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BRINGING

TO THE

免責事項:クリプトカレンシーは、法域によっては無規制である可能性があります。クリ
プトカレンシー の価値は、上下する可能性があります。利益は、法域によって、キャピタ

ルゲイン税やその他の税金 の対象となる場合があります。



Metacade
METACADE について

Metacade は、ゲーマーやクリプトマニアがコミュニケー
ションやコラボレーションすることができる、 究極の
Web3コミュニティハブです。
私たちのビジョンは、同じような考えを持つ人々が
GameFiのすべてを楽しみ、Web3文化のすべてを 体験
できる、楽しくダイナミックな仮想ハングアウトをつくるこ
とです。

ユーザーは、既存のPlay-to-Earn(「遊んで稼ぐ」の意味)
プロジェクトでお気に入りのゲームをして、 大きな賞金を
獲得するチャンスを増やすことができます。しかし、
Metacade は単に遊ぶだけの場所 ではありません。
Metacade のプラットフォームでは、ひとつの共通の目標
に向かって、興味、アイデア、スキル、才能 を共有したいゲ
ーマー、開発者、起業家といった仲間に出会うことができ
ます。

ユーザーは、流行っているゲームを見る、スコアボードを
見る、レビューを公開する、最先端の GameFiアルファ版
へアクセスする、他のメンバーとリアルタイムで交流する
ことができ、こうしたコ ミュニティへのインプットに対し、
固有の $MCADEトークンが報酬として支払われます。
私たちは、ゲームをゲーマーの手に戻したいと考えてい
ます。そのため、$MCADE トークンの保有 者の投票によ
って、Metagrants 制度を通じて資金援助を受けるゲー
ム(各開発者から提出される) が決定されるようになって
います。

Web3テクノロジーは世界が機能する方法に革命を起こ
していますが、Metacade は、従来のコミュ ニティゲーム
ハブが運営/所有される方法に、革命を起こすでしょう。
ゲーマーによるゲーマーのためのゲーミングプレイスを
つくる、この旅にあなたも参加しませんか?



Metachain
METACHAIN

Metacade のトークン($MCADE)は、 最
も一般的な Ethereum のブロックチェ
ーン上に構築されて います。ERC20 ネ
ットワークにより、$MCADE は、低コスト
で安全なブロックチェーンを通じて購入
す ることができます。



WEB3ゲーミングハブ

料金を支払う

スキルをつける場所



METACASH

広告収入
トーナメント/イベント/賞品抽選会
求人情報
有料ゲーミングプレイス
ゲームテストとコミュニティからのフィー
ドバックへのアクセス 

ローンチパッド

Metacash

私たちは、以下の戦略が、トークンとコミュニティの収益源になると
見込んでいます。

Metacade のゴールは、自立して収益を生み出すことができるコミュニティとなることで
す。コミュニ ティのための新しい機能をつくり、ブロックチェーンゲーミングの未来を強化
するために、準備金も設 定される予定です。



2023 Q1
CEX上場

トークン発売

Uniswap にトークン上場

Metacade の初期開発進行中

CEX上場推進、Metacadeはト
ップ10取引所のうち3~5での取引
を目指す。

CoinMarketCap & CoinGecko
 にトークン上場

Metamap

2022 Q4
プレセール

METAMAP

Metacade チームは、コミュニティには最高の体験を、そしてトークン所有者には
価値を提供するた めに、非常に明確なロードマップを作成しています。このロード
マップは、Metacadeエコシステムに とって最適な環境を構築するために、時間と
共に発展します。

Metacadeトークン($MCADE)
のプレセール開始
リリースウェブサイト、ホワイト
ペーパー、トークンノミクス

フルセキュリティ監査

Discord やその他のソーシャ
ルメディアプラットフォーム上
で、初期コミュニティ設立

インフルエンサーマーケテ
ィングの推進

ゲーミングコミュニティの景
品や大会の開始

創業チーム結成



既存P2Eプロジェクトとパートナ
ーシップ構築

Metacade 立ち上げ

CEX 上場を目指す

追加のゲーミングコミュニティの
景品や大会

透明性が高くコミュニティ主導の
レビュー&データを備えた、
GameFi & P2Eのあらゆる事柄
を扱う、ユニバーサル/オンライ
ンハングアウトの立ち上げ

コミュニティを推進する基本DAO 
モデル

2023 Q2
Create2earn

MetaGrants

MetaGrant を利用した初のゲーム
開発の開始
ゲーミングコミュニティ内でインター
ン、ギグ、求人情報を投稿

MetaGrants 用の定期大会スケジュ
ール作成

プラットフォーム用ゲームリストの
拡大

ゲーミングプロジェクト用のコミュニ
ティ主導型テスト環境の立ち上げ

2023 Q4
Work2Earn

2023 Q3
Play2Earn/
Compete2Earn

伝統的なゲーミングプレイスの立
ち上げ
ゲーミングプロジェクト用のコミュニ
ティ主導型テスト環境をつくる

ゲーミングプレイス用外部ゲームリ
ストの拡大
独自のMetcade ゲーミングトーナメ
ント、ゲーミングに関する抽選をつくる

コミュニティは賞の選択に毎月投票
し、応募には、トークンの供給バーン
を使ってチケットを購入する

初のビッグ大会で初のMetaGrant
 を授与

METAMAP



鍵となる役割と責任をMetacade
 コミュニティに引き継ぐ。

ゲーマーが運営する世界最大の
P2Eゲーミングプレイス、
Metacade!

完全なコミュニティスタッフ制
ビジネスの実現

2024 Q4 
DAO ガバナンス

2024 Q2
Work2Earn

Meta-Launchpad

コミュニティ内でゲーム開発者を目
指すメンバーに、助成金を出す枠組
みを構築

新規のゲームプロジェクトやプレセ
ール/ポストセールのプロジェクトに
ついて確認・投資を 行い、トークン保
有者全員が報酬を受け取れるコミュ
ニティ財務をまわす

Metacade コミュニティに提供する
ため、パートナー向けに、インターン
シップ、ギグ、求人情 報を投稿

GameFiステータス達成

METAMAP



METANOMICS

Metanomics
Metacade のゴールは、トークンのステーキングメカニズムを持つ、自立した収益を生み
出すコミュニ ティとなることです。また、コミュニティの強みを発展させ、ブロックチェーンゲ
ーミングの未来を強化 するために、準備金を設定したいと考えています。

財務と価値移転
$MCADE は、Metacade エコシステムの様々なステークホルダー間の財務と価値移転
において、中 心となる単位です。

経費のトランザクション - -
$MCADE は、大会やトーナメント用にトークンを交換すること
で、Metacade エコシステムでの活動に
使用できます。

ステーキングトランザクション - - 
トークン保有者は、Metacade エコシステムで生成された
$MCADEトークンを、ステーキングすること ができます。

報酬のトランザクション - - 
コミュニティのメンバーは、エコシステムでの様々な活動に対
して、$MCADEトークンで報酬を受け取
ることができます。.



トークンの供給

合計2,000,000,000(20億)の $MCADEトークンが、固定供給される予定です。プレセー
ルイベントで は、合計14億(70%)のトークンが準備され、9段階に分けてリリースされる予定
です。

プレセール終了後、トークンの割り当ては以下のようになる予定です。

METANOMICS

Metanomics

トークンの10%(2億)は、一般販売向け。
 
5%(1億円)は、分散型取引所(DEX)上場向け流動性供給に使用。
 

12.5%(2億5000万)は、マーケティングと中央集権取引所(CEX)上場に使用

2.50%(5000万)は、大会用プール

開発
10.0%

マーケティング & CEX上場
12.50%

大会用プール
2.50%

DEX 流動性供給
5.0%

プレセール割り当て
70.0%



ステーキング

バーン/バイバックの仕組み

Metacadeコミュニティをサポートする重要なチャンネルのひとつは、$MCADEトークン
のステーキン グによって行われます。トークンをステーキングしたユーザーは、プロジェク
トから報酬を獲得するこ とができます。報酬は、$MCADEトークンの流通数を膨張させ
ないよう、$MCADE ではなく、ステー ブルコインで支払われます。

トークンの実用性と収益源が確立されたら、トークンバーンの仕組みや $MCADEトークン
のバイバッ クが導入される可能性があります。トークンバーンは、時間の経過に伴ってそ
の分のトークンが永久 に流通しなくなるため、全体的な流通供給量を減らすことができま
す。
トークンのバイバックは、コミュニティが、選択した時に有意義な措置であるとした場合、プ
ロトコルに よって、流通するトークン流通供給量を減らすことを可能にします。これは、投資
家が保有するトーク ンの価値を高めるのに役立ちます。

ステーキング



Metasafe

マルチシグウォレット

新しい時代のクリプトゲーミングプレイスとして、$MCADEとその保有者のために
最大限のセキュリ ティを達成することは、私たちの最優先事項です。この目標の実
現に向け、私たちは現在、ブロック チェーンセキュリティの分野で信頼が高く著名
な監査人であるCertikによる、フル監査を受けていま す。

これは、Metacade プラットフォームの最高レベルのセキュリティ、透明性、プロフ 
ェッショナルスタン ダードを保証するものです。私たちはまた、プラットフォームの
セキュリティを日々強化するため、評 判の高い他のブロックチェーン監査人とも協
力しており、近日中に詳細を明らかにする予定です。

CertiKはブロックチェーンとWeb3技術の標準を高めることにコミットしており、その理念
は、ここMetacadeでも共有されています。このため、Metacadeと$MCADEトークンにCertiK
の承認印があることを私たちは誇りに思っています。。

マルチシグウォレットは、私たちが管理するすべての資産の安全性とセキュリティを維持するため の
、もう一つの方法です。Metacade の財務資産は、複数の鍵保持者によって管理されるように設計 さ
れています。トランザクションの送信には、最低2つの秘密鍵署名が必要です。これによって、財務 機
能の安全性と完全性が保証されます。

METASAFE 



リードプロダクトデザイナー

TYLER LANGE

Metacade を支えるキーパーソン (Metaheads) の概要:

Metaheads
METAHEADS

クリエイティブ責任者

JAMES THEOPHANE

リード開発者

ANDRIY HALUSHKA

CEO

RUSSELL BENNETT

データ責任者

TONY WALKIN

ソーシャルメディアマネージャー

SAYAN BANIK



GAIMSTER1CLIPS

66.000 Follower

BECKYJOO

182K Followers

アンバサダー

Metaclan
METACLAN

VIVACIOUSPEAR

318.5k フォロワー

RYANSTOKER

1.5M フォロワー

XENOSSLL

665.7K フォロワー



Metamedia
METAMEDIA

Metacade は、多くの定評ある出版物で紹介されています。

Crypto News



リスク警告
リスク警告

$MCADEトークンの購入はリスクを伴うため、帰属する元本の相当な部分または全額を損失
する可 能性があります。$MCADEトークンを購入する前に、このホワイトペーパーで特定され
たリスクおよ びこの文書に含まれていない、または予想されていないその他のリスクを考慮
し、デューデリジェン スと徹底的な評価を実施してください。

$MCADEトークンの購入は、$MCADE の供給、発行、および$MCADE 経済のトークノミク
スを完全 に理解した場合に限って行ってください。暗号資産は、盗難の対象となる可能性があ
ります。コン ピュータハッカーやその他悪意のあるグループや組織が、様々な異なる方法で、
Metacade プラット フォームを妨害しようとする可能性があります。
これには、マルウェア攻撃、分散型サービス妨害攻撃および51%攻撃のようなコンセンサスベ
ース の攻撃($MCADEトークンの損失または $MCADEトークンへのアクセス能力の喪失に
つながる) が、含まれる可能性があります。
ブロックチェーン取引は、変更不可能という性質上、Metacade プラットフォームが構築され
ている Ethereum チェーンに対する悪意ある攻撃が成立した場合、救済措置が適用されない
可能性があり ます。

暗号資産は、金融商品として規制されていません。英国のFinancial Service Compensa-
tion Scheme(金融サービス補償機構)や他の法域における類似機関など、規制機関による返
金や補償 はありません。暗号資産の規制状況は流動的であり、法域によって異なるため、暗号
資産の所有者 にとっては、法的不確実性が存在します。
将来、暗号資産、ブロックチェーン技術または分散型アプリケーションに関連する特定の法律、
規 制、政策または規則が施行され、トークン保有者の取得、所有権、および $MCADEトークン
のような 暗号資産の売買、換金または使用に影響を与えたり、制限されたりする可能性があり
ます。

暗号資産に関連する税法の不確実性により、トークン保有者は、遡及的または将来的に課税対
象と なる等、予期せぬ影響を受ける可能性があります。
$MCADE の購入を検討する場合、各自のリスクアペタイトを評価し、意思決定を行う前に、独
立した ファイナンシャルアドバイザーに相談することを考慮してください。本ホワイトペーパ
ーの読者はま た、$MCADEトークンの購入が各自のリスクプロファイル/法域に沿っているか
を判断する前に、 Metacade プラットフォームの設計および運用方法に関連するあらゆる懸
案事項について、自分自 身を十分に納得させるために、税務専門家や会計士、弁護士、その他
の専門家に相談する必要が あるかもしれません。



WEB2は

免責事項:クリプトカレンシーは、法域によっては無規制である可能性があります。クリ
プトカレンシー の価値は、上下する可能性があります。利益は、法域によって、キャピタ

ルゲイン税やその他の税金 の対象となる場合があります。


