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法的通知および免責事項

本⼈責任 
このプロジェクトの参加者は、この⽂書の内容と直接的または間接

的に関連する法的および財政的問題に対する不確実性または曖昧さ

を明確にし、将来の不必要な困難、紛争および法的措置を避けるた

めに、このホワイトペーパーを注意深く読んで理解する必要があり

ます。 この⽂書に関して決定を下したり、措置を講じたりすること
が不確実である場合は、適切な専⾨家に相談する必要があります。

納税義務の遵守

参加者は、取引に適⽤される税⾦（存在する場合）を決定する責任

があります。 このプロジェクトの所有者または作成者は、取引に適

⽤される税⾦を決定する責任はありません。

投資リスク

暗号通貨取引はリスクレベルが⾼く、すべての投資家には適してい

ません。 暗号通貨、トークン、またはその他のデジタル資産取引を
選択する前に、⾃分の投資⽬標、専⾨知識レベル、およびリスク傾

向を慎重に評価する必要があります。

クリプトアーク| ⽩書



⽬  次

法的通知および免責事項

クリプトアーク

NFT代替不可トークン/ NFT背景
標準規約とプロトコル

 NFTゲームとは？

P2Eゲーム/ P2Eゲームの未来

ARCはなぜBEP20規格で作られたのですか？

このゲームでゲーマーはどれくらいお⾦を稼ぐこと

ができますか？?

PETシステム 

私たちのゲームの特徴

コア販売戦略

世界NFTゲーム動向

プロジェクトロードマップ  

トークンノミックス

チームとアドバイザー

2
4
5
7

9

10
12
14

19

24
25
26
28

29

16

クリプトアーク| ⽩書



クリプトアークゲームはNFT P2Eゲーム、つまり新世代RPGゲーム
としてお⾦を稼ぐことができるゲームです。 ゲーム上で獲得したア
イテムを成⻑させて私たちのNFTマーケットで売ることもでき、そ
のアイテムで私のキャラクターを強化させることもできます。 ま
た、NFTマーケットからARC暗号通貨でNFTアイテムを購⼊して⾃分
のキャラクターに装着してキャラクターのレベルを上げることがで

きます。 このようにゴストップ、ポーカーなどのボードゲームは今
昔ながら、現在のトレンドはP2Eゲームが⼤勢です。

つまり、ゲームしながらお⾦を稼ぐことができるRPGゲームが世界
を強打している。 伝統的なゴストップやポーカーゲーム市場は主に
韓国でしか形成されていませんが、今のP2Eゲームは世界を市場と
する巨⼤な市場です。 今⽇の若者はP2Eゲームに熱⼼です。 学校を
中退し、会社を辞め、⾦稼ぎがゲームに没頭するのが今⽇の世代の

現実です。 モバイルゲームで⽉に数億ウォンのお⾦を稼ぐ世代が今
に到来しました。

クリプトアーク(CryptoARC)
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NFT代替不可トークン
NFTは「Non-Fungible Token」の略で、ブロックチェーンに格納さ
れた代替不可能なデータの証明を⾏うことができます。ビットコイ

ンやその他の暗号通貨とは異なり、NFTの各トークンは、トークン
のデジタル資産が⼀意のものとは異なるものに置き換えることがで

きないことを認証します。 NFTのコンセプトはスポーツとeスポー
ツ業界に完全に収まります。

NFTはその境界を拡⼤するだけでなく、スポーツ資産の持分配分モ
デルさえ変更します。クリプトARCはNFTソリューションで市場を
早期に参⼊し、市場を開拓しています。
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NFTの背景

2017年、NFT産業時価総額は3000万ドルを超えると推定され

ています。

2018年の暗号通貨の冬は市場を強打し、特にブロックチェー

ン業界に不況の年でした。 しかし、NFT時価総額は33％増加

し、4000万ドルに達しました。

2019年にもNFT時価総額は成⻑を続けました。 年末には約1

億4,156万ドルでした。 

2020년에는 시장 성장이 거의 폭발 수준이었다. NFT 거래는 3배 증

가하여 3억 3,804만 달러 이상에 달했다. •

今⽇のエンターテイメント、スポーツ、アート、eスポー

ツ、ゲーム業界は、NFTの移植を先駆けています。 これに

は、NFTをリリースして数百万ドルを稼ぐミュージシャン、

NFT会社を設⽴したプロの選⼿、ファントークンを発⾏する

機会を探すスポーツクラブが含まれます。

NFTは2017年にCrypto Kittiesと共に初めて導⼊され、2020年に
主流になりました。 誰もが猫を狂ったように愛しているのは衝
撃的なニュースではありませんが、クリプトキティのデジタル猫

へのこだわりは、⼀部の⼈々に⼤きな衝撃を与えました。 それ
以来、NFTは技術の発展とともに市場が爆発的に成⻑し、情熱的
なユーザー基盤を確保しています。
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NFTの時価総額は、2018年から2020年の間にほぼ10倍成⻑し、こ

れは成⻑の急激な発展を⽰しました。 NFTは、ブランドまたは知的

財産権（IP）の権利をデジタル化する⽅法で、選⼿、アーティス

ト、セレブリティ、インフルエンサーの間で急速に⼈気を集めまし

た。 ⾳楽バンド、アメリカンフットボールチーム、ハリーポッタ

ーの本が好きなファンであろうと、すべてのファンは商品やお⼟産

を集めるのが⼤好きです。

標準規約とプロトコル
Ethereumは、システムダウン、検閲、詐欺、または第三者の⼲
渉の可能性なしにプログラムされたとおりに正確に実⾏される

アプリケーションであるスマート契約を実⾏する分散プラット

フォームです。 これらのアプリは、価値を移動し、資産の所有
権を表すことができる⾮常に強⼒な共有グローバルインフラス

トラクチャカスタムブロックチェーンで実⾏されます。

Binance Smart Chain（Binanceで導⼊）は、ユーザーに分散型
アプリケーションを構築および開発するためのプラットフォー

ムを提供します。 イーサリアムと完全に互換性のあるプログラ
ミングが可能で、イーサリアムスマート契約をサポートしま

す。 Binance Smart Chainは並列ブロックチェーンで、Binance
Chainにプログラミング機能を提供してデュアルチェーンシス
テムを作成します。 イーサリアムに⽐べて伝送費⽤やスマート
契約書の運営費⽤が少なく、脚光を浴びています。
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ERC20トークンは、Ethereumブロックチェーンでス
マート契約を作成および発⾏するために使⽤される

標準トークンです。 スマート契約を使⽤して、⼈々
が投資できるスマート資産またはトークン化された

資産を作成できます。  ERCは「Ethereum request
for comment」を表し、ERC20標準は2015年に実装
されました。

BEP20は、ユーザーがBSCで代替可能なトークンまたは暗号通貨
を配布できるようにするBinanceトークン標準です。 より具体的
には、他のチェーンの主要な暗号資産は、BEP20トークンの形で
Binance Smart Chainに移⾏できます。 BSCプラットフォームで
トークンを作成することはERC20と同じで、ERC20に精通してい
る⼈は⾮常に簡単にブロックチェーンを変更できます。

ERC721は、代替不可能なトークンの所有権、つまり各トークン
が⼀意の所有権を表す標準です。 ERC721は、ERC20よりも複雑
な標準で、複数のオプション拡張があり、複数の契約に分割され

ています。

ERC721Aは、IERC721を実装して、単⼀トランザクションで複数
のNFTを発⾏するための⼤幅なガスコスト削減を提供します。
Azuki契約では、基本的に単⼀のNFTを発⾏するのと同じ費⽤で
複数のNFTを発⾏できます。

IPFSにより、ユーザーはコンテンツ⾃体の「フィンガープリン
ト」（CIDと呼ばれる暗号化ハッシュ）に基づいてコンテンツを
保存および検索できます。 NFT に IPFS CID を⼊れると、その
NFT は脆弱な HTTP リンクではなくデータ⾃体を直接参照しま
す。 IPFS⾃体は、データストアではなくデータストアの上にあ
るレイヤです。 私たちのゲームのNFT情報はIPFSに保存されま
す。
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PP2Eゲームまたはお⾦を稼ぐゲームとも呼ばれるPlat to Earnゲー
ムは、ゲームプレイの不可⽋な部分として暗号通貨とNFTが結合さ
れたゲームです。 ゲームを購⼊する代わりに、ゲーム内でキャラク
ター、武器、またはほぼすべてのものを購⼊します。

P2Eモデルは、トークンとNFTからなる各取引の利点を享受するた
め、ゲームユーザーとゲーム開発者の両⽅に魅⼒的です。 さらに、
P2Eゲームは世界中で利⽤可能で、誰でもすぐにプレイできます。

⾃分の好きなゲームをして⼤きなお⾦を稼ぐために世界的にP2Eゲ
ームブームをリードしている現在の世代はRPG NFTゲームとコイン
ブームに包まれている。

これは、これらのゲームが暗号通貨のブロックチェーン技術を使⽤

して⼈々がゲームプレイでお⾦を稼ぐことを可能にするためです。

世界中のPlay-to-Earn NFTゲーム市場規模は、2022年から2028年の
分析期間中に22.1％のCAGRに成⻑し、2028年に2億9,858百万ドル
に達すると予想されます。

P2Eゲーム
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我々は、P2Eが何であるかを確認し、これが今始まったばかりのア

イデアであることは明らかです。 結局、NFTは登場してわずか数

年しかありませんでしたが、プレイしながら実際のお⾦を稼ぐこ

とができるNFTゲームがすでに世界中の各所でサービスされていま

す。

今後数年間、P2Pゲームはますます普及するでしょう。 ゲーム中

に暗号通貨とNFTを獲得する機能は、ゲーム内の資産に対して前例

のないレベルの制御を⾏使する能⼒と同様に、かなり魅⼒的で

す。 主要なゲーム開発スタジオがブロックチェーン技術を完全に

採⽤すると、P2Eゲームはついにすべてのゲームの主流になりま

す。

P2Eゲームの未来
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世界が5G時代に⼊るにつれて、トレンドは明らかに変化しており、

誰かがP2Eゲームでお⾦を稼ぎ、お気  に⼊りのオンラインゲームを

プレイするために会社を辞めることがあります。 P2Eゲームに⾃分

のすべてを投資することです。 P2Eゲームは、今⽇の5G時代に世界

中の誰もが共有できる最も強⼒なゲームです。私たちのクリプトア

ークゲームは、収益化の観点から天⽂学的な販売を⽣み出すことを

想像することができます。私たちのゲームでゲームアイテム「チキ

ン」をたくさん所有している⼈は、膨⼤な収⼊を得ます。
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ARCはなぜBEP20規格で作られたので
すか？
BEP-20は、最も⼀般的なイーサリアムトークン標準であるERC-20を
拡張したバイナンススマートチェーンのトークン標準です。 BEP-20
は、トークンの使⽤⽅法、使⽤可能な⼈、およびその他の使⽤規則

を定義するトークンの⻘写真と考えることができます。 Binance
ChainのBEP-2とEthereumのERC-20に似ているため、両⽅とも互換
性があります。

BEP-20は、開発者がさまざまなトークンをリリースできる柔軟なフ
ォーマットを提供することを⽬指して、Binance Smart Chainの技術
仕様で開発されました。 これは、企業の株式から銀⾏の⾦庫（つま
りStableCoin）に保存されているドルまで、すべてを開発できま
す。

CryptoARCトークンはBinance BEP20として開発されました。 イー
サリアムの場合、価格の引き上げにより伝送コストが⾼すぎてユー

ザーに負担となっています。 このため、Binanceで作成したBinance
Smart ChainとMaticで作成したPolygonの両⽅を検討しましたが、ス
ケーラビリティ、互換性、転送コストを考慮してBSCを使⽤するこ
とにしました。

ゲーマーはゲームでアイテムを獲得した後、財団でサービスする

NFT取引所でアイテムをARCトークンに交換することができます。
ARCトークンは⼀般暗号通貨取引所に上場されて取引され、法定貨
幣に交換が可能です。
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ARC詳細履歴

トークンタイプ: BEP20
名前: CryptoARC
シンボル: ARC
decimal桁: 18
最⼤発⾏量：700,000,000
初期発⾏量：300,000,000
役割: CryptoARC NFT Game Platform
ブロックチェーン：BSC（Binance Smart
Chain）
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クリプトアークゲームは36レベルに分かれたP2Eゲームです。 最初
のステップでゲームを開始するには、約1ドルから1000ドル相当の剣
や鎧や盾などのアイテムを装着してゲームをプレイできます。 ま
た、相⼿と先に戦えるアイテムがなければゲームをプレイできま

す。

また、第1段階から第2段階に上がるためには、成⻑アイテム、つま
り成⻑ビタミンを摂取しなければなりません。 2段階に進むと、1段
階アイテムをNFT取引所で購⼊価格より⾼い価格で販売することがで
きます。

このゲームでゲームユーザーはどれく

らいお⾦を稼ぐか？

最近の若者たちは、P2Eゲームに熱狂して学校を中退し、会社を辞め
て⾦稼ぎがゲームにぶら下がるのが、最近世代の現実だ。 モバイル
ゲームで⽉に数億から数⼗億ウォンを稼ぐ機会が到来した。

レベル 
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ゲームキャラクターグッズとチキンゲームアイテムはビットコイン

のように数量に制限があり、誰が最初にゲームを始めてチキンをた

くさん持っているかによって富の蓄積が変わるようになるゲームで

す。 ユーザーはゲームに没頭しなければ最初の勝利を得ることがで

きません。

ゲームアイテムの鶏が多いユーザーは毎⽇膨⼤な収⼊を得ます。

卵、ひよこ、鶏、アイテム、コインを売ってお⾦を稼ぐために集ま

るでしょう。 各国には、ユーザー募集のためのスーパーYouTubeが

あります。 ゲームスーパーYouTubeがゲームを説明して放送する

と、多くのゲーマーが集まるので、ユーザーを集めるのは難しくな

いと思います。

初期ユーザーがゲームを開始するには約1,000ドルのアイテムを購⼊

する必要があるため、初期資⾦が膨⼤に多いと感じることができま

す。 クリプトアークを始める⽅は、現在のビットコインを1万ウォン

で購⼊するのと同じであることをご存知でしょう。
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PETシステム

ユーザーはPETシステムで⽬的のペットを選択

し、戦闘を進めます

 飼料を購⼊してペットを飼育することができ、

卵はひよこで孵化し、ひよこが成⻑すると卵を

産みます。

ペットレベルはアークコインを使⽤してアップ

グレードできます。 餌を通してレベルを上げた

ペットでスロットマシンを通じて獲得します

（⻩⾦の卵）

戦争を通じて購⼊または獲得する強⼒なアイテムである鶏を得るた

めには、レベル16に達する必要があります。

 飼料を購⼊して鶏を育てることができ、鶏が成⻑して卵を産みま

す。 （鶏と卵は、独⾃のNFTマーケットプレイスでNFTとして販売

することができます。）

鶏を保持すると、ユーザーの戦闘⼒が増加し、戦闘で簡単に勝利す

ることができます。 - チキンアイテムはビットコインのように発⾏

量が固定されています。 （時間が経つにつれて、鶏と卵を⼊⼿す

るのは難しくなります。）
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また、鶏を売らずに卵を産んで多くの養鶏場を保有すれば、膨⼤な

収益を出すことができるシステムです。

25レベルになると、5⼈のユーザーがチームを作ってギルドを結成

することができます。 その⻩⾦の卵は、通常の⽩い鶏よりも多くの

卵を産み、より速く孵化し、⾮常に速く成⻑します。

クリプトアークゲームには合計36のステップがあり、ステップ16に
達するとユーザー名で農場ができて鶏を得ることができます。 最初
は鶏を買わなければならず、戦って鶏を得るとすぐに売ったり、農

場で育てることができる。 孵化して販売すると、ユーザーはより多
くのお⾦を稼ぐことができます。 彼らはまた、ひよこを育て、鶏と
して販売することによってより⼤きな利益を得ることができます。
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ギルドを形成してギルドメンバーが鶏を育てて卵を産むと⻩⾦の卵

を産み、⼀般の卵より20倍⾼く売ることができる。

17レベル以上のレベルが上がるほど、より多くの鶏が卵
を産み、より速く量計をするほど、より多くの収益を得

ることができます。

農場に10匹の⻩⾦の鶏がある場合、ゲームユーザー
は中⼩企業レベルを超える利益を⽣み出すことがで

きます。 私たちのゲームは、アイテムや鶏を得るた
めに戦ってお⾦を稼ぐゲームです。

ユーザーがNFT取引所でアイテムやチキンを売買できる⼿数料は

1.7％です。 発⾏された商品１個を⽉３０回以上売買するため、１個

の商品に対する⼿数料は⽉平均５１％である。 アイテム価格は随時

変動します。
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私たちのゲームの特徴
私たちのゲームは、様々な戦闘キャラクターの収集を通

じて様々なダンジョンをクリアし、特殊アイテムを獲得

できるRPGゲームです

私たちのゲームは、放置型RPGの特性と戦略的パーティー構成を活
⽤した様々なエピソードと継続的な成⻑を体験できるP2Eゲームで
す。

ジャンル : RPG

ゲームの視点 : クォータービュー/バックビュー

ゲーム⽅法 : ⾃動バトル/様々なスキルの使⽤

メインシステム : 無限の成⻑を利⽤した初期の戦い

サポート環境 : WEBゲーム
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80種類以上の個性的で多様なキャラクターを
集める

キャラクター成⻑/強化/覚醒システム

キャリクサー成⻑システム

キャラクターのランクを上げてキャラクターの能⼒値を上げ

ます。
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キャラクター覚醒システム

覚醒によるキャラクタースキル開発

戦略的なパーティー構成を⽀援するパーティーエフェクト

システム

同じ種族のキャラクターを集めてパーティーを構成すると

追加効果が発⽣
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さらに強くなるための遺物収集

さまざまなアーティファクトを収集して装着すると、アーティファク

トの効果でキャラクターがより強くなります。 遺物はボス戦を通じて

獲得することができ、遺物を通じて強化されたキャラクターはゲーム

をより簡単に楽しむのを助けます。 固有の遺物は、特定のキャラクタ

ーの能⼒値を⼤幅に増加させます。

より強⼒な遺物のための強化＆覚醒＆合成システ

ム

転⽣⽯を利⽤して獲得したアーティファクトを強化してください。

最⼤値にアップグレードされた5つの遺物を収集し、覚醒と合成によ

ってさらに強⼒になります。 覚醒成功時にアーティファクトの星数

が増加します。 合成に成功すると、確率的に⾼いグレードの新しい

アーティファクトに変換されます。

クリプトアーク| ⽩書



ギルドシステム

3⼈以上のユーザーがギルドを作成して他のユーザーとのコミュニ

ケーションを有効にできます。

ユーザーのギルド参加でギルドランキングが異なります。 （各戦

闘参加によりギルドスコアが付与されます）

ギルドメンバー同⼠でPET交配を通じて⻩⾦の卵を獲得することが

できます

ギルドレベルは寄付によってレベルアップされます

キャラクター間の⾯⽩い関係も縁システム

ヒーロー間の関連性を⽰しています。

キャラクター間因縁収集時補償として縁効果を使⽤できます（重

複使⽤不可）.
キャラクター連携システム収集率に応じた別の報酬が存在します
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コア販売戦略

RPGゲームの特徴であるキャラクターを通じて収集と成⻑に焦点を
当てる

キャラクター価値システム（確率性アイテムガチャ）

リテンションと課⾦を⼀度に出席パッケージ

各ユーザー能⼒に合わせた段階別パッケージアイテム

各種利便性アイテム（能⼒値強化、3倍速プレイ、追加報酬な
ど

利便性効果による広告収⼊。

クリプトアークマーケットプレイス

CryptoARC MarketPlaceでNFTでゲーム内ショップキャラクターや

アイテムを購⼊する

レベルアップキャラクターと繁殖を通じて新たに⽣成されたアイテ

ムは、マーケットプレイスでNFTで販売されます。
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ーヤーに提供する⽅法でゲームに導⼊されました。 プレイヤーがク
リプトNFTゲームで⾐装、武器などのアイテムを購⼊すると、アイテ
ムを保管して好きなように使⽤できます。 このシナリオは、実際の
資産所有権がゲーム開発者にある既存のゲームの集中型システムで

は不可能です。

Crypto Kittiesは世界的に最も広く知られている暗号ゲームの⼀つで
す。 このゲームにより、ゲームプレイヤーは仮想猫を購⼊、繁殖、
販売することができます。 キティは、ゲームプレーヤーがゲームを
プレイするときに価値が増加する実際のNFTです。 このゲームは、1
匹の猫が10万ドル以上で売れるほど⼈気がありました。

ゲームアイテムには所有権の問題があります。 NFTは所有権の問題
を解決します。 プレイヤーは、プレイするゲームから得られたすべ
ての資産を維持し、必要に応じて使⽤できます。 彼らは価値を⾼め
たり、暗号通貨を得るために取引したり、NFTをサポートする他のゲ
ームに転送したりすることができます。

世界NFTゲーム動向
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プロジェクトロードマップ  

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.ゲームの開発とアップデート

2.新しい投資レビュー

3.業計画と事業実現性の⾒直し

4.NFT取引所プラットフォームの企画・開発

5.ゲームアイテムの開発と設計

6.マーケティングプロモーション

7.ゲームのアップグレードとさらなる開発/⾼度化
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チーム

クリプトアーク| ⽩書
CRYPTO ARC | WHITE PAPER

パク・ジェソン 会⻑兼CEO
佐藤倶楽部 代表取締役
ゴールデン・フューチャーズの

CEO
ポップコーン取引所のCEO
スターマリオのCEO
アイデルコテインメントの現CEO

ピルウォン・リー、CTO
⾼麗⼤学校 材料科学⼯学科 (2006年
卒業)
ソウル情報専⾨学校 Unity ゲーム開
発コース (2021)
ヒュンダイ パワーテック (コンピュ
ーター) 2007 - 2010
Turbulcoms (ゲーム プログラム チー
ム リーダー) 2012 – 2022

キム・ウサン CMO
1995年 バンクーバーフィルハーモニースクー
ル（ビジュアルデザイン学科）卒業

ジョイマックス企画部（1998年〜2002年）
アニスト開発ディレクター (2002 – 2012)
Turbulcoms、開発ディレクター (2012 – 2022)

ウェイン・ユン、チーフデザイナー
世界三⼤デザイン賞のひとつ、ドイツ

「iFデザイン賞」受賞



チームとアドバイザー

キム・ヒョンジュン
⾼麗⼤学情報保護⼤学院

特任教授∕（社）メタバスメ

ディア協会会⻑

パク・ボンギュ
コリアシオサミット理事⻑/ワ
ールド

ブロックチェーンサミットマ

ーブルズ会⻑

パク・ソンジュン
東国⼤学ブロックチェーン

研究センターセンター

⻑/(株)ダビアス代表取締役/
暗号学博⼠

コビーアイシック

(Kobby Isik)
ロスウォーターホールディン

グス（Rose Water）、CEO
※世界的なブロックチェイナー
国籍・オランダ

ハ・ゴンウ
MBC⽂化放送局⻑
（株）お迎えINT代表取締役
放送カメラ映像総連合会⻑役員

⼤韓⺠国映像⼤戦組織委員⻑役

員

バゼン・イェジザー

ル

(Vazgen Yeghizar)
イディーシーブロックチェ

ーン代表

CEO of EDC Blockchain
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トークンノミックス 

財団

35%

投資家

20%

流動性プール

20%

アドバイザ

5%

コミュニティセール

5%チーム

5%

ビジネスパートナーシップ

5%
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トークンノミックス

アイテム 分配率 ノート

コミュニティセール 5% プレセール

財団 35%
プロジェクトの安定性と拡張性、

そして事業の⾼度化に備えた財団

保有

アドバイザ 5% アドバイザーとコア貢献者

チーム 5%
チームに⽀給されるインセンティ

ブ

投資家 20%
5プロは追加投資家にインセンティ
ブとして⽀払い、残りの15プロは
今後のための予備⾦

流動性プール 20%
プラットフォームの安定性と市場

内トークン供給量安定化のための

安全装置としての機能

マーケティング 5% マーケティング⽤途

ビジネスパートナーシッ

プ
5%

プロジェクトに協⼒したパートナ

ーの参加を維持するために使⽤

合計 100%  
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ありがとう.
NFTゲーム「クリプトアーク」は台⾵のよ
うに途⽅もない成功を収めるでしょう。

Foundation SMC Limited

ROOM 2112C, 21/F, WITTY COMMERCIAL BLD, NOS.
1A-1L TUNG CHOI STREET, KOWLOO HONGKONG
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