貨として機能
します。
TEAM トークンは 10 モジュールで使用されます(「パーソナル」STAR ICO モジュールを除く)。
当社は TEAM トークン (イーサリアム ERC-20 標準互換ユーティリティトークン) を作成し、プラ
ットフォームの様々な参加者間のエンゲージメントを実現します。TEAM トークンは以下の役割を
果たします：
1. TS プラットフォーム機能へのアクセス方法で、エコシステム内で行われる活動へのトー
クン所有者の参加権利を検証します。
2. 内部通貨 – トークンはプラットフォーム内で行われる取引の決済方法として使用され
ます。これにより、不換通貨を使った場合に通常発生するスピードが遅い、国境を越え
た決済関連の規制などの問題を避けることができます。
3. コミュニティ意見の表現形式 TokenStars プラットフォームは TEAM トークン所有者が特
定の TokenStars の事業運営上の問題に関する自分自身の意見を分散コミュニティ投票
(DCV) メカニズムを通して発言する機会を提供します (詳細は ACE ホワイトペーパーセ
クション 7.1 を参照してください)。
テニス業界での運営に対して資金を提供するために作成された ACE トークン (クラウドセールは
2017 年 10 月に完了) もジョイント TokenStars プラットフォームインフラストラクチャに統合さ
れます。

クラウドファンディング・レイヤー
3 つのモジュールで構成され、グループ内で組み合わせられた前途有望な人材や、世界的に有名な
セレブリティが資金調達を行うことを可能にします。
1. タレントサポート・モジュール

タレントサポート・モジュールはクラウドファンディング・レイヤーの一部です、トークン販売
中に回収された資金の管理を実装するイーサリアムスマートコントラクトに基づきます。タレン
トの訓練サポートには不換通貨での支払いが発生するため、外部暗号化通貨取引所への API が必
16

要です。取引所への取引は etherscan.io のようなブロックチェーン分析ツールで検証可能です。
モジュールの機能へのアクセスは、TokenStars の認証従業員によって制限されます。

スター：前途有望なタレントがプロになるための発展資金を調達することを可能にします
ファン： TEAM エコシステムへのアクセスを提供し将来のスターの成功を共有できます。
TEAM をトークン販売で購入することで、ファンは将来のスターを支援します。TokenStars は (ス
カウトモジュールや投票モジュールを活用し) 前途有望なタレントを見つけ、契約を締結しま
す。上昇中のスターは訓練やスキルの向上、ユース競技会参加のための資金を受け取ります。タ
レントが成功したプロになった場合、スポンサーシップ契約や給料もしくは賞金からプラットフ
ォームへのコミッションを支払い始めます。コミッションは市場でファン (一般のトークン所有
者) から購入される TEAM トークンでのみ支払えます。
タレントサポート・モジュールは TEAM エコシステムに入り、様々なサービスや上昇中のスターだ
けではなく、TokenStars がマーケティングサポートを提供する著名なプロとのインタラクション
のためにトークンを使用するベーシックな方法の 1 つです。
ケーススタディ：14 才の「マリア・シャラポワ」は

ファンからサポートされ、17 歳でウインブ

ルドンで優勝しました。プラットフォームは賞金および広告契約から 20%のコミッションをトーク
ンで受領します。
2. STAR ICO 「時間のトークン化」モジュール
TEAM トークンはこのモジュールの使用には適用されません。
このモジュールは STAR トークンによってのみ活用され、セレブリティのパーソナル ICO のために
設計されています (STAR トークンは今後発表され、別のクラウドセールイベントで販売される予
定)。
3. STAR ICO 「収入のトークン化」 モジュール
TEAM トークンはこのモジュールの使用には適用されません。
このモジュールは STAR トークンによってのみ活用され、セレブリティのパーソナル ICO のために
設計されています (STAR トークンは今後発表され、別のクラウドセールイベントで販売される予
定)。
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インフラストラクチャー・レイヤー
このレイヤーは 3 つのモジュールを組み合わせ、その他のレイヤーからモジュールの組み合わせ
に実装された主なプラットフォームインフラストラクチャー活動のための機能を提供します。
4. タレントスカウトモジュール

タレントスカウトモジュールは TokenStars、タレントスカウト (プロの副業スカウト、ユースチ
ームのコーチまたはインセンティブ化されたトークン所有者を代表として)、そしてアナリストに
なることを申し出た TEAM トークン所有者の間のプラットフォームベースのインタラクションを実
装します。モジュールは投票モジュールにより緊密に統合されています。

ファン： スカウトになることができます。前途有望なタレント申込書を送付して TEAM トークン
を獲得できます。

最も一般的な用途は下図で表現され、後の部分で説明されています。
トークンホルダー

アナリスト

スカウト

上昇中のスターを推薦

スカウトとして登録

アナリストとして登録

トークンスタート

候補者を確認

候補者をレビュー

契約締結を提案

提案に投票

契約を締結

賞金引き出しのために
登録

トークンを回収

活躍をレポート

TEAM トークンをリリ
ース

レポートのレビュー

契約更新を提案

レポートをレビュー

提案に投票

契約を更新

賞金引き出しのために
登録

TEAM トークンを回収

TEAM トークンをリリ
ース

契約を更新

賞金を引き出す

TEAM トークンを回収
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TokenStars は前途有望な人材のスカウト プロセスを分散化し、候補者の高品質な流入を確実に
させます。会社に雇用されているスカウトの数が限られた従来のエージェンシーとは異なり、
TokenStars はグローバルなスカウトネットワークを作成し、スカウトに良いバランスの刺激を与
えることで最も才能のあるプレーヤーを私たちのプラットフォームにつなげるよう奨励します。
1. 任意の TEAM トークン所有者がプラットフォームのウェブサイトまたはアプリでサインアッ
プしてスカウトになれます。当人のイーサリアムアカウントは必須フィールドの 1 つで
す。新しいスカウトは申込時に少なくとも 1TEAM トークンを所有している必要がありま
す。トークン残高はプラットフォームによりイーサリアム API を介して自動的に検証され
ます。

2. トークン所有者はスカウトになると、特別なプラットフォーム機能へのアクセスができ、
新しい上昇中のタレントを提案できます。
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3. 推薦された上昇中のタレントは自動スクリーニング (ユースでの統計や結果に基づく)と
TokenStars のライセンス所有スカウトによるオフライン査定に合格すると、将来の候補者
選抜投票や契約の提案のための情報が提供されます。

4. トークン所有者は誰でも、アナリストとして登録でき、タレントのデータや投票へのアク
セスを取得できます。タレントやスカウト個人の機密情報を保護するための対策が施され
ています。

5. アナリストは新しいスター候補者との契約締結の可否を投票できます。アナリストによる
投票数は各人が所有する TEAM トークンの数と同じです。投票はプラットフォームのプライ
ベートブロックチェーンで実行され、懸念や意見の対立がある場合には、その後さらにコ
ミュニティによる調査を実施することが可能です。
6. TokenStars は未来のスターと契約を締結し、システム上で確認します。これにより、TEAM
トークンが即時かつ自動的にリクルーターのイーサリアムアカウントに転送されます。
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7. スカウトはプレーヤーとの仕事を続け、彼らのパフォーマンスを検討しながら定期的に分
析報告を発信します。

8. アナリストは報告をレビューし、(a) 特定のタレントおよびそのタレントとの契約締結の
最終提案を行った (b) スカウトネットワーク責任者との契約更新の可否を投票できます。
9. TokenStars は承認されたタレントとの契約を更新し、タスクの完遂を承認し、プラットフ
ォームにその人材の申込書を提供したスカウトへ追加報奨金を支払います。
10. リクルーターはその後もスーパーバイザーとアナリストによる定期的レビューを行うこと
で仕事を継続し、TEAM トークンによる自動支払いを繰り返し受領します。
11. TokenStars は最も活発なアナリストが高い確率で TEAM トークンで賞金やその他の賞品を
受け取れる抽選を定期的に行います。抽選の規則や条件は投票に先立ち発表されます。
ケーススタディ：「ジュアン」 は、有望な若いサッカー選手に気づき、プラットフォームへアプ
リケーションを提出し、トークンで 10,000 ドルの支払いを受けました。
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5. 投票モジュール

投票モジュールはその他のモジュールのインフラストラクチャサポートとして使用されます。プ
ラットフォームは重要な決定に関するトークン所有者による投票を開催します：投票の最も重要
な用途の一つは、上記スカウトの選択で説明されていますが、ファンが新しいプレーヤーの承認
やスカウト契約責任者の交替に対して自分自身の意見を表明することができます。

スター：より多くのオーディエンスやソーシャルキャピタルを累積し、スポンサーに対する価値
を高めることができます。
ファン： タレントの選抜に参加する機会やお気に入りのスターの決断に影響力を及ぼす機会が
提供されます。投票への積極的な取り組みにより追加トークンが獲得できます。
このモジュールは、セレブリティにより実施される投票のためのスタンドアロンのメカニズムと
して使用される場合、ファン・コミュニティ・レイヤーからのモジュールとも密接に相互接続さ
れます。例えば、ファンはポップスターの新しいアルバムタイトルや、大きなイベントでどのド
レスを着用するか、ゴールした時にどうお祝いするかなどについて投票できるかもしれません
(従って、スターはファンにとっていわば「ライブ版たまごっち」になります)。スターにとって
は、より一層のオーディエンスエンゲージメントやパブリシティがもたらされ、結果として広告
主の関心が高まります。

6. 賭けモジュール

TEAM トークン所有者は TokenStars の人材やセレブリティが関与する様々な賭けイベントに参加で
きます。

ファン：様々なイベントの結果に賭けることで、トークンを獲得したり消費したりできます。
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賭け金や賞金は、TEAM トークンでのみ受け付け、支払いが可能です。賭けはイーサリアムスマー
トコントラクトとして実装され、優勝者へ自動的に支払います。
インフラストラクチャ・レイヤーの一部として、賭けモジュールは試合のオンラインストリーム
など他のモジュールにもプラグインできます。
ケーススタディ：「ロベルト」は、年 4 回の TokenStars ファンタジー ・サッカー・トーナメン
トに参加して、最も正確的予測し、 1 位を獲得します。

ファン・コミュニティ・レイヤー
セレブリティがソーシャルキャピタルを拡大できるようにし、また、ファンにより一層の関与権
や参加を提供します。
このレイヤーは 3 つのモジュールから構成され、セレブリティが忠実なファンベースを拡大でき
るようにし、ファンにはお気に入りのスターとの通信や活動への参加による希望する関与権を提
供します。

7. バウンティ・ファン ・クラブ モジュール

バウンティ・ファン・クラブモジュールは TokenStars プラットフォームの鍵となる要素の 1 つで
、前途有望なアレントやセレブリティに効率的かつ確固足る方法でオーディエンスを開発するツ
ールを提供します。スターは「プロモーター」になり、お気に入りのスターの成功を支援するこ
とを申し出たファンにタスクを設定します (例：コンテンツの作成、ソーシャルメディアアカウ
ントの宣伝など)。
プロモーター、スター、TokenStars 従業員の間の通信はプラットフォームを介して行われます。
すべての支払いは TEAM トークンで行われ、プラットフォームとイーサリアムネットワークへの
API により自動で処理されます。

スター： 熱心に取り組むファンに特定のタスクを割り当て、彼らの支援により意味のある結果を
達成できます。
ファン： スターの活動に常時参加できるようにし、トークンを獲得する機会やファンクラブの
リーダーになる機会が提供されます。
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最も典型的なケースは、以下の概略図で説明されています：
トークンホルダー

TokenStars

プロモーター

空席へ申請

公開された空席

プロモーターになる

採用を確認

タスクに同意

タスクを実行

実行をレポート

実行を確認

TEAM トークンを
回収

TEAM トークンをリ
リース

タスクを更新

TokenStars のプロセスにおける関与には 2 つの活動が必要です - 初期段階でのプロモーターのリ
クルートとその後の段階での監視です。
1. TokenStars のリクルーターはプロジェクトウェブサイトに求人広告を出したり、ソーシャ
ルメディアまたは登録されたトークン所有者のメーリングリストなどを使用して新しいプ
ロモーターを招きます。また、これらの求人はスターのソーシャルメディアアカウントや
通信チャネルにも発表、宣伝されることから、TS プラットフォームにより多くのファンを
招きできるようになります。求人には、候補者が行うタスクの概要が含まれます。
2. 新しいプロモーターの役職に応募する意欲がある人は (現在のトークン所有者または申込
みのために TEAM トークンを購入する必要がある一般のファン) はプラットフォームのウェ
ブサイト上の申込書を記入します。当人のイーサリアムアカウントは必須フィールドの 1
つです。候補者は申込時に少なくとも 1TEAM トークンを所有している必要があります。ト
ークン残高はプラットフォームによりイーサリアム API を介して自動的に検証されます。
3. TokenStars リクルーターはその後さらに候補者とのやり取りを続け、オンライン面接を行
い、雇用を承認します。
4. 候補者はプロモーターになって、TokenStars による特定のタスクを遂行します。報酬条件
も、タスク確認手続きの一部として当事者間で合意されます。確認されたすべてのタスク
は、プラットフォームのプライベートブロックチェーンレッジャーで不変のレコード、ス
マートコントラクトとなり、衝突解消の目的でコミュニティからの独立調査が実行できる
ようになります。プロモーターやタスクの機密性の高い個人情報はサードパーティより暗
号化保護されます。
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5. 発生する可能性のあるタスク、料金、方針の詳細は ACE ホワイトペーパー9のセクション
6.2 に記載されています。
6. タスクを完遂したら、プロモーターはプラットフォームのインターフェースを介して報告
します。報告とともに、例えば、ソーシャルネットワークの投稿へのリンクやスクリーン
ショットなどタスクの完遂を示す証拠を提供する必要があります。
7. プロモーターのスーパーバイザーはタスクの完遂を承認し、これにより TEAM トークンが即
時かつ自動的にプロモーターのイーサリアムアカウントに転送されます。すべてのプラッ
トフォームユーザーはトークン残高をアカウントページで直接確認できます。
8. 新しいタスクはプロモーターのスーパーバイザーにより提案されたり、繰り返し行われる
タスクが更新されたりします。すべての新規タスクや更新タスクと条件はプロモーターお
よびスーパーバイザーの両方により確認される必要があります。

ケーススタディ：「マドンナ」は世界中に 70 万人のファンクラブベンバーを持っています。彼ら
は仕事に対する支払いをトークンで受け取り、スターを宣伝します。

8. ファン・コミュニケーション・モジュール
TokenStars はファンに対し、お気に入りのセレブリティとのインタラクションを新しいレベルに
引き上げるための広範にわたるオプションを提供します。ファンは、(a) 特別オファーとコネク
ションまたは (b) スターとの一般のオンライン通信と TEAM トークンを引き換える機会を獲得し
ます。

スター：オーディエンスを増やし、エンゲージメントを深め、更なる収益化方法を獲得します。
ファン： お気に入りのスターとつながり、通信することができ、自分の話を聞いてもらえるとい
う満足が得られます。
•

9

以下：

スターからの特別オファー
トークン所有者は特別オファーやライブミーティングやトレーニング、試合のチケット、
コンサートなどの実際のイベントにトークンを使用できます。

料金は目安で、事業運営上および金融上の要件により異なります。
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イベントの発表と予約はプラットフォームにより実装されます。参加料は固定またはオー
クションベースで、TEAM トークンによってのみ支払い可能です。
価格の例は ACE ホワイトペーパーのセクション 7.2 に記載されています。

•

オンライン通信
オンライン通信のための専用プラットフォームツールが開発されます。
o

トークン所有者は選択された特別イベントの一方向のビデオ中継 を利用できるように
なります。コンテンツへのアクセスは、プラットフォームが API を介してイーサリア
ムを呼び出し、中継にログインしているユーザーが必要なトークン数を所有している
ことが確認された後で自動で付与されます。トークンがユーザーのアカウントから差
し引かれることはなく、確認目的だけに用います。

o

双方向のビデオ＆テキストチャット支払いを行ったお客様はスタートの双方向通信に
参加できます。勿論、スターが一度に通信できるファンの人数は限られています。料
金モデルは一律またはオークションベースとなります。参加料は TEAM トークンで支払
う必要があります。

o

確認されたトークン所有者は表示のみ (読み込みのみ) モードでチャットに無料で参
加できます (広告の収益化による)。
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ケーススタディ：‘ネイマール' は、世界中の 10,000 人のファンとペリスコープのビデオチャッ
トを行い、 ファンはチャットに入るのに(トークンで) 5 ドル支払います 。

9. コンテスト ＆チャリティー・ モジュール

TokenStars プラットフォーム自体または特定のスターがファンを対象に、商品またはトークンを
賞品にしたコンテストを開催できます (スカウトおよび投票モジュールに記載の通り)。
コンテストのメカニズムへの信頼は不可欠です。

スター：パブリシティーを増加し、オーディエンスを拡大できます。
ファン： トークンや貴重な賞品を獲得できます。
プラットフォームで実施されるコンテストは様々な外観、ルール、メカニズムを使用できます
が、すべてブロックチェーンべ―スのバックエンドモジュールの上に構築されます。これによ
り、特に賞品の配布に関する主催者のコミュニティに対する説明責任が確保されます。
このモジュールは TEAM トークン販売中にリリースする予定で、クリスマスチャリティイベントの
デモンストレーションを行います。
ケーススタディ： 歌手「エンリケ」が新しいアルバムをリリースしたので、ファンベースを惹
きつける必要があります。リアルライフイベントへの参加を含む、参加者対象の何百という賞を
持って、グローバルコンテストを展開しました。コミュニティは結果を信頼しています。
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ブランドと広告・レイヤー
3 つのモジュールで、ブランドのためのスマートソリューションおよび透明なデータを提供し、オ
ーディエンスを大いに巻き込み、いっそう効率のよい広告キャンペーンを実施します。

10. 広告スマートコント▪ラクトモジュール

ブランド向けのスマートコントラクトで以下のことが可能となります。
•

CPA モデルを利用するブランド（システムが確認した、必要な対応のみに料金を支払
う）。

•

関係者間の相互信用（ボットではなく、広告が功を奏した場合のみ支払が発生する）。

•

交渉の簡素化とトランザクションコストの削減。

スター： 更なる収益化。
広告主： 効率のよい、透明なキャンペーン。
このプラットフォームでは、全画面ビデオテイクオーバーや全ページブランドデザインまたはコ
ンテンツ等のカスタム広告キャンペーンを、自社開発された AdTech ソリューションによって実装
されます。このソリューションには、以下のコンポーネントが含まれます：
•

広告主がキャンペーンパラメータを指定し、すべてのクリエイティブフォーマットをアッ
プロードできるウィザード。

•

重要なイベント履歴をブロックチェーン上に残すことで、広告パフォーマンスの透明な測
定を保障するスマートコントラストベースの広告エンジン。

•

オーディエンスが持てる知識でさらに充実したキャンペーン結果に知見を加えるカスタム
分析ツール。

•

広告主が TokenStars キャンペーンから共通報告方法に結果を統合できる Google
Analytics 等の業界標準分析スイートにアクセスする API。

•

プラットフォームトークンは、カスタム広告向けの一般的な支払い方法として使用されま
す。
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•

データ管理プラットフォーム（DMP）システムの目的は、プロジェクトオーディエンスに関
する情報を収集および分析し、そのデータを広告キャンペーンターゲティングに利用する
ことです。プロジェクト訪問者の大半は承認済みユーザーであるため、当社にはオーディ
エンス特性について独自で正確な知見があります。その利用により、当社では、データ管
理プラットフォームの 1 つとの統合を通じて、さらに充実を図っていきます。

•

当社ではサードパーティ広告サーバーまたは SSP の 1 つを利用して、自社 Web プロパティ
とアプリ上で、ディスプレイ広告を掲載します。DMP で収集されたオーディエンスセグメ
ントは、TokenStars の広告主専用のキャンペーンターゲティングで使用できます。

•

当社は、専用オーディエンスデータおよび業界標準メディア購入ソリューション（DSP）を
利用することにより、クライアントを代行してプログラム広告キャンペーンを実施するこ
とができます。

ケーススタディ：「Coca-Cola」は「スノーボーダー」での広告を希望し、申請書の提出ごとに
$50 を支払います。数回クリックするだけで契約と取引が成立します。

11. ブランド関係

スターはオーディエンスを惹きつけ、将来が嘱望されるタレントは広告主にとっては大きな関心
の的です。広告はスポンサーシップ、ユニフォームや記念品のブランド使用、掲示板、イベント
のバナー等、さまざまなオンラインやオフラインの形式で載せることができます。
スターを売り出すプロモーターは、地方と世界ブランドに広告機会を提供することで、報酬を得
ることができます。新規クライアント向けのプロモーターボーナスおよび広告の継続予算すべて
のコミッションは TEAM トークンで支払われます。

ファンのみ：トークン獲得のチャンス。
スター： 更なる収益化。
広告主： 効率のよい、透明なキャンペーン。
ケーススタディ：「ウェイ」は、中国のある選手の為に地元の SMB スポンサーを見つけ、10%のコ
ミッションを得ます。
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12. E-コマース

TokenStars とブランドは、Web ストアを通じて、さまざまなスター関連アイテムの販売を行って
います。これらのアイテムは、チームトークンを利用して、定価またはオークションで購入する
ことができます。
プラットフォームの E-コマースモジュールは、イーサリアムベースの暗号通貨とトークンで支払
いが可能なサードパーティソリューションで実装される予定です。Shopify は、当社が検討する
プラットフォームの 1 つです。当社では、他の暗号通貨指向の e₋コマーススイートが現在開発中
であることを認識しています。今後のプラットフォーム開発フェーズでは、パフォーマンスが最
高の e-コマーススイートを選択するつもりです。
ケーススタディ：テニススター「マリア」は、Nike との契約を結び、TokenStars e-コマースを
通じて、署名付き Nike 製品を取り扱うオンラインストアをセットアップします。

テクノロジー特定免責条項
現代は、急速なテクノロジー開発が進む時代です。上記の説明は、当社の現在の知識とテクノロ
ジーの現状をベースにしています。TokenStars 開発チームは、現在私たちが直面している技術的
な課題を解決する上で選択肢の幅を増やすことになる、将来の研究開発成果を考慮し、アプロー
チ、アーキテクチャやテクノロジースタックの要素などを変更する権利を留保します。

30

5. ロードマップ
免責条項
優れた製品の開発は、途中で変更と転向が必要とされる非線形プロセスです。以下のロードマッ
プは、モジュール実装シーケンスに関して現在の当社での理解を表しています。当社では、市
場、業界のプロフェショナル、スターやユーザーから常に学び、それにあわせてプロセスおよび
シーケンスの微調整を図っています。

第1部

2017 年下半期

2018 年第 1 四半期

2018 年第 2 四半期

テクノロ
ジー

1. Web サイト [立ち上げ
]

1. チームトークン作成

1. プレイヤースカウト分
析オートメーション

2. ACE トークンの作成と
配布 [実行済み]
3. モジュール #9 コンテ
ストとチャリティリリ
ース [作成中]

マーケテ
ィング

1. スポーツメディアとの
パートナーシップ協定
（完了）
2. プラットフォーム上で
チャリティ活動を支援
する 3～6 のセレブリ
ティとのパートナーシ
ップ協定 [完了]
3. ファンがチャリティ活
動に参加し、プラット
フォームを認識するこ
とを対象としたグロー
バルマーケティングお
よび PR 活動 [作成
中]

2. DCV メカニズム、モジ
ュール #5 投票リリー
ス
3. プレイヤーの申請書提
出

2. ユーザーの分析ダッシ
ュボードでプロジェク
ト KPI をフォロー

4. スカウト活動個人ダッ
シュボード

3. （続き）プレイヤース
カウト分析オートメー
ション

5. モジュール #4 タレン
トスカウトリリース

4. モジュール #12 E-コ
マースリリース

6. タレント用 Web サイ
トニュースフィード

5. プロモーターの活動個
人ダッシュボード

1. 若手プレイヤーとその
コーチを対象としたグ
ローバルマーケティン
グおよび PR 活動

1. （続き）スポンサーを
対象としたグローバル
マーケティングおよび
PR 活動

2. （続き）ファンがチャ
リティ活動に参加し、
プラットフォームを認
識することを対象とし
たグローバルマーケテ
ィングおよび PR 活動

2. 主な TA（対象オーデ
ィエンス）：ファンネ
ル、コンテンツ、マー
ケティングオートメー
ション向けの構造的マ
ーケティングフレーム
ワークを確立する。
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スカウト

1. コーチ、引退プレイヤ
ー、現役プレイヤーと
両親との 100 以上の顧
客発見インタビュー
[実施済み]

1. 内部スカウト活動を開
始

1. 最初のジュニアプレイ
ヤー査定会を開催

2. 複数のツールと情報で
スカウトに権限委譲

2. 10 の潜在的な「対
象」PRO を決定 [完
了]
3. サイン 2 PRO [完了]

運用

1. コアチームを結成 (開
発、スカウト、マーケ
ティング) [完了]
2. 業界の精査と、スポー
ツエージェンシー従業
員との 5 つの職務イン
タビューで、ビジネス
モデル、痛点や崩壊の
切っ掛けをよりよく理
解する [完了]

1. スカウト、プロモータ
ー向け対応書類および
その他内部トレーニン
グ資料を作成
2. 内部プレイヤー査定レ
ポートを発行
3. プレイヤーと一般契約
を最終締結
4. ブランドと 2 つ以上の
スポンサー取引に調印

3. テニス、サッカーおよ
びその他スポーツ諮問
委員会の集会 [完了]
4. ビジネス諮問委員会の
集会 [完了]
5. ブランドと最初のスポ
ンサー取引に調印 [完
了]
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1. プロモーター用の広告
ピッチデッキを作成
2. プロモーター用の PR
メディアキットを作成

第2部
（続き）

2018 年第 3 四半期

2018 年第 4 四半期

2019 年上半期

テクノロ
ジー

1. モジュール #8 スター
とファンとの交流リリ
ース

1. モジュール #7 バウ
ンティファンクラブ
リリース

1.
モジュール #6
ベッティングリリー
ス

2. モジュール #1 タレン
トサポートリリース

2. モジュール #2 スタ
ー ICO「時間トーク
ン化」リリース

2.
モジュール #7
バウンティファンク
ラブリリース
3.
モジュール #3
スター ICO 「収入
トークン化」リリー
ス

マーケテ
ィング

1. （続き）すべての主な
TA を対象としたグロ
ーバルマーケティング
および PR 活動

1. すべての TA 向け顧客
成功メカニックスをマ
ーケティングフレーム
ワークに実装

2. 測定可能な KPI 型お
よび透明フレームワー
クに基づくマーケティ
ングを実行

2. （続き）測定可能な
KPI 型および透明フレ
ームワークに基づくマ
ーケティングを実行

1. （続き）測定可能な
KPI 型および透明フレ
ームワークに基づくマ
ーケティングを実行

3. 意識を向上させるため
の特別プロジェクトお
よび PR パートナーシ
ップを確立

スカウト

1. 最初のコホート選出を
最終決定

1. パフォーマンスを監視
し、査定基準を調節し
て、契約更新の準備を
する

1. 固定および測定可能な
基準で実行する予測可
能なスカウトプロセス
をセットアップ
2. コホート最終決定およ
びコホート管理フレー
ムワークの作成及び管
理する

運用

1. プロモーターへのツー
ルと情報の権限委譲
2. 小規模で機敏な内部広
告販売部を設置

1. すべての TA 向けの
「顧客成功」組織の確
立
2. スポンサーシップ取引
に調印（プロモーター
による）
3. 内部の広告販売部を経
由して販売量を確立
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1. 世界で最重要なスポー
ツおよびエンターテイ
ンメントハブで強力な
代表者ネットワークを
構築

当社のチームは、モジュールおよび他の重要システムコンポーネントの提供に向け鋭意努力して
います。上記は、主な TokenStar プラットフォーム機能モジュールの可用性のタイムフレーム見
込みです。この表に記載の情報は準備段階のため、チームの判断により変更になる場合がありま
す。私たちは、ビジネスにとって何が最大の価値をもたらすかを理解した上で判断します。
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6. 運用/仕組み
6.1. 成功なプロフェッショナルの育成
印刷広告やテレビコマーシャルに人気あるセレブが登場することは、決して目新しいことではあ
りません。セレブをスポークスパーソンに起用することは、歴史上広く使われている戦略です。
ブリトニー・スピアーズからリオネル・メッシまで、あらゆる年齢のセレブが単なる製品推奨を
ポップカルチャーの重要部分まで変貌させるのに役立ちます。
なぜセレブは、TokenStars が必要なのでしょうか？
彼らのエージェンシーに十分にプロモーションされておらず、さらなる好機を経験することがで
きない素晴らしいプロフェッショナルがたくさんいます。TokenStars は、そうしたセレブがオー
ディエンスを増やし、ソーシャルキャピタルを増やすのに役立ちます。
TokenStars は、セレブに何を提供できるでしょうか？
•
•
•
•
•

新たなコマーシャル出演契約の機会（既存の収入を上回る追加収入）
非独占的なプロモーション契約の締結
スターとファンの間でのコミュニケーションレベルを上げる。 例、オンラインやリアルラ
イフでのイントラクション
ファンの関与を高める
ブランドを強化し、広告価値を高める

我々には、スポンサーを引き付ける責任を担う内部チームを持っています。TokenStars と Natura
Siberica は、すでにエカテリーナ・マカロワ（オリンピックおよびウィンブルドンテニスのチャ
ンピオン）とのプロジェクトを立ち上げました！エカテリーナ・マカロワ：WTA ダブルス 3 位、
2017 年ウインブルドンチャンピオン、2016 年ロオリンピックチャンピオン、WTA トーナメント
15 回優勝。Natura Siberica は、年間売上高が約 5,000 万ドルを誇る、ロシア初の高品質有機化
粧品ブランドです。10
TokenStars は、標準コミッション率をセレブの純契約金額（地方税を除く）の 20％とスポンサー
シップの収入の 20〜25％にします（スポンサーがプロモーションによって持ち込まれた場合、後
者は最初の契約の 10％及び TEAM トークンで支払われる以後の取引すべての 2％のコミッションを
受け取る）。
ブランドとセレブの間で最も成功したコラボレーションのいくつかは、数百万ドルをもたらすこ
とができます。以下は成功したサッカー選手に対する支援のいくつかのケースです。

10

https://www.fACEbook.com/TokenStars/posts/358492834620603
35

通常、プレイヤーのランクが高いほど、より多くのブランドが
契約意思を示します。
•

クリスティアーノ・ロナウドは、Nike との間で驚異的
な生涯で 10 億ドルの契約を結んでいます。

•

•

リオネル・メッシは、アディダスと 7 年で 1 億 4 千万ド
ルの契約を締結していましたが、最近生涯の契約まで延
長されました(金額は不明)。
ネイマールは、Nike と 11 年契約で 1 億 500 万ドルを得
ています。

2016 年の契約金等の推定は、Forbes 誌により提供されました11
：
•

クリスティアーノ・ロナウドは、その年だけで 3500 万
ドルを稼ぎました (総収入の約 38％)。

•

ドイツのスターメスト・エジルは、750 万ドルを稼ぎま
した (総収入の約 40％)。

以下は成功したサッカー選手に対する支援のいくつかのケースです。
ケース 1 引退したサッカー選手の朴智星（パク・ジソ
ン）は、マンチェスター・ユナイテッドのクラブアンバ
サダーを務めています。彼は Nike との 10 年のスポンサ
ーシップ契約（$ 430,000）、アシアナ航空（$
160,000）およびエアアジアとの広告契約を享受していま
す。Nike の契約は 2013 年現在でアジアのサッカー選手に
与えられた最大な金額でした。彼が過去に得た支援の中
では、ジレットとの有益な契約を思い出すかもしれませ
ん。アジアのキャンペーンで、有名な「トリオ・オブ・
スター」へティエリー・ヘンリーと入れ替わりました。
2013 年の彼の総純資産額は 2300 万ドルと推定されていま
す。12
ケース 2 香川真司、25 歳。日本のミッドフィールダー、ドイツのボルシア・ドルトムントで優秀
な成績を収めたことにより、現在年間 2,800 万ドル13の賃金を享受しています。

11
12
13

https://www.forbes.com/pictures/5924841ba7ea434078d44dcf/the-worlds-highest-paid-s
http://www.goal.com/en-us/slideshow/2467/11/title/the-goal-rich-list-2013
http://sillyseason.com/salary/borussia-dortmund-players-salaries-79483/
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彼のプロでの業績は、アウディとアディダス14から合計約 2,600 万ドルの収益性の高い契約を得て
いることで裏付けられます。

6.2. 若いタレントを育む
若いタレントがトーナメントやハリウッドで賞金を稼ぎ始める前に、8 才から 18 才まで、かなり
の金額を費やさなければなりません。
•
•
•
•
•
•
•
•

トーナメントやオーディションに行く
専門アカデミーで学ぶ
プロのサッカー/ボーカルコーチ下の訓練
デモを記録
機器や楽器を購入
先進医療保険を購入
別の都市または国へ移転
両親の一人が失った給与を補う（例えば、EU は 16 歳未満の子供を単身で移転することを
禁じており、それに両親が就労ビザを取得することはできません）。

資金不足は、ほとんどすべての現在のスターがジュニア期に直面した典型的な問題です。彼らに
は資金支援とキャリア発展コンサルティングが必要です。
TokenStars が、スポンサーシップ契約と広告主を若いタレントと結び付けます。これにより、彼
らがプロスポーツやエンターテインメント産業で活躍し、夢を追求し、キャリアの初めからソー
シャルキャピタルを増加させることができます。
テニスの費用の詳細は、ACE ホワイトペーパーをご覧ください。

6.3. ファンの関与
ファンはもはやただ見ているだけの存在ではありません。彼らは参加、分析や評論、解体や幻想
し、好きな選手やチームとリアルタイムでつながります。詳細は TokenStars マーケティング戦略
で読めます。

14

https://www.forbes.com/profile/shinji-kagawa/
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主にデジタル革新のおかげで、スポーツファンは、かつてないほど感情的になれ、楽しめるよう
になりました。時間の経過とともにファンがますます組織化されるにつれて、仮想独占のチーム
やリーグは崩壊しました。今日の最も重要なスーパーファンが話すとき、チームは耳を傾けま
す。
ファンは、今日、スポーツ産業に大きな影響を与えています：
•

•

•

レッドスキンズのチーム名とロゴの継続使用に抗議するため、多数のファンボイコットが
呼び掛けられました。ボイコットは、レッドスキンズスタジアムの命名権を所有するフェ
デックスにも及びました。
Scottish Ranger Union のファンはアナリストを雇って組織の商品取引の金融状況を調べ
、クラブがほとんど利益を得られていないことを発見しました。彼らは不快感を表明する
ために効果的なボイコットを組織しました。
イタリアでは、ラツィオのサッカーサポーターが、クラブを運営しているクラウディオ・
ロティート会長がプレーメーカーであるアンダーソン・ヘルナネス選手をインテルミラノ
に売却し、一連の悪事を行ったことに抗議して、アタランタとのホーム試合をボイコット
しました。82,000 人を収容できる会場で、2,000 枚のチケットしか販売されませんでし
た。クラブはお金を失い、ファンの声を聞かなければならなくなりました。

TEAM は、現代のファンのエンターテイメント体験に対する認識を真に広げています。ファンはト
ークンを獲得して使用し、セレブのキャリアに参加し、影響を与えます。TokenStars プラットフ
ォームは、次のようなアイドルに近づくためのツールをファンに提供します：
•
•
•
•
•

有名人とのオンライン、リアルライフでのやりとり（スターとのワークアウトや夕食、1
対 1 のビデオチャットなど）
重要な意思決定での投票（新しい選手の承認、スカウト契約のヘッドの交替）
トークンホルダーの中で最高のスカウトを選ぶための「ファンタジートーナメント」
ファンの間で賞品（商品やトークンで）附きコンテスト
セレブのパーソナルグッズを売るオンラインストアおよびオークション

すべてのやり取りには TEAM トークンが必要です：関与度が高いほど、トークンに対する需要が高
くなります。

6.4. 広告主を引き付ける
ブランドは、透明な広告フォーマットの組み合わせとより関心のあるオーディエンスを求めてい
ます。
TokenStars プラットフォームはブランドに対し、取り組み度の高いファンオーディエンスへのア
クセス機会と、広告スマートコントラクトの実装による効率的なキャンペーンの増加機会を提供
します。
1. それぞれのセレブは、フォロワーに関する詳細な情報、つまりフォロワーに関する統計情
報、以前の広告主とのパートナーシップに関する利用可能な統計情報とデータを含む明確
なプロファイルを持っています。プラットフォームの透明性により、広告主は最も適切な
セレブを選択して協力することができます。成功したプロと、成長中のセレブの両方がパ
ートナーシップに参加することができます。
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2. 製品に対する関与と関心をさらに高めるため、広告主はこのプラットフォームを通じて、
セレブのキャンペーンを e‐コマースモジュールとマージすることができます。これは、
広告主がセレブと協力して宣伝対象の商品やサービスについて、プラットフォーム内にオ
ンラインストアを作成できることを意味します。オンラインストアは、製品の認識と収益
を増加させます。
3. TokenStars プラットフォームは、効率的な広告オプションを提供する独自の技術資産を開
発します。
•

独自のデータ管理プラットフォーム（DMP）でオーディエンスに関する情報を収集、分
析し、より正確なターゲット設定オプションを提供します。
•
サードパーティの広告サーバーでは、プラットフォーム全体で広告が掲載されます。
•
専有のオーディエンスデータと業界標準のメディア購入ソリューション（DSP）を使用
することで、プログラム的な広告キャンペーンを行う機会が与えられます。
4. スマートコントラクトでは、キャンペーンの効率性（トラフィック、ユーザー関与、ユー
ザーの知見に関する情報）を追跡し、自社開発のアドテックソリューションを使用して広
告主側に統計情報を渡すことができます。
5. スマートコントラクトは、仲介業者が存在しないためパートナーシップコストが低く、明
確なプライシングポリシーを保証します。すべての広告主には、最終的な価格と配信され
るサービスのリストが知らされます。
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7. 金融計画
TEAM エコシステムは、さまざまなスポーツとエンターテイメントの分野を組み合わせています
（ACE トークンでカバーされているテニス以外）。
最初の段階では、以下の分野に集中する：
•

ステージ 1：サッカー、ポーカー、eSports、ホッケー、

•

ステージ 2：その後、TEAM ポートフォリオにバスケットボール、映画、音楽業界を追加し
ます。

このリストは、他のスポーツやエンターテイメント事業（野球、クリケット、卓球、ゴルフ）へ
拡大される可能性があります。
多くの業種に 1 つのトークンを持たせるというアプローチは、新しい機会を発見し、最も効率的
なビジネスラインにリソースを再配分する柔軟性を TokenStars に付与します。
また、広告リソースの共有やバックオフィスプロセス（法律や会計など）の簡略化など、多くの
シナジーもオペレーションで提供します。

7.1. 前提
以下の基準に従って、垂直型を選択し、TEAM エコシステムでサポートするスターのグループを形
成する予定です：
•
•
•
•
•
•
•
•
•

世界中のファンの総数
選手の報酬（給与）のレベル、広告主に対する魅力、移籍市場の規模
エージェントのコミッションの上限
エージェントの規制（必要なライセンスなど）
エージェンシー間の競争
アスリートが成功できる確率（例えば、ボクシングまたはフォーミュラ-1 では、数少ない
アスリートだけが階段を上れますが、ポーカーでは数千人がトーナメントに参加できる）
上位リーグの選手の合計数（フォーミュラ-1 では 20 人のドライバーのみ）
初期訓練での資本需要度
外人に対するスポーツの開放度（例えば、相撲は日本以外の国では閉鎖されています）

金融モデルの目的を達成するため、スターの主要な需要（プロモーション、代理、資金の調達）
と期待収益率に基づいて、業種を 2 つのカテゴリに分けました：
1.

伝統的なスポーツのカテゴリ：
• サッカー、バスケットボール、ホッケー。
• このカテゴリーは世界中の多くのファンを魅了し、サポーターや広告主とのコミュニ
ケーションの機会を増やします。高い給与に加えて、サッカーとバスケットボールの
スターは、スポンサーシップ契約とボーナスから多くを得ていて、定期的な賃金の 15
％～70％（さらにはクリスティアーノ・ロナウドとルブロンのようなスーパースター
•

はさらに多く）を占めています。
タレントの長期的な育成（ジュニアからプロ）と長いリターン期間。
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•
2.

ジュニアステージでの主要な資金調達要件は、通常プロクラブによってカバーされま
す。

新興スポーツのカテゴリ：
•
•

ポーカー、eSports。
このカテゴリのスター（タレントやプロ）は、トレーニングやトーナメントに参加す
るための資金が必要です。

•

伝統的なスポーツの選手の長期的な育成と比較して、リターンは非常に速い（3〜12

•

ヶ月）です。
ポーカーや eSports のスターたちの収入は主にトーナメントで獲得した賞金であり、
広告は比較的小さい部分（5〜10％程度）です。

7.2. 収入
キャリア中で予想される選手の収入をモデル化しました。
伝統的なスポーツスターのグループの場合、彼らの年齢とプロとしての業績に応じて、平均的な
プレーヤーの所得分布（サッカー、ホッケー、バスケットボールの統計に基づく）をモデル化し
ました。
伝統的なスポーツ選手の収入

収入 \ 選手
モデル \ 年齢
給料+ボーナス
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手
スポンサーシップ / 広告契約
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手

収入 \ 選手
モデル \ 年齢
給料+ボーナス
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手
スポンサーシップ / 広告契約
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手

収入 \ 選手
モデル \ 年齢
給料+ボーナス
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手
スポンサーシップ / 広告契約
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手

15

16

17

18

19

20

21

-

227 500

910 000

-

91 000

364 000

1 820 000

3640 000

9 100 000

10 010 000

728 000

1 456 000

3 640 000

-

-

4 004 000

21 316
-

85 263
-

170 526
-

341 053
-

375 158
-

-

-

-

109 200
25 480

546 000
127 400

2 184 000
509 600

3 603 600
840 840

-

-

-

1 705

8 526

27 284

45 019

-

-

-

-

-

-

-

22

23

24

25

26

27

28

11 830 000

13 650 000

15 470 000

17 290 000

18 200 000

19 110 000

20 020 000

4 732 000

5 460 000

6 188 000

6 916 000

7 280 000

7 644 000

8 008 000

443 368
-

511 579
-

579 789
-

648 000
-

682 105
-

716 211
-

750316
-

5 678 400
1 324 960

7 371 000
1 719 900

9 282 000
2 165 800

10 374 000
2 420 600

10 920 000
2 548 000

11 466 000
2 675 400

12 012 000
2 802 800

70 939

9 2084

115 958

129 600

136 421

143 242

150 063

-

-

-

-

-

-

-

29

30

31

32

33

34

合計(米ドル)

20 930 000

21 840 000

22 750 000

23 660 000

21 840 000

20 020 000

184 047 500

8 372 000

8 736 000

9 100 000

9 464 000

8 736 000

8 008 000

73 619 000

784 421
-

818 526
-

852 632
-

886 737
-

818 526
-

750 316
-

6 927 632
-

12 558 000
2 930 200

13 104 000
3 057 600

13 650 000
3 185 000

14 196 000
3 312 400

13 104 000
3 057 600

12 012 000
2 802 800

99 208 200
23 148 580

156 884

163705

170 526

177 347

163 705

150 063

1 241 432

-

-

-

-

-

-

-
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収益の前提：
•

•

今後 4〜5 年で次のスターや有望なタレントのグループを形成する予定です：
o

プロモーションと宣伝のための 40 人のスター（伝統的なスポーツ）をプロモーション
する；

o

資金調達：15 人のタレント（伝統的なスポーツ）と 20 人の将来が嘱望される選手
（現代のスポーツのカテゴリから）。

この数値は、ハードキャップ$ 15'000'000 に達するトークン販売のシナリオのために計算
されています。異なる金額の場合、モデルは比例して調整されます。

当社のベースラインシナリオでは、厳しい前提を設定していで、我々の予測にスーパースターは
含まれていません。
伝統的なスポーツのカテゴリ
PRO コホート
#選手の人数
PRO コホートの選手のスポンサーシップ収入
PRO からの TEAM コミッション
未来のスター（ジュニア）コホート

1 年目

4 年目

5 年目

20

35

40

40

44

5 906 756
1 181 351

18 950 842
3 790 168

27 564 861
5 512 972

35 440 535
7 088 107

43 316 210
8 663 242

14

15

16

17

18

19

-

-

182 000
-

728 000
106 579
-

1 506 960
434 842
-

3 166 800
895 263
-

5
000
500
770
770

8
000
000
351
121

182 000
109 200
109 200
13
845 000
146 250
4 045 618
5 575 740

834 579
500 747
500 747
17
1 147 500
223 125
6 236 844
11 812 584

1 882
59
749
737
11

3 764
297
524
465
59

8 年目

9 年目

10 年目

15

0
2
5
8

20
300
37
273
273

7 年目

500
75
1 256
1 530

1 350
262
8 100
19 912

316
486
526
629
897
20
000
500
133
717

11 年目

48

53

59

65

65

47 647 830
9 529 566

52 412 614
10 482 523

57 653 875
11 530 775

63 989 855
12 797 971

63 989 855
12 797 971

20

21

22

23

24

8 299 200
1 841 684
10 140 884
8 985 263
1 155 621
815 166
584 042
231 124

9 689 680
2 100 884
11 790 564
9 883 789
1 906 775
1 023 801
642 446
381 355

12 113 920
2 571 537
14 685 457
11 680 842
3 004 615
1 360 178
759 255
600 923

14 359 800
3 018 316
17 378 116
13 477 895
3 900 221
1 656 107
876 063
780 044

16 707 600
3 478 737
20 186 337
15 274 947
4 911 389
1 975 149
992 872
982 278

40

632
432
834
348
486
22
1 485 000
288 750
9 476 826
29 389 543
合計

83 610 917

15

0
2
5
8

20
1 633
317
10 662
0 051

24
500
625
357
901

1 796
349
11 855
51 907

27
850
388
711
612

1 976
384
13 275
65 182

29
535
326
279
891

2 227
433
14 887
80 070

33
500
125
203
094

2 227
433
15 206
95 276

33
500
125
245
340

主な結論：
•
•

6 年目

8

選手の年齢
#選手の人数
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手
将来のスターの収入
給料+ボーナス
広告
将来のスターからの TEAM コミッション
給料+ボーナス
広告
現代のスポーツのカテゴリ
#選手の人数
選手の収入（賞金）
TEAM のコミッション
TEAM のコミッション総額
TEAM のコミッション累積総額

3 年目

1 181 351
236 270

40

選手の年齢
#選手の人数
スーパースター (トップ 20)
トップ 100 選手
一般的なメジャーリーグ選手
成功してない選手
将来のスターの収入
給料+ボーナス
広告
将来のスターからの TEAM コミッション
給料+ボーナス
広告
現代のスポーツのカテゴリ
#選手の人数
選手の収入（賞金）
TEAM のコミッション
TEAM のコミッション総額
TEAM のコミッション累積総額
伝統的なスポーツのカテゴリ
PRO コホート
#選手の人数
PRO コホートの選手のスポンサーシップ収入
PRO からの TEAM コミッション
未来のスター（ジュニア）コホート

2 年目

このプロジェクトは、立ち上げ後 4 年で損益分岐点に達すると見込まれています。
TEAM プロジェクトの累積収入は、立ち上げ後 11 年以内に 9,500 万ドルに達する予定です
。
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8 714 710

2 950 714
95 276 340

o

収益の大半は、広告コミッション（独占的なオファーやファンとのコミュニケーショ
ンの収入を含む）から生じると予測されています。

7.3. 資金の使用
資金調達額 1,500 万ドルのシナリオでは、技術とプラットフォームの開発に 26％、選手募集で 25
％、マーケティングで 13％、広告販売で 10％が費やされます。

3%
9%

タレントの育成金

6%

テクノロジー& IT

25%

マーケティング

4%

広告販売

4%

PR
スカウト (社内)

10%

法律

13%

マネージメント (スタッフ)

26%

その他
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8. トークン配分
TEAM トークン（イーサリアム ERC-20 標準互換ユーティリティトークン）は、プラットフォームで
の参加者間のエンゲージメントを容易にし、プラットフォームおよびその内部通貨へのアクセス
の一形態として役立ちます。
参加者が TEAM トークンを取得する方法は 3 つあります:
1. クラウドセールに参加する。
2. 暗号通貨取引所でトークンを購入する。
3. アクションを行ったり、タスクを完遂することでプラットフォーム内でトークンを獲得す
る。

8.1. トークン配分
健全な配布を確実にするために、トークン割り当て式が確立されています：
•
•
•

クラウドセールの貢献者、
長期的な動機づけを提供する TokenStars の従業員とアドバイザー、
金融および業務上の目標を達成するために必要なコミュニティおよびネットワークの成長
活動。

以下の図は、トークン割り当ての構造を示しています：

ネットワークの成
長&コミュニティ
15 000 000
20%

貢献者
45 000 000
60%

最大供給
75,000,000
TEAM
アドバイザーお
よびチーム
15 000 000
20%

トークンを販売するためのトークンの最大数は、チームおよびアドバイザーの場合は最大
45,000,000、ネットワークの成長の場合は最大 15,000,000、最大で 15,000,000 です。総トークン
数は最大 75,000,000 です。
作成されるトークンの最終的な数は、クラウドセール期間に販売される実際の TEAM トークン数に
依存します。作成できるトークンの最大数と実際に配布されたトークン数の差分は、作成されま
せん。
44

チームとアドバイザーに配布されたトークンはすぐには取引できません。これは、チームの利益
を、当社の技術的およびビジネス的な長期目標を実行することと一致させます。チームとアドバ
イザーのトークン（20％）は、以下の KPI の成果に従ってロック解除されます。
•

5% -取引所の TEAM トークンをリストする。

•

5% - 最初の 3 人の選手と締結する。

•

5% - 最初の 3 つの広告契約を調印する。

•

5% -TokenStars プラットフォームの 10 モジュールを実装する。

8.2. トークン免責条項
TEAM トークンとは
TEAM トークンは、TokenStars プラットフォーム用のユーティリティアプライアンスとして完売し
た暗号化要素を備えたソフトウェアです。TEAM トークンは、イーサリアムプロトコルに基づいて
おり、広く使用されている ERC-20 標準に準拠しています。
TEAM トークンは、TokenStars プラットフォーム内でのみ機能的な有用性を持ち、TEAM コミュニテ
ィ内の透明性と公正な関係を確立する TEAM エコシステムの内部経済を開発する必要性が条件とな
ります。
TEAM トークンは、指定された目的のためだけに所有者が使用することを意図しています。そのよ
うな目的の数は時間とともに増加する可能性があり、TEAM トークンと引き換えに利用可能な新し
いサービスおよび機能を追加することを含みますが、これに限定されるものではありません。
TEAM トークンは、暗号トークンやブロックチェーンベースのソフトウェアシステムを扱う専門家
を対象としています。

TEAM トークンの使用
TokenStars プラットフォームを使用し、インターアクトする手段。TEAM トークンは、TokenStars
プラットフォームのバックボーン機能を実行します。TokenStars プラットフォームのすべての機
能は、TEAM トークン所有者のみが使用できます。当社は暗号トークン交換取引所に TEAM トークン
を配置し、公に購入する機会を与えるつもりです（トークンの購入が地元の法律に違反していな
い国の住民に対して）。TokenStars プラットフォームに参加するユーザーは、そのような取引所
で TEAM トークンを購入する必要があります。逆に、TEAM トークンは、所有者が ТЕАМ エコシ
ステムから退出したい場合、取引所で販売することができます。
ただし、米国、中華人民共和国、韓国、シンガポールなどの特定の国における証券の流通に関す
る法律は、これらの国の住民に対する TEAM トークンの販売が禁止されています。TEAM トークンを
購入する場合、購入者はその後の販売に制限があり、それによって他のユーザーに再販する際に
指示および/または交換の指示に従うことが義務付けられていることを認識しておく必要がありま
す。
TEAM コミュニティの意見の表明形式。TokenStars プラットフォームは TEAM トークン所有者が特
定の TokenStars の事業運営上の問題に関する自分自身の意見を分散コミュニティ投票(DCV) メカ
ニズムを通して発言する機会を提供します (詳細は ACE ホワイトペーパーセクション 7.1 を参照
してください)。
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これらの決定は、DCV のメカニズムによって表明され、TokenStars の管理のための勧告ガイドラ
インとして機能します。エージェンシーの経営チームおよび役員は、TEAM コミュニティの投票結
果を常に考慮します。
決済の形態 TEAM トークンは、TokenStars プラットフォーム内で行われる取引の決済方法として使
用されます。特に、TEAM トークン保有者は、TEAM トークンを使用して、ACE ホワイトペーパーセ
クション 7.2 で指定されているように、TokenStars プラットフォーム内で提供されるサービスと
製品を購入することができます。
TEAM プラットフォームの報酬制度を強化する手段。TokenStars プラットフォームは、エージェン
ト、特にスカウト、プロモータ、広告主にその機能をよりよく実行させ、TEAM エコシステム全体
の有効性を高め、TEAM コミュニティにとってのメリットを高めることを奨励するバランスの取れ
たモチベーションシステムを構築します。TokenStars プラットフォームを活用するよう動機付け
るため、エージェントは、ACE ホワイトペーパーのセクション 6.2 およびセクション 6.3 で説明さ
れているように、TEAM エコシステムへの積極的な参加に対する報酬を受け取ることがあります。
報酬は TEAM トークンで支払われ、エージェントは TEAM エコシステムの成長に参加することがで
きます。

TEAM トークンが意味しないもの
TEAM トークンは、どこの管轄区域の有価証券ではありません。このホワイトペーパーは、目論見
書または任意の種類のオファリング書類を構成するものではなく、証券のオファーまたは投資勧
誘を目的としたものではなく、いかなる方法の新規株式公開または株式/株式付与に関係せず、い
かなる管轄の証券の提供にも関係しません。TEAM トークンは、適用される法律によって禁止され
ているか、または該当する政府当局へのさらなる登録が必要な管轄区域で販売、購入、転売、ま
たは取引されることが意図されていません。
TEAM トークンは、会社への融資を表すものではありません。TEAM は、債務商品またはいかなる種
類の債券、他のどのような形態の会社に対する貸付金でもありません。TEAM トークンの取得は、
トークンセールなどを通じたものであっても、トークン所有者に、金融上またはその他の資産に
対する請求権を付与するものではありません。
TEAM トークンは、会社またはその資産への参加を許可しません。TEAM トークンは、トークン所有
者に会社の所有権またはその他の利益を提供しません。TEAM トークンの取得は、知的財産を含む
会社または会社の資産の株式の形式の暗号化通貨の交換を提示しません。トークン保有者は、配
当、収益分配、議決権の保証された形態を取る権利はありません。
TEAM トークンは返金できません。会社は、何らかの理由でトークン所有者に TEAM トークンに関
連する払い戻しを提供する義務はなく、トークン所有者は払い戻しの代わりに金やその他の報酬
を受け取ることはありません。TEAM トークンに関して固有価値の約束、継続的な支払いの約束、
TEAM トークンが特定価値を保持するという保証がなく、将来のパフォーマンスや価値の約束は一
切しません。
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9. コアチーム、投資家およびアドバイザー
9.1. セレブリティマネジメント・アンバサダー
TokenStars は、優れたスポーツとエンターテインメントの専門家を集め、プロジェクトの諮問委
員会に参加させました。アンバサダーがもたらす主な利点：
1. アンバサダーはスポーツおよびエンターテイメントに関する専門知識を共有し、グローバ
ル S＆E 業界とのつながりを提供します。
2. 経験豊富な専門家は、成功するキャリアパスを構築することのイン・アウトを知り、サポ
ートする最も有望なタレントを選択するのに役立ちます。
3. 世界的に認められたアンバサダーは、TokenStars プラットフォームへオーディエンスを引
き付けます。

ローター・マテウス /サッカー/

•

FIFA ワールドカップチャンピオン (1990)
UEFA 欧州チャンピオン (1980)
ドイツのブンデスリーガの 7 回の優勝とドイツのカップの 3 回の優勝
イタリアセリエ A のチャンピオン
UEFA 杯 2 回優勝(1991, 1996)

•

ゴールデンボール(1990)ならびに FIFA ワールド・プレーヤー・オブ

•
•
•
•

・ザ・イヤー受賞(1991)
•

5 度、世界選手権（'82 - '98）に参加し、代表チームの試合数
（150）の記録の保有者

トミー ・ハース /テニス/
•
•
•
•
•

キャリア統計：ATP ランキング第 2 位
オリンピック銀メダリスト(2000 年、シドニー)
15 度の国際トーナメント（1 度のマスターを含む）の優勝者
ウィンブルドン、全豪オープンの準決勝進出（3 回）
インディアンウェルズマスターズのトーナメントディレクター

ニキータ・クチェロフ /アイスホッケー/
•
•
•
•
•

タンパ・ベイ・ライトニング（NHL）とロシア代表チームでのプレー
現在の NHL シーズンの第 1 位ゴール記録者（2017/18）
ワールドチャンピオンシップ銅メダリスト(2017)
NHL オールスターチーム（2017 年）に選ばれています。
NHL 統計：125 ゴール、268 ポイント
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ロビン・セーデリング /テニス/
•
•
•
•

キャリア統計：ATP ランキング第 4 位
2009 年および 2010 年全仏オープン決勝進出
ATP マスターズ決勝 (2010) およびトーナメントで 10 回優勝
ストップホルムオープンの元トーナメントダイレクター

セドリック・ピオリーン /テニス/
•
•
•
•

キャリア統計：ATP ランキング第 5 位
全米オープン、ウインブルドン決勝進出
デイビスカップ 2 回優勝
フランス代表チームの共同キャプテン兼コーチ

アナスタシア・ミスキナ /テニス/
•
•
•
•

キャリア最高：WTA ランキング第 2 位
全仏チャンピオン (グランドスラムトーナメント)
フェドカップ 2 回優勝をはじめ 21 回の国際トーナメントで優勝
ロシアの FedCup チームのキャプテン、ロシア連邦テニス連盟の副会
長

ヴァレリー・カルピン /サッカー/
•

サッカー監督、元サッカー選手

•

バレンシア、レアル・ソシエダ、セルタ、スパルタク、ロシア代表で

•
•
•
•

プレー
RCD マヨルカで監督、FC スパルタクでヘッドコーチを務め
キャリア統計：122 ゴール
La Liga の銀メダリスト（スペイン選手権）
3 回ロシアリーグチャンピオン、2 回ロシアカップ優勝

アレクサンダー・アンター /ポーカー/
•

•

•
•

•

プロのポーカープレーヤー (10 年以上の経験) かつブロックチェー
ン開発者
ポーカー・トーナメント・ワールド・シリーズ優勝 (WSOP-2011 年)
賞金 75 万ドルを獲得
完全なスタック開発者、自身の Web 開発エージェンシーを設立
現在、Web アプリケーションでブロックチェーン技術を利用していま
す。
RefToken の CTO
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リコ・トーレス /ハリウッド/
•

ハリウッドの写真家、映画業界で 30 年以上の経験
ポートフォリオには 60 本の映画

•

クゥエンティン・タランティーノ、ロバート・ロドリゲス、リドリー

•

・スコットらと協力
アントニオ・バンデラス、ブルース・ウィリス、ダニー・トレホ、ジ
ェシカ・アルバ、レディ・ガガなどの写真撮影担当

アドバイザーの資格
アンバサダーであるリコ・トーレスが撮影した象徴的なイメージ
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9.2. スポーツアドバイザー
Matheus Antunes、サッカーアドバイザー
• EC Juventude のビジネスディレクター（ブラジルサッカークラブ
クラブのアカデミー卒業生：ティアゴ・シルバ、ダンテ、アレックス
・テイテス、ルイス・アドリアーノ）
•
•
•

サッカー産業 MBA - 経営学校、リバプール大学
「Well Played」の創設者/監督（スポットコンサルティング会社）
IGame Ltd.の元ポーカーマネージャー

Sergey Demekhine、コーチングおよびスカウトアドバイザー
• 8 年間の経験を持つテニスコーチ、引退した ATP テニスプレーヤー
•

•

2010-2011 年のベラ・ズボナレヴァ監督（WTA ランキング 2 位、コーチ
ング開始の時に 22 位から上昇） - ウィンブルドンおよび全米オープ
ン 2010 シングルス決勝、全豪オープン 2011 準決勝進出
A レベル GPTCA 資格持ち主（グローバルプロフェッショナルテニスコー
チ協会）

Maya Kurilova、タレント管理アドバイザー
• 元事務局長、オクタゴンロシア（トップ 3 グローバル TMA）で 11 年間
のタレント管理経験
• クレムリンカップのマーケティングマネージャー
•

エレーナ・ディメンティエワ（オリンピック金メダリスト、WTA 第 3 位
）、エカテリーナ・マカロワ（トップ 5 WTA ダブルス、ウィンブルド
ンチャンピオン、ローランギャロス、US オープン）のエージェント

ドミトリー・セルゲフ、スポーツおよびベッティング・アドバイザー
•

Bwin ロシアの CEO であり、主要な国際オンライン・ベッティング・プ

•

ラットフォームの開発をリードしています。
6 億ドル相当の Rambler＆Co グループの一部である、ロシアで第 1 位の
スポーツ・デジタルメディアの Championat.com の設立者兼マネージン
グディレクター

•

ロシア最高のメディア・マネジャーの 1 人に選ばれました（PwC のラン

•

キング AAA）。
10 以上の新興企業を立ち上げた創設者
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9.3. ブロックチェーン・アドバイザー
サトウ・トモアキ、ブロックチェーンエンジニア
•

•

•

IT システムインテグレータや金融機関に研究・コンサルティングサ
ービスを提供するスマートコントラクトジャパンの創業者
分散型トークンベースのクラウドファンディングプラットフォーム
Starbase Co.の創設者兼 CEO
ソニー、マイクロソフト、ブロックチェーンの新興企業といくつか
の技術交流会を主催

Wulf Kaal、ブロックチェーンアドバイザー
• 法律、ビジネス、テクノロジーの交点にをリードする専門家
• FinTech と LegalTech のブロックチェーンベースのソリューション
について、暗号化企業、暗号の新興企業、ベンチャーキャピタルフ
ァンド、国際的な政策立案者に助言。
• 民間投資基金研究所所長(PIFI).
•

前職 – Cravath、スワイン＆ムーア LLP（NY）とゴールドマン・サ
ックス（ロンドン）のアソシエート

Edgar Kampers (NED)、ブロックチェーンアドバイザー
•

Qoin のチーフ・カレンシー・オフィサー、政策戦略、通貨設計、法

•

律相談とコンプライアンス、資金調達、モニタリングと研究に注
力。
当局、中小企業、市民がコミュニティ通貨を利用して地域社会を構
築し、経済発展と生態学的バランスを促進するために地域通貨を使
用することを長年支援。
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9.4. 投資家
エレーナ・マソーロワ、投資家
•

•

Groupon ロシアの創業者（450 日で月額収益が 0 ドルから 1,500 万ド
ルへ）、Pixonic、Eduson、AddVenture Fund の 3 つのイグジットを
持つ連続起業家。
エレーナは、Forbes の 30 歳未満のインターネット起業家 30 人で、
アレックス・オーヴェチキン氏に選出されました。WSJ、ビジネスウ

•

ィーク、フォーブス、RBC、チャンネル 1 で紹介されました。
ジュニア、生涯にわたるテニスファンとしてアマチュアテニストー
ナメントを受賞。

Andrej Rusakov、投資家およびビジネスアドバイザー
• 投資家および連続起業家、ビッグデータや人工知能、テクノロジ
ー、ブランド消費財の分野で企業を立ち上げ、資金を提供してい
る。
• データキャピタルマネジメント(コグニティブコンピューティング、
高度な人工知能およびビッグデータ技術を活用したヘッジファンド)
の共同設立パートナーおよびシード投資家を活用したヘッジファン
ド。
• Apax Partners で勤務、世界中の 10 億ドル分のバイアウト（テクノ
ロジー投資チーム）に関与。
•
•

モルガン・スタンレーの M＆A チームで勤務
ハーバードビジネススクールで MBA、モスクワ州立大学の応用数学
で修士号を取得。

ビクター・シュパコフスキー、投資家
•

トークン・ファンド (ポートフォリオ：Civic、 Storj、Tezos、

•

Qtum). の共同創設者兼マネージング パートナー
テニスのファン

トークン・ファンド、投資家
•

トークン・ファンドは、分散型経済に参加する最も簡単な方法を探

•

している投資家に機会を提供します。
ポートフォリオ：Civic, Storj, Tezos, Qtum
AUM

•
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9.5. コアチーム
パーベル・ストゥコロフ、CEO
•

•

投資プロフェッショナル、資産の総評価額が 9,500 万ドルを超える
JSFC システマのメディア事業の元 M＆A および戦略ディレクター
パーベルは、ベンチャー投資、M＆A、債務募金で 2 億 5,000 万ドル
相当の買収を完了しました。

イリーナ・シャシュキナ、CMO
•
•

•

Groupon ロシアの CMO（53 都市での事業）
Rambler Dev＆Co（6 億米ドルの時価総額）の事業開発エグゼクティ
ブ
LinguaLeo の CEO

エヴゲーニー・ ポタポフ、CTO
•

•

ロシアとサンフランシスコにオフィスを構える DevAps 社の従業員
60 名である IT Summa の創業者兼 CEO として 10 年の経験
IT Summa は、世界中の DevOps サポートとインフラストラクチャ管
理サービスの完全なパッケージを提供します。IT Summa のクライア
ントリストには 300 社以上の企業が含まれています。

Aler Denisov、Smart-contract 開発者
• 商業開発における 10 年以上の経験を持つソフトウェアエンジニア
• ロシアの主要ブランド向けソフトウェアの開発に参加し、管理しま
した：Sberbank、RZD、航空機製造会社
• 企業ブロックチェーンを構築するためのオープンソースライブラリ
のコア開発者：exonum-bootstrap、開発とアドバイス対象プロジェ
クトに参加：Brat、Edem、Proof-of-Status。
• Cryptocacademy でのスマートコントラクトと分散アプリケーション
の主題に関する主要講演者
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Mikhail Zak、COO
• Mars、PepsICO、Mondelez などのマーケティング管理で 14 年の経験
• Snickers、Lay's、Jacobs、Holsten ブランドの戦略的ブランド管理
• 電子商取引のスタートアップを創設し、成功裏に売却しました。
• マーケティングと資金調達のコンサルティングプロジェクト
• 経済学の博士号

Madina Hooke、スポンサーシップ責任者
• ビジュアル DNA の COO、Groupon ロシアの元地域ディレクター
• Gruppo Mall（スペイン）ロシアの商業ディレクター
• 2007 年に売却した旅行エージェンシーでキャリアをスタートさせま
した。スペインとベルギーで、
• 数年間にわたって生活、活動しています。

Ksenia Chabanenko、マーケティング＆PR アドバイザー
• Mail.ru Group と My.com のコミュニケーションおよび事業開発担当
の元副社長 (LSE:MAIL、890 億ドルの時価総額)
• 受賞した A-TAK コミュニケーションエージェンシーの創設者であ
り、PR、デジタル、イベントの各部門によってビジネス目標を達成
するための IT ベンチャーや企業と協力しています。
• Twitter での最初の本の作者であり、すべての文章は 140 文字以下
でした。
Alexander Stratilatov、広告＆ブランドパートナーシップアドバイ
ザー
• JAMI の共同設立者および管理パートナー（ロシアのデジタルエージ
ェンシートップ 5、国際賞の受賞者：Tagline、Silver Mercury、
NeForum）
• アレクサンダーは個人的にエージェンシーの主要なアカウントをリ
ードしました：Samsung、Coca-Cola、Sprite、Powerade、VW。
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Mikhailius Derkach、デザインアドバイザー
• LeoBurnett Moscow の元アートディレクター、ロシアアートディレ
クターズクラブメンバー
• カンヌライオンズ賞の受賞者
• ProExpedition Adventures 'Journal の創設者数多くのマーケティ
ングおよび広告フェスティバルでロシア、世界各地で認められたデ
ジタルプロジェクトに参加しました。デザイナー、ユーザビリティ
のスペシャリスト
• 著者は、企業の有名な広告キャンペーンで働いています：Google,
Samsung, McDonald’s, Lego, P&G, Coca-Cola, Gazprom,
Mercedes-Benz, Mitsubishi, Jeep, Fiat, JTI, Philip Morris,
Danone, Citibank, Nestle, WWF その他。
Eugeny Kuznetsov、広告およびブランドパートナーシップアドバイザ
ー
• ユーザー獲得 & ユーザー維持の専門家
• Welltory の投資家兼 CMBO（最高経営責任者）
• S7 Airlines、UTair、M.Video、Philip Morris などのクライアント
を持つ WIM-CRM エージェンシーを創設しました。

Irina Soshinskaya、ローカリゼーションマネージャー
• Evernote Russia の元 GM およびローカリゼーション責任者（全世界
で 2 億人を超えるユーザー、23 言語にローカライズされたウェブサ
イト）
• 前職 – 装飾的な商業照明および不動産のスタートアップ階段 GM
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10. TokenStars 業績
10.1.ACE トークンセールの成功に基づく
TEAM トークンの販売は、ACE トークンの販売に基づいています。ACE は、テニス分野のトークンで
す。TokenStars ビジネスとエコシステムの不可欠な部分です。多くの技術的ソリューションとビ
ジネスプロセスが相乗効果を発揮します。
ACE プロジェクト（およびビジネス分野）は良好な牽引力を示すことができました：
1. 広告表現のための最初のテニス選手とサイン：
•

ヴェロニカ・クデルメトワ、20 歳、19 度の WTA＆ITF トーナメントの優勝者、現在
WTA ダブルスで 66 位

•

エカテリーナ・マカロワ、WTA ダブルス 3 位、オリンピック・チャンピオン（2016

年）、ウィンブルドン優勝
• 広告取引のための非独占条件で 4 人のトップ 100 選手と協力しました。
2. さまざまな地域の選手を探したり、地元のトレーニングアカデミーに助言したり、嘱望さ
れるタレントや幅広いオーディエンスを引き付けるために TokenStars を促進する強力な国
際諮問委員会を設置しました。
• トミー・ハース、ATP ランキング第 2 位オリンピック銀メダリスト(2000 年、シドニー)
• アナスタシア・ミスキーナ、WTA ランキング第 2 位全仏オープンテニスのチャンピオン
• ロビン・セデリング、スウェーデンのテニススター、ATP で 4 位
• セドリック・パイリン、ATP ランキング第 5 位 2 度のデイビス・カップを選手として、1
度をキャプテン（2017 年）として勝者
• Maya Kurilova、元オクタゴンロシア（トップ 3 のグローバルタレントマネジメントエ
ージェンシー）の取締役
3. 若いテニスタレントからの応募を受ける、着実な国際パイプラインを構築しました。プラ
ットフォームの最初の潜在的なプロのテニススカウトを発見しました。
4. Ekaterina Makarova（Natura Siberica 化粧品ブランド、5,000 万ドルの収入）の最初のマ
ーケティング契約を締結し、（ブランドのネットワークと営業力を活用するために）トッ
プ 3 のデジタルエージェンシーである JAMI との協力を開始しました。
5. メディアに強いプレゼンスを示し、多くの支援を受けました。
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6. プラットフォーム開発を開始しました。計画通り、12 モジュールのうち 1 モジュールは
2017 年第 4 四半期に立ち上げる予定です。

ACE の成果についてのより詳しい情報は、ブログの記事でご覧になれます：
•
•

15 の成果（8 月 25 日） – https://medium.com/@TokenStars/15-good-news-fromTokenStars-c1cbe7832864
トークン販売の結果（10 月 30 日） – https://medium.com/@TokenStars/https-mediumcom-TokenStars-join-the-TEAM-10-news-from-TokenStars-98464eb711ed
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11. TokenStars の企業構造
TEAM トークンは、英国領バージン諸島に設立された会社で、会社番号 1953160 の TokenStars
Group Limited、BVI（「会社」）によって設立されました。会社の主な目的は、TEAM プロジェク
トの資金調達を手配するために、ACE トークンの販売プロセスを整理し、実施することです。
TokenStars プラットフォームは、主にキプロスに設立されたビジネス会社である TokenStars
Limited（キプロス）を含む、当社およびその関連会社によって開発および運用されています。当
社は、TokenStars プラットフォームを開発し、TokenStars プラットフォームの周りにコミュニテ
ィを育成します。
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