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重要事項：
本文書および本文書に記載される情報は、米国または中華人民共和国または暗号トー
クンの提供、配布、購入、販売もしくは保持が禁止もしくは制限されているその他の
地域の個人に対し、その全部または一部を直接的または間接的を問わず、送信または
郵送してはなりません。
本告知を最初から最後まで細心の注意を払ってお読みください。本ホワイトペーパー
は、トークン販売契約書およびその契約条件と併せてお読みください。当該文書は[契
約条件]からダウンロードしていただけます。
本告知に記載される語句のすべての定義は、別段の記載がない限り、本ホワイトペー
パーに記載される語句と同じ意味であるものとします。
HoToKeN™ は以下を構成するものと解釈してはなりません。
i.
ii.
iii.
iv.
v.

任意の地域における証券
任意の種類の通貨
株式または債券
集合投資スキームまたはビジネストラストにおけるユニット、または
投資ファンドにおけるエクイティ

証券または上記 i から v の項目に適用される規制または法律は、本ホワイトペーパー
およびHoToKeN™ の新規トークン公開（ITO）には適用されません。
本ホワイトペーパーは、目論見書または提案書を構成するものではなく、かつ、いか
なる地域においても証券の提供または投資の勧誘ではありません。
本ホワイトペーパーおよびHoToKeN™ のITOは、いかなる地域でも規制機関による承
認を受けていません。本ホワイトペーパーおよびHoToKeN™ トークン募集は、いかな
る地域の法律、規制または法規も遵守していないものと仮定してください。

HoToKeN™ の購入およびHoToKeN™ トークン募集への参加には、本質的なリスクが伴
います。詳しくは、第18章を参照してください。
HotNowおよび/またはHoToKeN™ の販売代理店は、以下の項目に関して一切の保証ま
たは約束をしません。
HoToKeN™ のパフォーマンス
HotNowビジネスまたはHoToKeN™ トークン購入の基礎となる資産のパフォーマ
ンス
iii. 本ホワイトペーパーに記載される情報の正確度
iv. 本ホワイトペーパーに記載される財務またはその他の予測の正確度
i.
ii.
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トークン募集の法律および規制は、ほとんどの地域において整備中および審査中です。
こうした法律および規制の不明確さにより、HoToKeN™ 購入に伴うリスクはさらに高
まります。
潜在的購入者として、あなたはトークン購入、ブロックチェーンテクノロジー、デジ
タルウォレット、暗号通貨の基礎テクノロジーおよびメカニズムに関する知識を身に
着けていることを想定しています。また、潜在的購入者として、あなたは前述の内容
を読んで理解し、それに伴うリスクに関する知識を身に付けていることも前提としま
す。
HoToKeN™ の売買に関するあなたとHotNowおよび/または販売代理店との間の合意に
は、個別のトークン販売契約書に記載される契約条件が適用されます。トークン販売
契約書と本ホワイトペーパーとの間に齟齬がある場合は、トークン販売契約書の記述
が優先されるものとします。
適用される法律、規制および規則によって認められる最大の範囲において、HotNow
および/または販売代理店は、あなたが本ホワイトペーパーまたはその一部を解釈また
は信じた結果、およびあなたがHoToKeN™ トークンを購入した結果、直接的または間
接的に発生した不法行為、契約またはその他の行為における間接的、突発的、偶発的、
付随的もしくはその他の種類の過失（収益、収入、個人の貯蓄または利益の損失、お
よび使用不能損失またはデータ喪失など）について、一切の責任を負わないものとし
ます。
HoToKeN™ の潜在的購入者として、あなたは以下の項目を確認し、これに同意するも
のとします。
i. あなたは母国において著名人/教養人/富裕層の個人/投資家として認識されている
ii. HoToKeN™ の購入には本質的にリスクが伴う
iii. トークン募集、暗号通貨、デジタルウォレットおよびブロックチェーンに関する
法律および規制は、ほとんどの地域において整備中および審査中である
iv. HotNow およ び/ または販売代理店は、 HoToKeN™ トークン募集、基礎となる
HotNowビジネス、情報の正確度ならびに本ホワイトペーパーに記載される財務およ
びその他の予測の正確度に関して、一切の表明、保証または約束をしない
v. 適用される法律、規制および規則によって認められる最大の範囲において 、
HotNowおよび/または販売代理店は、あなたが本ホワイトペーパーまたはその一部を
解釈または信じた結果、およびあなたがHoToKeN™ トークンを購入した結果、直接的
または間接的に発生した不法行為、契約またはその他の行為における間接的、突発的、
偶発的、付随的もしくはその他の種類の過失（収益、収入、個人の貯蓄または利益の
損失、および使用不能損失またはデータ喪失など）について、一切の責任を負わない
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HotNowでは、法律を遵守し安全かつ信頼できるサービスをお客様に提供するよう取り
組んでいます。そのため、HotNowでは顧客確認手続き（KYC）およびマネーロンダリ
ング対策（AML）/テロ資金対策（CFT）のコンプライアンス実施を徹底しています。
これには、不審な取引の監視ならびに地域の規制当局およびその他のコンプライアン
ス機関への義務報告が含まれます。この点に関する当社のポリシーは、クライアント
の居住国によって異なります。地域の管轄権に準拠した特定のAML/CFTおよびKYCは、
トークン販売契約書の契約条件に記載されています。当社のコンプライアンスフレー
ムワークには、地域レベルおよび世界レベルでの規制要件の遵守、一定水準の信頼感
の植え付け、HotNowの事業継続の約束が規定されています。
HotNowは、AML/CFTに関する国際基準を満たしていない地域の出身者もしくは居住者
または重要な公的地位にあるとみなされる個人に対し、HoToKeN™ を提供することを
拒否する権利を留保します。
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I. 要約:
HotNow[1] プラットフォームは、東南アジアの小売事業者に費用対効果が高く、高効
率のマーケティングツールを提供しながら、その余剰価値の一部を小売事業者が自社
商品・サービスの消費者に移転することを奨励しています。ブロックチェーンとその
周辺テクノロジーの影響を考慮に入れたとき、HotNowの不可避的な進化は、現在のリ
アルタイム・マーケティング・アプリとプラットフォームがトークンエコノミーへと
発展することと同じです。その独自の位置情報サービス（LBS）は、パートナーの小売
事業者に利益をもたらし、市場でのプレゼンスを高めており、ユーザーに価値と優れ
たコンテンツを提供しています。プラットフォームは、分散型台帳やその他の分散型
許可制データ構造ソリューションにおいて厳密なオープンソース・プロトコル、ス
マートコントラクト、（急速に成長している）開発環境を活用するネットワークとな
ります。実績あるビジネスモデルの発展における次の段階では、HotNowは実利的なア
クセストークン（ステラ・ルーメンに基づく、商標名はHTKN）をベースとしたゲーム
化されたエコシステムに転換します。HotNowトークンエコノミーは、参加者が実行す
るすべての経済活動に対してHTKNを報酬として付与します（売り手と買い手のあらゆ
る行動がHotNowのエコシステムの成長を維持します）。
HotNowは、ショップコンバージョン率を高め、消費者エンゲージメントを強化する
「フリーミアム」型ビデオゲームやその他のゲーム技法で見られる技術に重点を置き、
エコシステムの構築で独自の方法を活用します。その他のイノベーションには、現金
ベースのビジネスやツール用の個別にカスタマイズされたロイヤルティプログラムが
あります。これにより、小売事業者は組織を作り、共有ロイヤルティプログラムの策
定や購買力の結集などの調整に関する問題を解決できます[2]。また、消費者の支出履
歴を詳細に分析することで、個人の「クレジットプロファイル」を作成し、ファイナ
ンス履歴がなくてもマイクロローンを提供することができます。

HotNowが皆様にHTKNの設立支援を呼びかけるのは、我々のミッショ
ンである東南アジアの家族経営のようなビジネスや、銀行口座を持
たないような人々を助けることにつながり、また上記のような利益
があるからなのです。
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II. HotNowのご紹介：
HotNowは、Red Anchor Trading CorporationがAxion Venturesの支援を受けて設立した企
業で、そのAxion Venturesはトロント証券取引所に上場されています（登録記号：
AXV）。HotNowは、商品やサービスをWebで検索するためのモバイルアプリケーショ
ンです。これを利用すると、小売事業者はマーケティングメッセージやマーケティン
グ予算を管理しやすくなり、ユーザーは独占割引を利用し、関連商品やサービスの検
索時間を短縮できます。小売事業者は市場でのプレゼンスを確立し、他の広告方法に
比べはるかに効果的な掲示型広告スタイルのマーケティングメッセージを無料で実装
することができます。少額の割増料金を払えば、小売事業者はさらにターゲットを絞
り込んだマーケティングメッセージを関連HotNowユーザーに届けることもできます。
現在の運営拠点はタイですが、小売事業者から厚い支持を受け、顧客獲得コストも低
く、地域の大手企業との提携も進んでいるため、HotNowはアジアの大都市へ拡大する
勢いがあります。
HotNowの基本サービスを利用すると、小売事業者は販売キャンペーンやプロモーショ
ンなどの位置情報に基づいたマーケティング活動を、タイミングよく購買層を絞り込
んで詳細に管理・制御できます。また、一般ターゲットプロモーションの提供は無料
で無制限に行えるため、マーケティングコストを下げ、HotNowオリジナルバーゲンを
ユーザーに提供することもできます。HotNowの使いやすいアプリやサイトは、そう
いった技術に詳しくないお店の人たちにとって初めて効果的にオンラインユーザーに
売り込むことを可能にさせます。
HotNowは、ミレニアル世代や、先進国に比べ購買層が若い新興国の消費者のニーズを
満たすために開発されました。たとえば、フィリピン国民の中間年齢層は20歳ですが、
日本の中間年齢層は47歳です。2016年で見ると、フィリピンの国民1人あたりのGDPは
3,000ドルですが、日本の場合は39,000ドルで、アジアの新興国のミレニアル世代はか
なり価格に敏感な傾向があり、購買の決定を促すには独自の革新的なマーケティング
戦略が必要です。彼らは携帯電話「中毒」であり[3]、カジュアルゲームに夢中です[4]。
HotNowは、こうした購買層に訴求する際の最も効率的なマーケティングソリューショ
ンとして開発されています。

新興国のミレニアル世代は購買意欲は高いものの、価格に敏感な傾向がある... このよ
うなターゲット層を取り込むには、企業が独自の革新的なマーケティングツールを用
意する必要があります – そこにピタリとはまるのがHotNowなのです！
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III. 業界 – 数字とトレンド：
グローバル広告の収益は2016年に5,320億ドルを超え、2017年末までに5,900億ドル[5]に
達する見込みです。業界の大きなトレンドは以下のとおりです。
• 最も効果的な広告媒体はオンラインマーケティング。従来の媒体の広告が
マーケティング支出に占める割合は、2013年には73%もあったにもかかわら
ず、2019年までにわずか35%にまで落ち込む見込み。オンライン広告マーケ
ティングにおいて最も成長著しい分野[6]はモバイル広告。
• モバイル・デジタル・マーケティングの中で最も効果的[7]な形態はLBS広告。
• 消費者の63%は、クーポンをモバイルマーケティングで最も重視している。
[8]

• 消費者の53%は、より関連度の高い広告を得るために現在の位置情報の共有
に積極的。[9]
• 消費者の57%は、位置情報連動型広告の受け入れに積極的。[10]
• オンライン取引の70%は、モバイルデバイスから行われている。[11]
• スマートフォンユーザーの94%は、スマートフォンで地元情報を検索してい
る。[12]
• 検索後、実際に行動に移す割合は90%に上る。[13]
• 消費者の62%は、地元のお得情報を友人と共有している。[14]

IV. 業界 - 問題：
消費者には無関係または現在地では役に立たないプロモーションが殺到し、無視する
ことが通例になりつつあります。アジアの人口は、世界の人口のおよそ3分の1を占め、
ソーシャルメディアを使いこなし購買意欲の高い若年層であることが特徴です。また、
プロモーションに貪欲な消費者という側面もあります。事実、アジアの人口の53%、
とりわけミレニアル世代（所得水準はさまざま）は定期的に割引やプロモーションを
検索しています [15] 。ところが、現在オンラインで「注目を集めているプロモーショ
ン」は、日時、消費者の購買層や嗜好、消費者の場所をほとんど、あるいはまったく
考慮していないため、関連性がないことが多々あります。こうした状況で適切なマー
ケティングオペレーション（MO）[16] を行うには、データサイエンスとLBSが欠かせな
くなるのは明白です。
小売事業者は、モバイル・マーケティング・コストの著しい増大 [17]に悩まされていま
す。この問題は、独占禁止保護措置がおぼつかないまま、大手のソーシャル・ネット
ワーク・プラットフォームやメッセージングプラットフォームが市場での寡占状態を
示しているため深刻化しています。大手企業には、自社ブランドのアプリを公開する
資金と能力がありますが、中小企業にはすでに確立されたソーシャルメディアやメッ
セージングプラットフォームで効果的なマーケティングキャンペーンを展開するため
のコストが重くのしかかっています。その結果、特に小・中規模な小売事業者はオン
ラインマーケティングから遠ざかっています。
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またそれに加え、大手のソーシャルネットワーク＆メッセージングプラットフォーム
は、特定の場所や最適な日時に購買傾向の高い消費者を特定し、ターゲティングする
ためのツールを小売事業者に提供しています。このような機能の一部は個別に利用で
きるとしても、小売事業者の大半は、その利用可能な機能を効果的なツールに統合す
るための技術を持ち合わせていません。さらに悪いことに、多額のコストがかかる
マーケティングキャンペーンの効果を測定するにあたり、大手のプラットフォームが
小売事業者に提供する限定的なテレメトリー機能では、小売事業者が自社のマーケ
ティングやプロモーションの取り組みを「調整」することが難しくなっています。そ
の結果、サービスの効率性が低下してコストばかりが増大し、（過小資本の）小・中
規模の小売ビジネスのニーズに応えることができません。
こうした諸問題に対しHotNowが出した解決策は、LBSをプラットフォームに統合し、
強力な統計ツールとメソッドを開発することで、小売事業者により低コストでビジネ
ス管理を可能にする情報を提供することでした。
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V. HotNowのソリューション：
HotNowアプリの最初のベータ版テストは2016年に行われ、2017年3月に公式ローンチ
されると、瞬く間にiOS App Storeの注目アプリとなりました。HotNowは、プッシュ通
知を受信した消費者の2%を購買に導き、極めて効果的なデジタル・マーケティング・
ツールであることが実証されました。HotNowプラットフォームで小売事業者が自社の
ショッププロファイルを作成すると、数分と経たないうちにマーケティングプログラ
ムやデジタルクーポンをゼロコストで公開できます。このようなプロモーションが表
示されるのは、ショップまでの距離が近く、嗜好がマッチするユーザーです。HotNow
は、HotNowユーザーから創出された収益の少額の分け前を受領することで、プラット
フォームの利益をパートナー小売事業者に還元することを保証します。
HotNowの2017年12月時点の主な統計情報：
• アプリダウンロード数70万以上
• 平均ユーザー獲得コスト < 1人あたり0.50米ドル
• 月間アクティブユーザー数38万人以上
• ソーシャルネットワークのフォロワー数27万人以上
• 登録小売事業者数5万社以上
HotNowの公式ローンチ後まもなく、タイで2番目に大きいコーヒーショップチェーン
のCoffee Worldが大手企業として最初のクライアントとなりました。数週間後、バスキ
ン・ロビンスがHotNowで独占キャンペーンを展開しました。その結果、グループの事
業部長の予想をはるかに上回る収益率を達成しました。こうした成功を受け、他にも
タイ国内の大手企業がHotNowに参集しました。
キャンペーン実績例：
• Coffee World - 30日間で3,284件の引き換え
• バスキン・ロビンス - 6日間のプロモーション期間のうち5日で1,000件の引き換え
（クーポン売り切れ）
• ペッパーランチ - 15日間で1,371件の引き換え
• ファームデザインズ - 30日間で6,749件の引き換え
ブランドマネージャーは、HotNowの使用による効果は最大規模のメッセージング＆
ソーシャル・ネットワーク・プラットフォームに匹敵するか、それを上回るほどであ
ると報告しました。注目すべき例を1つ挙げると、あるクライアントでは、3,000万人
を超えるユーザーを抱える大手プラットフォームに比べ、HotNowは絶対条件で100倍
を超える効果があったといいます。同時に、クライアントがHotNowプラットフォーム
にかけたマーケティングコストは、大手プラットフォームでのマーケティングコスト
に比べ、計上するほどでもありません。

HotNowの大手クライアント例：
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HotNowは、商品やサービスの独占的割引を提供したり、最低価格の商品やサービスを
見つけるための情報を提供したりすることで、ユーザーに価値をもたらします。ユー
ザーは、HotNowを、検索コストを下げ、他では見つからない小売事業者やショップに
関する情報を提供するリサーチ＆ディスカバリーエンジンとみなしています。売り手
と買い手の双方に価値を生み出すことで、HotNowはそのエコシステムの継続的な成長
を保証します。
小売事業者のプロモーション費用が削減されるので、節約分をより適切に買い手と共
有できるようになります。HotNowは、共有サプライチェーン要素から値下げを交渉す
るために購買力を結集するツールなど、小売事業者の利便性を向上するためのアプリ
ケーションを今後も開発していきます。
下の表は、HotNowでの取引数の着実な増加を示しています。

HotNowプラットフォームが市場で歓迎され、急成長している状況は、HotNowチーム
のテクノロジー開発とマーケティング能力の高さを示しています。こうした開発能力
を背景に、HotNowは次世代のプラットフォームに対応するため、最先端の許可制ブ
ロックチェーンテクノロジーをエコシステムに実装します。
ブロック
チェーン

オープンソー
ス
プロトコル

分散型許可制
データ構造
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VI. HotNow – ゲーム化されたネットワークへの移行：
Axion Ventures Inc.の子会社であるAxion Games Limited（旧社名はEpic Games China）は、
Epic Games（米国）およびTencentと提携し、アジアのPC＆モバイルゲーム開発会社と
して成功を収めています。HotNowは、2017年初頭からAxion Venturesの関連会社とな
りました。最近、Axion Venturesは、東南アジアの大手電気通信、メディアエンタープ
ライズ、ゲームパブリッシャーの1つであるTrue Corporation[18]と共同で、ゲーム開発の
ジョイントベンチャーを設立しました。
HotNowは、常にイノベーションを継続することの必要性を認識し、HotNowアプリを
統合するためのさまざまなカジュアルゲームを開発します。これにより、店舗販売型
小売事業者やオンライン小売事業者向けのマーケティング機会を拡張していきます。
消費者は、無用なマーケティングメッセージに悩まされることなく、娯楽として楽し
めるようになります。我々のマネージメントは、熟考を重ねたゲーミフィケーション
のイノベーションがまったく新しいマーケティング方法を生み出し、それと大幅な低
価格化を組み合わせることで、マーケティングに革命が起こると確信しています。
HotNowアプリは、シンプルなLBS対応の勝つと割引が大きくなるゲームを備えたマッ
プベースの検索エンジンとして始まりましたが、これからはオンマップ拡張現実
（AR）ゲームへと進化します。このようなLBSに基づくリアリティゲームは、ここ最近
とても成功を収めたジャンルで、「宝探し」、「征服型ゲーム」、といったユーザー
の冒険や、ミッションの達成の諸要素を含むものです [19]。HotNowは、（教育用）カ
ジュアルゲームを含めることで、ユーザーの関与を高めるつもりです。特に、シンプ
ルだが人気のあるゲーム構造とソーシャルな特徴を併せ持つトーナメントや競争する
ゲームを含めるつもりです。
すべての実績と貢献度は累積され、最終的にはHoToKeN™ (HTKN) での実際の報酬に還
元されます。HotNowは、頭を使ってのめりこめるさまざまなゲームを提供することで、
小売事業者がマーケティングを拡張できる独特の機会を提供することになるでしょう。
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VII. HotNowのネットワーク - ご紹介：
HotNowがLBSマーケティングプラットフォームから高度にゲーム化されたネットワー
クに発展するにつれ、消費者と小売事業者は（ネットワークのユーザーと参加者とし
て）HoToKeN™ (HTKN) を使用してアクティビティに参加し、ネットワーク内の機能に
アクセスします。HotNowは、参加者のすべての経済活動に報酬としてHTKNを付与し、
エコシステムの成長を維持します。報酬は、参加者のより深い関係性や、基本売買取
引、ユーティリティ、特定の種類のユーザーコンテンツの貢献度（良質な小売事業者
の識別や評価の提供など）に対して付与されます。これは、奨励金を与えたり経済活
動に報酬を付与したりするのではなく、課税のほか、あらゆる取引や経済活動の成長
に対して所定の料金を課金する従来の金融システムとは対照的です。
HotNowは自らをネットワークの教導者と位置付けており、トークンエコノミーが機能
し出せば、エコシステムの管理者という位置付けになるでしょう（メンバー追加や許
可の付与という意味でのみ）。つまり、大手小売事業者などのブロックチェーンのメ
ンバーが同じチャンネルに乗れば、独自のルールを設定し、組織化できることになり
ます。たとえば、これによってロイヤルティプランを共有できるようになり、HotNow
のHotLoyalty™ 機能によりサポートされます。

HotNowは、ステラプロトコルに準じた分散型台帳とブロックチェーンテクノロジーを
使用してプラットフォームを立ち上げ、小売事業者はこれを利用して購買力を結集し
たり、現状では東南アジアで効率性に欠けるサプライチェーンから有利な価格を引き
出す交渉をしたりすることができます。HotNowは、集計注文の直輸入および通関をさ
らに効率化し、それによって政府機関にブロックチェーン・カストディ・ソリュー
ションを提供するために政府機関と協働します。これらは、エコシステムと提案され
た許可制分散型台帳ソリューションが、どのように深刻な現実生活の効率性と同調性
の問題を解決するかの一例に過ぎません。
前述の内容は、ブロックチェーンテクノロジー上に構築されたプラットフォームと製
品に向けた最近のムーブメントが、HotNowの更なる進化を求めていることをHotNow
チームに確信させています。私たち全員が、価値創造とその移転の過程で信頼を自動
的に構築する新しいビジネスモデルへのシフトを目撃しています。それをすべてサ
ポートするのは、コンソーシアム活動とプロトコルの透明性（オープンソースコー
ド）です。これは新しい時代の幕開けといえます。つまり、あらゆるビジネスにおけ
る社会的な便益を、その企業利益の最大化よりも優先する時代が来るということです。
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VIII. HotNowのネットワーク - 社会への利益還元：
新しい時代の幕開けとして、新古典派経済学の問題（「拝金主義」に基づいたビジネス
[20] や中央銀行の政策不一致など）を解決するため、クラウドファンディングやICO
（HoToKeN™ の場合は ITO/TGE）による資金調達を目指す各企業は、 明確な社会的利益
を提供する必要があります。
HotNowのエコシステムは、大幅な（数値化できる）消費者余剰を生み出し続けながら、
中小企業を応援し、ネットワークマップ全体の支出配分を増大させます。また、消費者
の支出履歴を詳細に分析することで、個人の「クレジットプロファイル」を作成し、
ファイナンス履歴がなくてもマイクロローンを提供することができます。各コンセプト
については、次のセクションで詳しく解説します。
どのようにHotNowとHoToKenが消費者と生産者両者の利益を増加させるか

消費者とユーザーは、このHotNowエコノミーに参加することで利益を得ることが出来
ます。このプラットフォーム上でプロモーション等にアクセスすれば、消費者はお得な
価格で商品やサービスを購入することが出来ます。その一方、小売事業者はこのプラッ
トフォーム上のマーケティングツールを使うことにより、彼らのプロダクトに対する需
要増加や、顧客獲得コストを減少させることが出来るかもしれません。
クーポンは、価格を下げ、需要を増加させます。しかし、必ずしも需要曲線を変化させ
ることが小売事業者を助けることになるとは限りません。つまり値引き後の売上は増加
するかもしれませんが、コストは減少せず、利益率は悪化するかもしれないからです。
しかしながら、現在のHotNowを展開することによって得られる予備結果が示している
ことは、HotNowは顧客が受け取る値引き分より多くのコストを削減することが出来ま
す。それは小売事業者により顧客獲得コストとマーケティングコストです。それゆえ、
割引価格で需要を増加させることは、小売事業者にとってさらに利益をもたらすと期待
できます。
この経済的厚生の中で獲得できる消費者と小売事業者双方の利益は、次の図を通してミ
クロ経済の観点から説明することが出来ます。
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それでは、消費者と生産者がHotNowの
プラットフォームを使用する前の状態
での経済的厚生状況を見てみましょう。
縦軸は、製品の価格を示しており、そ
の一方、横軸は製品の量を示しており
ます。HotNowを使用する前、顧客の製
品に対する需要は、D1で示される需要
曲線になり、製品の供給は、S1で示さ
れています。需要曲線は、下向きに傾
斜しています。消費者は、製品の価格
が下落すれば、より需要が増加します。
その一方、供給曲線は、上向きに傾斜
しております。それゆえ、供給者はも
し製品の価格が上昇するなら、さらに
供給を増やします。

Price

S1
S2

G

X
P1
P2

A

B

Y

H

Quantity
Q1

Q2

D1

D2

このシナリオでの均衡点は、Aであり、それは需要曲線と供給曲線の交差点になりま
す。この均衡点では、消費者はQ1の量の製品に対して、P1の価格の支払います。この
時の経済的厚生の総計は、XAPで表される三角形であり、それは消費者的厚生である
XAP1と、生産者的厚生であるYAP1の合計です。
では、消費者と生産者がHotNowのプラットフォームを使用すると仮定すると、消費者
はクーポンを使用し、安い価格での支払いが可能になり、その一方、供給者は、顧客
獲得費用を節約することが出来るので、その値引きされた価格でより多く供給するこ
とが出来るようになります。そのようにして、需要の増加は、D2が示すように需要曲
線を押し上げ、Bで示されるような状態になり、そこで需要と供給が交差します。こ
の新たな均衡点では、消費者はより低い価格で支払いを行い（P2）、生産者はより多
くの供給（Q2)します。この新たな均衡点では、この経済的厚生の合計は、三角形GBH
で表すことが出来、それは消費者厚生であるGBP2と、生産者厚生であるHBP2の総計に
なると言えます。
この前述の図表から、HotNow使用前の経済的厚生は、HotNow使用後より小さいとい
うことが見て取れます。それゆえ、消費者および小売事業者の双方が、HotNowを使用
することで、経済的厚生の中で利益を得ることは明らかです。
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IX. HotNowのネットワーク - ブロックチェーンとプロトコル：
HotNowは、ブロックチェーンと分散型台帳技術の中でも最も先進的なソリューション
を使用し、それらは研究開発の後半のステージで導入されるでしょう。
HotNowのミッションは、E-コマースと暗号通貨を一般大衆に届けることです。我々の
ビジネスにおける必要要件は、ステラもミッションとして採用している構造的ドライ
バーに支えられています。それは、高頻度トランザクション、ピアツーピアトランザ
クション、実質的ゼロのトランザクションフィー、それと非中央集権的取引です。そ
してこの先、我々はすべての取引において利用できる標準仕様を作り上げる必要があ
ります。それは、現時点では先進的な機能で、少し高い軋轢と第3者の技術統合が必
要だと考えられているエスクローや委任といった複雑な機能も含まれています 。
HotNowは、それらをステラの仕様の上に構築し、それをスマートコントラクトにも拡
張するので、例えば現金商売である床屋のようなビジネスにもおいても、今までの彼
らのビジネスの方法を物理的に変えることなく、そういった先進的な技術を使用する
ことが出来るのです。HoToKenが出てくる前は、どんなE-コマース技術ソリューション
も、そういったE-コマースビジネス向きでない、現金商売型ビジネス人たちも、その
取引の中に取り込む必要があったので、そのうち僅かな人たちがそういったオンライ
ンビジネスに参加することを検討しました。
HotNowは、これらの問題解決に出来るだけ継続的に取り組むことにより、暗号通貨の
一般利用の拡大に寄与するものと信じています。そして、プラットフォームと消費者
は、中央集権的機関にもはや頼る必要はなく、現金やクレジット双方の世界にとって
ベストな取引の選択肢の提供を受けることになります。HoToKenは、そういった機能
をほぼ無料で、完全に透明で非中央集権的な手法で実行するので、取引リスクや諸費
用も不要で、すべての人が新たな商業機会を利用することが出来ます。
HotNowのネットワークとHoToKeN™ は、イノベーションと過去の業界の教訓を念頭に
置いて構築されます。取引承認およびエコシステムへの新しいHoToKeN™ の注入にお
いてHotNowのプロトコルが果たす役割は、「ゲームのルール」を全参加者に周知徹底
させることです。これは、制度派経済学[22] 研究の焦点です。つまり、誰もが知る
「ルール」（HotNowネットワークのコード）が、信頼を築くことでエコシステム参加
者の経済行動と意思決定にどのような影響を及ぼすかという命題です。HotNowのネッ
トワークモデルは、一般に閲覧が出来るように必ずオープンコードとなります。
当社は、経済理論と研究、また当社自身の豊富な経験に基づいて何が正しく正確であ
るかについて、HoToKeN™ の運営哲学を制定しました。結論として、貨幣量[23]は経済
が実際に成長している時にのみ増大します[24]。すべては正しく不変なプロトコルに
左右されます。
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X. HoToKeN™ - エコシステム：
ソーシャルエンゲージメント
ゲームメカニクス

マーケティングや
CRMツールの提供

報酬システム

ネットワーク成長への
貢献

割引やプロモーションの提供
上の簡単な図は、ネットワーク内のHoToKeN™ の基本的な流れを示しています。HTKN
は、システム内の各貢献当事者によって提供される「サービス」を得るために活用さ
れます。
HotNowからHTKNを稼ぐにあたり、HotNowのメンバー（ユーザーと小売事業者両方）
には2通りの方法があります。
1) HotNowが定める「ミッション」をクリアする方法。各ミッションでは、メンバー
はプラットフォームの成長と維持に貢献しているとみなされる所定の活動または一
連の活動を実行する必要があります。報酬として獲得するHTKNの量は、各ミッ
ションがネットワークに貢献する価値に依存します。増分値が高いほど、メンバー
には高いHTKN報酬額が提示されます。実際の報酬の数字は、HTKNの値と同じく市
場の均衡によって決まります。HotNowの運用残高からHTKN残高が枯渇したときに
のみ、新しいHTKNが初期埋蔵量から注入（つまり「採掘」）されます。以下に示
すのは、HTKN報酬を稼ぐ一般的な行動の例です。
a. HotNowがユーザーに報酬としてHTKNを付与する条件：
• ユーザーが新規ユーザーをネットワークに加入するよう招待し、それ
がアクティブユーザーとなる。
• ユーザーがHTKNを使用して小売事業者が広告するプロモーションにア
クセスする。
• ユーザーがアプリで販売奨励¥評価¥閲覧などの行動を実行する。
b. HotNowが小売事業者に報酬としてHTKNを付与する条件：
• 小売事業者が際立った価値のプロモーションをユーザーに提供する。
• 小売事業者がユーザーから相対的に高い評価/注目を得る。
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2) HotPointsを蓄積することで、しきい値に達すると消費者に報酬としてHTKNが付与
されます。HotPointsは、HotNowが消費者のネットワークへの貢献度を追跡・計算
するための測定システムとして、またHotNowが小売事業者に提供する顧客関係管
理（CRM）サービスやロイヤルティプログラムの一部として内部で使用されます。
HotPointsは取引数に応じて獲得できます。消費者には、購入するごとに報酬として
HotPointsが付与されます。消費者は保有するHotPointsを仮想通貨として、ソーシャ
ル大会やトーナメントなどのHotNowアプリ内のすべてのカジュアルゲームに使用
できます。
HotNowから報酬としてHTKNが直接付与されるほか、ネットワークの参加者同士が
HTKNを譲渡することもできます。
a) 消費者が小売事業者の提供するプロモーションにアクセスすると、消費者がHTKN
を小売事業者に譲渡する。
b) 消費者が小売事業者の定める所定の条件をクリアすると、小売事業者が報酬として
HTKNを消費者に付与する。

プロモーションのロッ
クを解除するため、消
費者がHTKNを小売事業
者に譲渡する。各プロ
モーションのロック解
除に必要なHTKNの量は
小売事業者によって決
定される

消費者が
HTKNを使用
してプロ
モーション
にアクセス
する

HotPointsが所定のしき
い値に達すると、消費
者に報酬としてHTKN
が付与される

HotNowが消
費者が購入
するごとに
報酬として
HotPointsを
付与する
消費者が
HotPointsを使
用してHotNow
のカジュアル
ゲーム内の仮
想アイテムを
使用/購入する

消費者が商
品やサービ
スの対価に
不換紙幣を
支払う

小売事業者は商品や
サービスの対価とし
てHTKNの支払いを
受け入れることを選
択できる

ゲーム内で他のユー
ザーとの競争に勝つ
と、消費者はさらに
多くのHotPointsを稼
ぐことができる
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XI. HoToKenTM - ネットワークセキュリティ
経済を究極の効率的な情報移転モデルとみなすと、その正常さと富を生み出すための
キャパシティにとって重要な価値を持つのは、情報の正しさにおける効率性、スピー
ド、信頼となります。インターネットの出現により、これまでにない新しい富の創出
の可能性が実証されましたが、情報移転モデルとしての経済にとって最大の足かせと
なってきたのは、誤りを起こしやすい人間の行動とパフォーマンスの限界です。暗号
台帳に基づく暗号通貨およびトークンは、経済革命における次の段階を示しています。
これらは運用プロトコルを定義する安定した数理モデルにより、最大の抑制要因であ
る「信頼」に関して人間への依存をさらに削減します（ただし完全になくすことはあ
りません）。このような基礎的なプルーフは、新しい情報経済の効率的な導入を可能
にする新しいレベルの信頼を提供するため、価値移転の取引の安全性を確保する上で
欠かせません。したがって、防御および軽減が必要な攻撃ベクトルは、1) モデルの正
しい設計と実装、2) 人間とモデル実装間の正しく安全なインタラクションプロセスに
関連します。すべてのセキュリティ違反は、これら2つのカテゴリのいずれかのエ
ラーとして明確に説明できます。
肉筆による署名、信用状、銀行振込明細書、その他の私たちの経済がこれまでに依存
してきた信頼を示す手段は、認証プルーフとしての公開鍵暗号化や取引実行権限に比
べれば滑稽で無意味にさえ見えます。一方、当時の本質的なスピードと効率性の制限
は、一貫したプロセスのセキュリティを整備する限り適切になる範囲内で、セキュリ
ティ上の弱点露出を抑止してきました。したがって、セキュリティ上の弱点に対して
相対的にコストが高いモデル内の小さな欠陥は、実際の利益を制限する効率性におけ
る強力なプロセスとリミットにより、実質的なセキュリティ上の弱点にはならなかっ
たようです。現在、インターネットの効率性の大きな価値も魅力的なターゲットに提
供される要素であるため、こうした危険要因は深刻さの度合いが増しています。残念
ながら、モデルの定義における単純な考え方とモデル実装の徹底的な評価の不備、モ
デルの構築に使用されるテクノロジーの未成熟、不適切なインタラクションプロセス
の結果、重大なセキュリティ上の弱点がいくつか露見し、最悪の場合は支援用に設計
されたシステムが完全に崩壊してしまいました。
HotNowでは、HTKNの生成と発行、そしてHotNow経済内で運用されるHTKNの使用と譲
渡に関するこうした問題に対して、情報に基づく責任あるアプローチを取っています。
準備不足と経験不足による損失に苦しんでいたこれまでの企業とは違い、HotNowはこ
れまでかなりの期間にわたり、そのシステムを利用して膨大な数のマネーの譲渡を処
理していることで注目を集めています。プロセスの安全と信頼性は当社の既存ビジネ
スに組み込まれており、日々改善と拡張を続けています。当社のビジネスモデルにお
いて、セキュリティはコアプロセスとして終わることがありません。
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暗号台帳の実装におけるもう1つの課題は、構築に使用されるツールの未成熟です。
Ethereumネットワークは、基本的に非同期分散型アクターモデルです。ネットワーク
で使用される主要言語Solidityは、同時実行モデルをまったく認識せず、そのモデリン
グもできないという絶対的な性質を持つため重大なインピーダンスミスマッチが発生
します。つまり、こうした考慮事項はスマートコントラクトの設計段階で取り扱わな
ければならず、人間のプログラマーがすべて作成したコードで追加のランタイムテス
トを実施することでさらに強化する必要があります。残念ながら、これによって実装
の正しさを証明することが難しくなり、しかもコストがかさむことになります。これ
までのICOやITO向けに公開されたコントラクトとソースコードを確認すると分かるよ
うに、ほとんどの組織はこれらの手続きに対して正式な手順を踏んでいないため、製
品/サービスのセキュリティ上の弱点は今後も発生することは間違いなく、参加者の価
値喪失や、不具合のあるシステムに依存する組織が崩壊する可能性につながります。

HotNowは、正式なプルーフテストと実証検定を両方実施することで、システムの正確
さ、セキュリティ、回復力、キャパシティを保証します。当社は、コントラクトが属
する実行モデル固有のサポートを提供する最新のテクノロジーはもちろん、当社のシ
ステムの設計者や実装者が豊富な経験を有するNASAのアポロ計画、航空産業、電気通
信産業をはじめとした、ミッションクリティカルなシステム用のコントラクトに対応
したプロセスを使用します。さらに、HotNowの取引プロセスでは、1回のインタラク
ションで生成される価値の量に制限を設ける転送ファイアウォールが明確に設計され
ており、論理ファイアウォールと時間遅延により、処理エラーや実装の弱点突破が1つ
のマイクロサービス機能やトランザクションに伝達されることもありません。このよ
うなプロセスとシステムは、HotNow、そのクライアント、HotNowエコノミーの全参
加者向けのサービス機能と安全性を向上し、同時に適正なバランスを取ってすべての
ユーザーに状況に応じたシームレスなサービスを提供するため、常に評価・更新され
ています。HotNowは、今後も継続的にネットワーク技術やセキュリティーに関してそ
れが利用できるときにより詳細な情報を公開いたします。
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XII. HotNowのネットワーク - まとめ：
HotNowが望むのは健全な経済になり、数値化可能な実際の価値をより広範囲のマクロ
経済に提供することです。そのため、新しいトークンエコノミーはもちろん、中央銀
行主導の従来型経済や学術研究からもしっかり教訓を受けて学びます。HotNowでは、
活動に報酬を付与するメカニズムの実装に関して、仮想経済（とりわけフリーミアム
型ゲーム経済）に学ぶことが多いことを認識しています。フリーミアムの基本的な特
長は、生み出された「ビッグデータ」を活用してユーザーエクスペリエンスの設計に
おける科学と技術を発展させた点にあります。
現代のようなアテンションエコノミーの時代 [25] には、リーダーボード、バッジとス
テータス、賞金/賞品、ランダムくじへのエントリーなどの機能は、すべてHotPointsの
レベル達成やミッションクリア（離れた場所のお得情報にアクセスすることで、支出
の分散を支援するなど）に基づきますが、ネットワークの新しいアプリとそのユー
ザーインターフェイス/エクスペリエンスの中心に組み込まれる日もそう遠くありませ
ん。
最もお得な情報を（文字通り）探し回っている消費者が、HotNowのネットワークでそ
のほとんどを見つけられることが分かっているため、HotNowのネットワークは、小売
事業者が最も魅力的な情報、最高の価値（つまり最大の割引）を消費者に提供してい
るエコシステムとしてさらに強化されます。HotNowは、発展途上国、ミレニアル世代、
小売事業者をその設立理念の中心に掲げて設立されました。HotNowは、独自の際立っ
た価値をメンバーと参加者に提供するネットワークへと順調に進化を遂げています。

データのトラフィックとボリュームの増大に伴い、こうしたエコシステムには多目的
な幅広いサービスと支援機能が必要になることは間違いありません（アナリティクス
とPRが2つの代表的な例です）。そのサービスプロバイダーがエコシステムの参加者
になるかもしれません。HotNowはある種の経済になります。HotNowのエコシステム
では、売り手と買い手が強制ではなく自主的に一部に組み込まれることを選択する必
要があるため、HotLoyalty™ およびHotPoints™ はネットワークの重要な機能を担います。
HotLoyalty™ は小売事業者向けのサービスで、スマートコントラクトを使用するだけで、
ネットワークのコード内に独自のルールをプログラミングし、消費者が繰り返しアク
セスした場合に報酬としてHTKNを付与できます。HotPointsは、HotNowがすべてのメ
ンバーにエコシステムへの積極的な貢献度の対価として報酬を付与する手段です。
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XIII. HoToKeN™ - まとめ：
当社では、短中期的にHoToKeN™ が不換紙幣に取って代わることは期待していません。
HotNowのエコシステムでは、HTKNが小売事業者が提供する最適なバーゲンやプロ
モーションへのアクセス権を付与するトークン、つまり「最高の取引用マネー」とな
り、賢い小売事業者にとっては、価格弾力性を考察する手段となるでしょう。もう少
し後でHTKNの価値が安定する段階になって初めて、小売事業者と消費者両方の視点で、
HTKNが不換紙幣の代用になり、すべてのネットワーク取引がHTKNを使用して行われ
るようになると言うことができます。
ガバナンスゴール
どんな経済でもその金融政策においてトレードオフは存在する
１）不換紙幣に対する価格安定（当初はタイバーツに対して、その後はHotNowがビジ
ネス展開する地域通貨のバスケットに対して）

２）トータルの供給が決まっているトークンの自然的なデフレ傾向
３）高頻度な取引とトークンが一般的かつ日常的に使用される成功的な経済
理想的には金融政策は、非中央集権的であるべきで、それでいてローカルの状態
に順応でき、HoToKenが展開されるまで予想されなかったHoToKenの使用方法のように
変わる。
こういった事情があるので、我々は特別なスキームに対するコミットするよりも、
HotNowの金融政策の原則だったり、そのガバナンスゴールに重きをおきます。包括的
な政策は、ネットワークの成長、健全性、成功であり、我々の採用した政策は、この
ネットワーク参加者に利益をもたらすでしょう。こうしたことは、過剰なボラティリ
ティーを緩和させることも含まれます。
HoToKenの金融政策の中で中心的な方策は、この経済の参加者に対する報酬の量です。
もし、金融政策がうまくいけば、このネットワークの参加者はHoToKenの二つの機能
を発見することになるでしょう。それは、一つはHoToKenを使い、プロモーションを
使ったり、作ったりすることで、もう一つはこのネットワークを使うことの楽しみを
邪魔しない程度にHoToKenの価格が安定することだと思います。それが達成される一
つの方法は、このネットワークのアクティブな参加者が定期的に新たなトークンを受
け取れるようにすることなどです。またこの報酬のサイズが調整されることは、この
HotNow経済圏がスムーズに運営されるために必要だろうという事は今後予想されます。
なぜなら、消費行動と経済状況は、国によって異なりますし、報酬のモデルも各経済
圏によって調整されることになるでしょう。
100億トークンが作られたとき、その多くはリザーブとして留保され、ユーザーに対
する報酬として配布したりし、HotNow経済の成長を支えます。またその報酬システム
は、ゲーム化プロセスや、プラットフォーム内の他のチャンネルでも調整されるで
しょう。このプラットフォームが成長するにつれ、より明確で、非中央集権的で、
オープンなガバナンスプロセスに移行することを望んでいます。
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HotNowのエコシステムでは、すべてのネットワークコンポーネントへのアクセストー
クンとしてHTKNが中心に据えられているため、サービスプロバイダーにはHTKNで支
払われますが、分析とモデル化のために消費者と小売事業者が積極的に共有するデー
タにアクセスする必要があるのは言うまでもありません。当社がHotNowのネットワー
クに対して提案する許可制ブロックチェーンソリューションは、データの修正を不可
能にし、オープンプロトコルでのみ作成されるようにするとともに、ブロックチェー
ンの特定チャネルのメンバーは常に自分のデータに自由にアクセスできても、関連し
ないデータへのアクセスには課金される仕組みです。
HotNowのネットワークで経済活動によって生成されるデータは、自分のものとして大
きな価値があり、ここで提案するソリューションはすべてのネットワークエンティ
ティのデータセキュリティとプライバシーニーズを保証します。
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XIV. HotNow - まとめ：
当社が提唱するビジョンは、GoogleやFacebookなどの大手企業が実現したビジョンと
似ていることを認識しています。大手企業は自社独自の驚くべきビジネス、プラット
フォーム、ネットワークを生み出し、それを基盤としてビジネスとサービスを展開す
ることに成功しました。HotNowの利点は、最適なプロモーションを適切な人に適切な
タイミングで表示することです。当社ではそれも完全に認識しています。その意味で、
HotNowは前述の大手企業と似ているかもしれませんが、特定のニッチ市場をターゲッ
トに、カジュアルアプリゲームをプラットフォームに選んだ点が異なります。すべて
のネットワーク活動と取引はブロックチェーン（型）台帳に書き込まれ、コード内の
ルールのオープンプロトコルがすべての最新コンポーネントを提供します。
ネットワークの「生存権」およびそのHoToKeN™ が依存するのは、プラットフォーム
が小売事業者とバイヤーに対して生み出す利益のみです。同じことが、すべての（リ
アル）トークンやその他のブロックチェーンまたは分散型台帳ベースのエコシステム
にも該当します。ほとんどの他社のITO/TGEとは異なり、HotNowはその点で大きな成
功を収めており、コミュニティ化することでその目標を拡大することのみを目指して
います。
さらに、HotNowはAxion Venturesと提携することで、早期の貢献者と採用者に対して、
ビジョンを現実化するという目標を満たすという信頼と保証が提供されます。HotNow
のHoToKeN™ ITOは、貢献者が安心できるという点で稀少なITOであり、HoToKeN™ 自体
が価格評価の透明性に定評があります。
ゲーミフィケーションは万人受けし、それには根拠があります [26]。HotNowのアプリ
はゲーム化されるだけではなく、増大の一途をたどる膨大なカジュアルゲームで埋め
尽くされるゲームアリーナとなり、HotPoints™ がその仮想通貨となります。HotNowの
ユーザーは、プレイヤー同士で対戦したり、コンピューターと対戦したりすることが
できるようになります。後の段階では、拡張現実（AR）ゲームの実装も予定されてい
ますが、すべては市場とHotNowのITO/TGEの成功次第です。
HotNowは、ネットワークアプリと支援ブロックチェーンテクノロジー（他のエコシス
テムが活用できるようにオープンソース化される）の開発はもちろん、ネットワーク
の広さを確認することにも全力を尽くします。ユーザーの獲得は簡単な作業ではあり
ませんが、コイン/トークンの提供により群衆のサポートを求めるすべての製品とネッ
トワークは、最終的に自社のユーザーベースの成長を確保する必要があります。これ
は、HotNowがこれまでに克服してきたもう1つの課題で、小売事業者の数と消費者の
数の面でネットワークの成長を維持するため、これからもリソースを割り当てていき
ます。
一般的に、HotNowの独自裁量で利用可能なすべてのリソースは、できる限りネット
ワークを大きく動的にするために割り当てます。言い換えれば、ITO中にHotNowの
ネットワークが受けるトラクションが多いほど、エコシステムとネットワークのアプ
リのローンチ後に実装・完備される機能や開発は充実します。次からのセクションで
は、HotNowおよびHoToKeN™ の運営に携わるチームを紹介し、ITOとエコシステムに
関する技術的な解説を加えます。
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XV. 経営陣と顧問
J. Todd Bonner : 会長
Axion Ventures Inc. の会長兼最高経営責任者（ CEO ）にして、
Axion Gamesの取締役の1人。Bonner氏はいくつものベンチャー

事業を手がけ、投資家としても投資銀行家としても豊富な実績
があります。さまざまな設立や投資で優れた手腕を発揮し、電
気通信、保険、不動産、小売事業者バンク、技術産業から株主
やパートナーに莫大な価値をもたらしてきました。また、30を
超える新規株式公開（ IPO ）にも携わってきました。その平均
IRR（内部収益率）は22年間で 45.20%を誇り、総投下資本額は5
億150万米ドルに上ります。
Nithinan Boonyawattanapisut : 最高経営責任者（CEO）兼設立者

いくつものベンチャー事業を手がけてきた経験豊富な経営者。
ゲーミングと技術産業で豊富な実績があり、全体の戦略指示の
決定から、陣頭指揮、投資や企業価値評価まで携わってきまし
た。現在、Boonyawattanapisut氏は、True Axion Interactiveの最高
経営責任者（ CEO ）兼会長、 Axion Interactive の代表取締役、
Axion Gamesの執行役員、Red Anchor Trading Corp.の取締役を兼
任しており、すべて彼女が共同で設立した会社です。
Varoon Aroonsit : 最高執行責任者（CCO）
Aroonsit氏は、Pronto Marketing社のデジタルマーケティング部門
からキャリアを開始し、HotNowに入社する前にはグルーポン社

のマーケティングコンサルタントになりました。新興市場でデ
ジタルマーケティングプラットフォームを効率化するために必
要な要素について、消費者と企業の双方に深い知識を提供して
います。

Prachya Gorpaisarn : 最高技術責任者（CTO）
ソフトウェア開発の分野で10年以上の経験を有する技術者で、
ソーシャルアプリ、MMOゲーム、トレーディングアプリ、バン

キングアプリをはじめ、複雑なモバイルアプリケーション制作
の実績があります。 HotNow に入社する前、 Gorpaisarn 氏は
PromptNow 社でタイ初の人気MMO PCゲームの1つのプロジェク
トリーダーを務めていました。
Mark Vange : 最高技術顧問（CTA）

数々のテクノロジー事業を手がけ、会社設立、コンセプトデザ
イン、テクノロジーを重視する組織の急成長管理、新旧通信プ
ロトコル、知的財産の推進に手腕を発揮しました。Vange氏が最
初の会社を設立したのは、 13 歳のときです。 Electronic Arts
I n t e ra c t i v e で 最 高 技 術 責 任 者 （ C TO ） を務 め た 後 、 現 在 は
FighterBase Publishing and Trajectory Gamesの最高経営責任者
（CEO）を務めています。Electronic Artsに入社したのは、彼が共
同設立した会社の買収によるもので、EAのモバイル、ソーシャ
ル、オンライン製品とプラットフォームの発展に貢献してきま
した。
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Boaz Yemini : 最高経済顧問
Yemini氏は経済学の修士号を取得しており、得意分野は制度派経

済学、中央銀行政策、統計（機械）学習です。初期のキャリア
では、私設トレーダーとして、またAlgo-Trading社のR&Dチーム
リーダーとして、データサイエンスの技術を習得しました。
2013年からは、Forex、Ad-Tech、Casual Gamesの新興企業と既存
企業のコンサルタントを務めてきました。Yemini氏はゲーム経済
のデザインを得意としており、暗号化トークンエコノミーの構
築では経済学と統計学のスキルを活用しています。
Benjamin Scherrey : ネットワークセキュリティ顧問
Scherrey氏は、ソフトウェア開発者とシステムアーキテクトとし
て 34 年を超える実績があります。 1989 年に事業を始め、IBM 、
Internet Security Systems、トムソン・ロイター、Scientific Games、

エリクソンをはじめ、世界中の企業でコンサルタントを務めて
きました。俊敏性に優れたチームの構築に定評があり、セキュ
リティ、自由とプライバシーに及ぼすテクノロジーの影響、プ
ライベート・スペース・アクセス、アンチフラジャイルに多大
な興味を寄せています。また、趣味で強力な型システムを使用
したコンピューター言語の設計もしています。
Christopher Jon Peter Bagguley : 最高財務責任者（CFO）

実績に裏付けられた専門知識を持ち、企業の使命を果たすため
のグローバル財務オペレーションの指揮に定評がある役員です。
Bagguley氏は管理、財務、インフラ開発プログラムとチームの運
営に実績があり、戦略的プランニングとオペレーションの改良
において優れた手腕を発揮しました。また、Axion Ventures Inc.の
最高財務責任者（CFO）とTrue Axion GamesおよびAxion Interactive
の取締役も同時に務めています。

Ake Sukkasem : マーケティングマネージャー

天賦の才能に恵まれ、仕事熱心な完璧主義者。ここ5年間は、プ
ラットフォームの成長を大きく促すことに役立つブランド価値と
信頼を構築するため、アートとデータサイエンスを組み合わせる
ことで、適切なデジタルマーケティング戦略を研究・実施するこ
とに主眼を置いています。

Noppanut Saothayanan : マーケティング顧問

マーケティングコミュニケーションの実績がある戦略プランナー。
広報と広告に精通しています。Saothayanan 氏は、 Ogilvy Public
Relations社時代に、各種産業の地域および海外大手クライアント
向けに戦略的ブランドコミュニケーションをカスタマイズしてい
ました。現在は、 HotNow のブランドコミュニケーション責任者
です。
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Kirit Sælensminde : 暗号セキュリティ顧問

オブジェクト指向方法論・デザイン・開発、マルチパラダイム
ソフトウェア開発法、マルチスレッド / 同時実行の問題と実装、
講師、メンタリングの分野で34年以上にわたる豊富な経験を持
つソフトェアエンジニア低レベルのデバイスドライバーコード
から、本格的なシステムアーキテクチャーのデザインや要件の
取り込みまで、あらゆる作業に精通しています。ソフトウェア
の作成では Python 、 C++ 、 JavaScript 、 SQL 、 Objective C 、
ActionScriptを駆使し、時にはDjangoコードも多用します。

Jason Corbett博士 : 外部弁護士

職業は企業弁護士、心は起業家という側面を持ち、成功を長い
スパンで捉え、長期的な関係と組織に対する忠誠心に重きを置
いています。Corbett氏は、カナダの大手法律事務所で法律と開
業の経験を積み、法律、金融、飲料メーカー、ホテル、環境、
E コマース、専門コンサルティングの分野で中小企業から企業
の設立、資産運用まで幅広い専門知識を誇ります。

Sebatiao D’almada Remedios : 事業開発

企業開発と営業として、精力的に活動し、顔が広いことに定評
があります。HotNow入社前、Remedios氏は香港と日本で飲食品
販売と再生可能エネルギーの会社経営に携わり、後にテクノロ
ジー投資と開発分野へ移行しました。戦略的/財務的パートナー
シップの発掘と交渉に優れた手腕を発揮しています。

片桐 貴司: 事業開発
外資系証券会社で12年間、執行チームリーダーとして日本株の

シニアセールストレーダーを務めました。 片桐氏は、キャリア
全体を通して社内で独自のセールス商品を開発し、外部の情報
ベンダー企業にアドバイスも提供して、共同で新しいセールス
トレーディングツールを開発してきました。それ以前は、日系
証券会社のコーポレートファイナンス部門や機関投資家向け営
業部門で勤務した経験もあります。
Mark Henry Saft : 事業開発

企業開発担当役員として豊富な実績を誇り、日本、北米、東南
アジアを拠点にエグゼクティブサーチを展開した前職の経験を
活かし、世界中に幅広くコンタクトが取れます。Saft氏は1995年
からエグゼクティブサーチに携わり、2000 年に日本でトップの
エグゼクティブサーチファーム、The Ingenium Group, Inc.を設立
しました。彼のビジネス・プロフェッショナル・ネットワーク
は広範囲に及び、さまざまな産業のシニアエグゼクティブとコ
ネクションがあります。現在、True Axion Interactiveの取締役も
務めています。
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Gordon Ross : ゲーミフィケーションリード

インタラクティブエンターテインメントビジネスの世界で 20年
以上の実績があり、自ら手がけた100万本以上売れたゲーム作品
の 数 は 50 本 を 超 え ま す 。 例 を 挙 げ る と Grand Theft Auto 、
Championship Manager (Football Manager)、Littlest Petshop、
Petz、Leapster、LEGOなど、数え切れません。ゲームデザイン、
マネタイズ、事業開発、プロダクション管理、デューデリジェ
ンスで優れた手腕を発揮しました。

Marko Robinson : 特別顧問
2冊のベストセラーの著者であり、アントレプレナーとしての受
賞歴を誇り（2009年度アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー）、
I-property 社ピープルズ・チョイス・アワード・シンガポール
2014/2015年度最優秀不動産投資会社を受賞したこともあります。
NAKED Technology（革新的なブロックチェーンテクノロジーを

フル活用し、独自のエコシステムを採用した世界初の資産担保
型暗号通貨。消費者は代表的な消費習慣で最大 50% の節約が可
能）のパイオニアです。
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XVI. ロードマップ

2014-2016年

2017年

2018年

2014年11月
2015年8月
2016年2月
2016年11月

•
•
•
•

HotNow誕生
HotNowアルファ版ローンチ
HotNowベータ版ローンチ
Axion VenturesがRed Anchor Trading Corp.の株式
を取得

3月
7月
10月
11月
12月

•
•
•
•
•

HotNow公式ローンチ
50万ダウンロード、4万小売事業者を達成
iOS App Storeで注目アプリとなる
HoToKeNホワイトペーパー公開
ITO/TGE先行予約販売開始

第1四半期

• ITO/TGE先行予約販売終了
• ITO/TGE開始、終了
• HotNowゲーム化バージョンとHoToKeN Walletをリ
リース
• HotNow顧客獲得目標100万人以上
• HotNow小売事業者獲得目標10万社以上
• 小売事業者向けCRM統合型HotNowアプリをロー
ンチ
• カジュアルゲームをHotNowに統合
• ジャカルタ支社開設
• 全ネットワーク機能用許可型ブロックチェーンの
ベータ版
• ホワイトペーパーで明言していた事業目標を実現

第2四半期
第3四半期

第4四半期

第2四半期

• HotNow顧客獲得目標500万人以上
• HotNow小売事業者獲得目標20万社以上

第3四半期

• マニラ支社開設

第1四半期

• クアラルンプール、ホーチミン支社開設
• HotNow顧客獲得目標1,000万人以上

第4四半期

• HotNow顧客獲得目標2,000万人以上

2019年

2020年
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XVII. トークンの作成、販売および資金の割り当て：
100億ユニットのHTKNが発行される予定です。この量はエコシステムの2つの重大な側
面を担保します。第一に、エコシステムの成長能力を保証します。貨幣量は経済成長
に伴い増大するという、最も基本的で経験的に証明された正確な経済原則の1つを実
装します。HotNowは、とりわけ暗号コミュニティの観点から、「マネープリンティン
グ」の問題が起こりそうな側面を実際の数量の問題ではなく、プロトコルのみの問題
とみなします。反対に、当社では基礎的均衡が維持される限り経済活動がマネーに
よって担保されることを信じています。
当社が取り組んでいる2つ目の問題は、小数点とナノトランザクションに関連します。
HotNowでは、1日目からでも、あるいは将来にわたっても、HTKNを使用して「最低価
格」の商品またはサービスを購入できることを保証したいと考えています。さらには、
1 HTKNで、ガム1個の購入代金やボタン縫い付けサービス手数料などのプロモーショ
ン用のアクセス権を付与できるようにしたり、逆に小売事業者は1 HTKN以下の少額で
より多くの商品やサービスを提供できるようにしたいと考えています。エコシステム
の成長に伴い、市場でその価値が評価されるようになれば十分可能でしょう。
先行予約販売およびITOのハードキャップは、ともに30億HTKNです。5億はネットワー
クの従業員用にロックされており、残りがHotNowの初期埋蔵量として確保されます。
エコシステムに注入されるのは、経済活動レベルがそれを正当化し、運用残高が枯渇
した場合のみです。このメカニズムにより、トークンエコノミーの成長、流通する
トークンの数、相互サポート間の健全な相関関係が実現します。先行予約販売および
ITO時のHTKNの先行割引価格は0.10米ドルで、これはHotNowにおける現在の1取引あた
りの最小割引の1/10に相当します。非公開先行販売は11月24日から始まり、グループ
ITO、HTKN初期購入者には、最大65%の割引が適用されます。
HotNowのプラットフォームはすでに収益を上げており、ビジネスも確立されておりま
す。しかしながら、このブロックチェーン技術をHotNowに統合するにあたり、さらな
る資金が必要なるでしょうし、さらなるビジネス拡大のための力強いサポートも必要
です。それゆえ、我々はこのICOによって調達する資金を以下のように使用する予定で
す。ソフトキャップは、200万USD（約2億円）で、これはステラプラットフォームと
ウオレットをHotNowに統合するための最低金額です。もちろん、もしもっと多くの資
金が調達できれば、このHotNowのプラットフォームを他の新興東南アジアの諸国へよ
り早いペースで展開する予定です。

29 / 33ページ

HoToKeN [HTKN]

その次のICOのマイルストーンは、2000万USD（約20億円）です。このマイルストーン
を達成した場合、そのうち400万USD（約4億円）をステラ/HotNowのインフラと、東
南アジア5か国（タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム）でビジ
ネスを展開するため、HotNowプラットフォームの必要な技術機能を作り上げるために
使う予定です。残りの1600万USD（約16億円）は、まずはこのタイにおけるHotNowの
優位性を確立するために使い、また同時にこの東南アジアの鍵となる他の市場（つま
り、マニラ、セブ、ジャカルタ、クアラルンプール、ホーチミン）でのプレゼンス強
化に使用するつもりです。
さらに、もしHotNowがICOを通じて、5000万USD（約50億円）確保した場合、HotNow
は先述した東南アジア5か国における主導的な地位を確保した後に、東アジアに進出
するには十分な資金を確保することになります。そのような前提では、我々はそのう
ち800万USD（約8億円）をそれら東南アジア5か国と東アジア3か国における現地での
運営と、それに伴う技術的インフラを確立するために使います。そして残りの4200万
USD（約42億円）は、まずはその東南アジア5か国における優位性を固め、東アジアの
鍵となる3か国（台湾、日本、韓国）にHotNowを展開します。最後は、我々のハード
キャップである1億USD（約100億円）です。この場合には、1200万USD（約12億円）
を技術的なインフラ確立と10か国（中国とインド）にわたる現地支社の運営に使用さ
れます。残りの8800万USD（約88億円）はそれらの東南アジア諸国、東アジア諸国、
そして中国とインドといった国への進出と市場での優位性確保をサポートするために
使用されます。

XVIII. リスクファクター
潜 在 的 な貢献者は 、 以 下 の す べ て を 網 羅 し て い る わ け で は な い 一 覧 に 従 っ て、
HoToKeN™ のITOへの資金供与には固有のリスクが伴うことを理解し、受け入れるもの
とします。
ソフトウェア脆弱性のリスク： 基幹ソフトウェアアプリケーションおよびソフトウェ
アプラットフォームは、初期開発段階にあり動作は保証されていません。HTKNの作成
または配布に関するプロセスが中断しないまたはエラーが発生しないことについて、
ならびにソフトウェアに含まれる弱点、脆弱性またはバグによって、とりわけ資金お
よび/またはHTKNが完全に失われる固有のリスクがある理由については、一切の保証
または約束はできません。
暗号脆弱性のリスク： HotNowプラットフォームやHTKNなど、ブロックチェーンおよ
びそれに依存するすべてのソフトウェアは、暗号化ソリューションの効率性と信頼性
に基づきます。ただし、暗号は進化し続けているので、常に絶対的なセキュリティを
保証することはできません。コードクラッキングなどの暗号作成法の進歩や、量子コ
ンピューターの開発などの技術的進歩により、HotNowプラットフォームとHTKNを含
むすべての暗号ベースシステムがリスクにさらされる可能性があります。その結果、
ユーザーが保有するHTKNの盗用、喪失、消滅、破壊または切り下げにつながる可能性
があります。
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• 規制リスク：ブロックチェーンテクノロジーでは、新しい形態のやり取りが可能で、
所定の地域で既存の規制を適用したり、ブロックチェーン・テクノロジー・ベース
のアプリケーションに対応した新しい規制を導入したりすることができます。その
結果、現在のスマート・コントラクト・システムのセットアップに反したり、とり
わけスマート・コントラクト・システムおよび/またはHotNowプラットフォームの
大幅な変更（サービス終了およびユーザーが保有するHTKNの喪失や切り下げを含
む）につながりかねない場合があります。

• 情報不足のリスク： HotNowプラットフォームは、まだ初期開発段階にあるため、
その原理、コンセンサスメカニズム、アルゴリズム、コード、その他の技術仕様や
パラメータは頻繁かつ定期的に更新・変更される可能性があります。本ホワイト
ペーパーには、発行日の時点HTKNに関する最新の重要情報が記載されていますが、
完成または最終版ではなく、HotNowが適宜調整および更新する場合があります。
HotNowは、HotNowプラットフォームの開発のあらゆる詳細（進捗状況や予想され
るマイルストーン、スケジュール調整の有無など）に関してユーザーに随時報告す
る立場にはなく、またその義務もありません。したがって、HotNowプラットフォー
ムに関する情報が適宜更新されても、そのすべてをユーザーにタイミングよくまた
は完全に提供するとは限りません。
• 放棄/不成功のリスク： HTKNの作成および配布ならびにHotNowプラットフォームの
開発は、一般人の興味の喪失、資金不足、（競合プロジェクトなどによる）商業的
成功または見込みの欠如をはじめ、数々の理由により放棄される場合があります。
HTKNは、ローンチ後すぐに人気が出たり、普及したり、広く使用されたりすること
は期待できません HTKNおよびHotNowプラットフォームは、長い目で見て隅に追い
やられ、ごく一部のユーザーにのみ訴求力がある状況に陥るかもしれません。した
がって、HotNowプラットフォームが一部または全部完成しローンチされても、ユー
ザーが自分の保有するHTKNから利益を受け取ることは保証できません。
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