


GameFiとは？無料でプレイし、稼ぐこと

概要
これまで、代替不可能なトークン (NFTs)の導入から、NFTsはアートやゲームの世界を変えられるということを何度
も証明してきました。NFTsの出現は、プレイヤーはゲーム経済においてより重要な役割を担い、しかもその過程で
報酬を受け取れるという、新しくてエキサイティングな方向に向かっています。 

今日、このGameFi ‒ DeFiゲーミングパラダイムは、ゲーム開発者が続々と採用し始めるブロックチェーンの技術を
採用することで、ゲームにさらなるユニークな体験を与えられるようになっています。 

NFTゲームは、従来のゲームと斬新なゲームメカニズムを組み合わせたものであり、
ユーザーは肌色、キャラクター、武器、バーチャルランドなどのゲーム資産を自由に
コントロールすることができます。これは、ブロックチェーンでゲーム始動することと
デジタル資産の活用と結びつけることで実現しています。これらのデジタル資産は、
区別できるよう、また改ざんされないように、NFTsである場合が多いのです。また、
NFTトークンの規格を採用することで、開発者はゲームアイテムの希少性や独自性
を保持することができます。これが、なぜブロックチェーンゲームの資産は、他の資産
よりも貴重とされる原因なのです。

このシステムを利用して、プレイヤーは3つのメイン戦略によって、ゲーム資産の所有
権を獲得することができます。新キャラクターの作成や繁殖、またはネイティブ若しく
はサードパーティのマーケットプレイスでデジタルアイテムを購入や新アイテムをア
ンロックすること入手します。どんな方法でゲーム資産を得たに関わらず、ゲーム資
産に対する独占的な所有権を持つのです。つまり、売ることなどで収入を得ることが
できるのです。これが、「Play-to-Earn」と呼ばれる理由です。
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HERO PARK

01



概 要

トップNFTゲームとは？

他の新興や従来の分野と同じく、一部のプラットフォームはNFTゲーム界のメインハイライトとして位置づ
けています。これらのゲームは、人気のゲームテーマとNFTsをうまく融合させ、現在のNFTsのトレンドの最
先端を走っています。このように、プレイヤーたちは好きなゲームをプレイできると同時に、収益性の高い
NFT市場にも参加できます。 

次の表は、時価総額が少なくとも1億以上のトップNFTゲームを示しており、コミュニティで初期採用され
るものと考えられています。ゲーム経済のナチュラル設計は、1日の取引額は8億ドルに達するスパイスとな
っています。これは、すべてのプレイヤーに日常的な目標やミッションを割り当てているからです。  

例。 Axie Infinity はブロックチェーンゲームであり、これは2018年に発売されたアクシーと呼ばれる、イー
サリアムをベースにした愛らしい生き物をモチーフにしています。アクシーには同じものが存在しません。
それぞれがユニークで、長所と短所があります。このゲームの目的は、アクシーを繁殖させ、育て、戦うこ
とです。また、マーケットプレイスで他プレイヤーとアクシーを交換することもできます。 さらに、プレ
イヤーはこのゲームからAxie Infinity Shards（AXS）トークンを獲得することもできます。AXSは、ゲーム内の
ガバナンストークンであり、重要な決定事項の投票権をプレイヤーに与えます。また、Axieマーケットプレ
イスでの通貨としても機能します。 
そのため、 NFTゲームは人気のあるゲームジャンルですが、ブロックチェーンと組み合わせることで、希少
性や独自性を確立するのに適しています。ですので、NFTゲームは決して難しいゲームではありません。ま
た、Axie Infinityのように、楽しみながら一部のプレイヤーは高額な収入を得ることができるのです。

01

HERO PARK



02
コンテンツ
概要01

コンテンツ02

はじめに03

Hero Parkネイティブトークン（$HP）04

ヒーローベット（獲得）05

Hero Farms（収益を稼ぐ）06

HERO NFTマイニング07

HERO SWAP（トレード）08

NFTマーケットプレイス
- ヒーローにたちよって構築 

09

プレイ方法 -「Hero Crush」10

デフレメカニズム11

初期のゲーム提供 IGO - $HP12

免責事項13



03

HERO PARK

はじめに



ビジョン
Hero Parkを始めた理由

Hero Parkは、DeFi+ゲームインフラストラクチャを組み合わせたもので、単にNFTをコレクションとして購入

するだけでなく、DeFiゲームの世界の楽しさを引き出します。当社は、ゲーム経済のすべてのアダプターに

対して同じ価値を達せるよう、全てのユーザーたちが所有する特定のNFTのニーズと基準を作成しようとし

ています。

Hero Parkは、Binanceスマートチェーンで展開されており、しかも最も実行的の1つであり、コストも安いの

です。プラットフォームのネイティブトークンとBEP-20ベースのゲーム内ボーナストークンとの関係に基づ

いて、流動性の証明を持つブロックチェーンゲームを作成しています。また、Hero Parkでは、ゲーム内アイ

テムの希少性や独自性を維持するために、関連NFTシリーズをBEP-721形式で統合して います。

Hero Parkのアイデアは2021年8月に始動し、当初の

計画はAxieを無限に広げ、可能なすべての点でそ

れを模倣することでした。なぜなら、参入コスト

の低いAxieのようなゲームの可能性が見えてきた

からです。プレイヤーの経験と知識を適用できる

新しいゲームサーバに参加したい人は多いと思い

ますが、すべてが最初からスタートしてしまいま

す。しかし、開発や企画に深堀するほど、NFTの

ゲームにはそれぞれの問題点が根付いていること

に気付き、自分たちが何かを変えられるのではな

いかと考えました！
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問題点
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従来のゲームの問題点ですが、ベテランプレイヤ
ーが初心者のお金持ちプレイヤーに負けてしまう
ことで、ゲーム内での差が急速に拡大してししま
います。

1お金で勝つこと 

一部のゲームでは、同じ能力範囲内のプレイヤー
をマッチングさせることで、レベルの違うプレイ
ヤーにも同様に楽しみを与えています。そうやっ
て、大きな成功を得ています。

3 プレイヤーレ
ベルの欠如

適切なバランス調整メカニズムがない限り、過剰
繁殖が確実に起こり、弱いペットの価値は落ちて
しまい、流動性がなくななってしまいます。

2 ペット/キャラ
クターの
過剰繁殖 

は じ め に
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ミッション
Hero Parkの構築 - GameFi

第一段階 :

Hero Parkでは、成長し続けるDeFiエコシステムの上でGameFiエコシステムを構築し、独自のNFTによりゲー

ムに組み込んでいます。さらに、ベット、流動性ファーム、NFTを用いてGameFiインフラを構築します。こ

れにより、ユーザーにゲームから稼げる独自の能力を無料で与えています。

Hero Parkは、ブロックチェーンゲーム向けに、史上初のネイティブトークンをコミュニティに提供していま
す。$HPはBEP-20ベースのトークンであり、Hero Parkプラットフォームのネイティブトークンとして機能し
ます。それはコミュニティへの報酬媒体であり、Hero Parkストアやマーケットで公開される予定のゲームで
、NFTゲーム資産に費やすためのユーティリティトークンとしても使用されます。

また、$HPは「Construct Hero Park」の将来の方向性について投票するためのガバナンストークンとしても機
能します。さらに、IGOプロジェクトのHero Parkへのアクセスや、新しいホワイトリストに入るためのキー
としても機能します。

$HP - IGO（初期ゲーム提供）

は じ め に
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英雄は戦う

第二段階：

第一段階のロードマップの後に、Hero Park初のNFTゲームである「Hero Crush」をコミュニティにプレゼンし

ます。Hero Crushは、Binanceスマートチェーンをベースにしており、好きな時にアイドリングトレードを通

じて、利益を獲得するゲームです。ゲームを始めるには、Hero Crushのゲーミングカードシリーズから3枚以

上のヒーローカードを集める必要があります。また、デイリークエストやミッションを達成することで、一

部のNFTゲーミングカードをアンロックすることができます。それには、装備、マウント、土地、軍隊のカ

ードが含まれています。 

Hero Crushには4種類のプレイ方法があります。ダンジョン、P vs Pアリーナ、名誉ハンティング、ウォーゾ

ーン。それぞれのプレイセッションでは、プレイによって$HBT(ヒーローバウンティトークン）を獲得する

ことができます)。$HBTは、新しいトレーディングカードやバーチャルランドのアンロック、カードフュー

ジョンの実行などに使用される、汎用性の高いゲームトークンです。また、パンケーキスワップで取引でき

るトークンでもあります。 

は じ め に
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Hero Parkネイティブトークン（$HP） -

トークノミクス



$HPはBinanceスマートチェーンで開発され、大量導入に適していることと、取引コストが低いことです。こ
れは、Hero Parkのエコシステムの成功につながります。  

$HPは、将来的に最大限の増額が可能であるため、供給量を制限しています。トークンの作成フォーマット
は次の通りです。
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最大供給
($HP) 10,000,000,000

トークノミクス



配分タイプ 供給の% トークン分配

プライベートセール 3% 300,000,000

前売り 7% 700,000,000

ゲーミング 35% 3,500,000,000

ステーキング 15% 1,500,000,000

ファーム 15% 1,500,000,000

チーム 10% 1,000,000,000

マーケティング 5% 500,000,000

エコシステム基金 5% 500,000,000

流動性準備 5% 500,000,000

合計 100% 10,000,000,000

Gam
eFi （

ゲ
ー

ム
+

ス
テ

ー
キ

ン
グ

+
フ

ァ
ー

ム
）
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$HP トークンの分配

35%
3% プライベートセール

ゲーミング

ステーキング

前売り

エコシステム
基金

チーム 

ファーム

マーケテ
ィング

7%

5%

5%

10%

15%

15%

流動性備蓄5%

トークノミクス
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トークノミクス

5年トークン発行計画
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ヒーローステーキング
（獲得）
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$HPトークンを$HPプールにステーキングすることで、ゲームに参加するまで、ステーキングプールから１５％の
$HPトークンを獲得することができます。

ステーキング報酬は5000万の$HP/月から始まり、8000万の$HP/月に達するまで毎月1000万増加します。
これらの報酬は、株式証明(POS)方式によって共有されます。6ヶ月目後、毎月の報酬は1ヶ月ごとに7%の
減少率で減少し始めます。

この減少は、主に$HPトークンの健全な流通供給を維持するためです。リフレメカニズムが開始すると、
$HPトークン所有者が株式ポートフォリオをGameFiに振り向けることを励ましてくれます。 

＄HPステーキング（収益）

ステーキング
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Hero Farms
(収益を稼ぐ）
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ヒーローファームの流動性をサポートしたヒーローは、追加$HPを獲得できます。Heroはすべてのトップ産

出ペアリングの収益率の流動性をサポートすることで、$HPを稼ぐことができます。ゲームの開始時に、ヒ

ーローはHero Parkの$HP-BNB LPと$HBT-$HP LPのペアでファームを開始します。ファーム報酬は6ヶ月間、

2000万円/月の分配から始まり、6ヶ月目まで毎月1%ずつ増加します。

Hero Farms (収益を稼ぐ）

流動性マイニング
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HERO NFT
マイニング



プライベートセール終了後、$HPを使って箱を購

入することで、ヒーローのNFTカードを入手する

ができます。これらのヒーローNFTは、それぞれ

のマイニングプールにステーキングすることで

HBTを獲得できます。また、将来のHero Crushに

向けて準備します。
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7.1 箱

すべてのヒーローカードには、希少、レア、レジェンドの3つのクラスがあります。各ヒーローカードは箱

に入ってます。1つの箱には 、上記の3つのクラスから、ランダムで1枚のヒーローカードが入ってます。ヒ

ーローカードは数回に分けて分配します。各回は1050個の箱が分配されます。

Difficulty : Easy ( 1 < 2 < 3 < 4 ) Hard

レジェンド

レア希少

カード数
確率
難易度

150
14.29%
3

カード数
確率
難易度

300
28.57%
2

カード数
確率
難易度

600
57.14%
1

難易度：簡単（1 <  2  <  3）難しい

HERO NFT マイニング



希少 レア レジェンド

カード数 600 300 150

確率 57.14% 28.57% 14.29%

報酬の配分 33.33% 33.33% 33.33%

推定 APR (%)
(例: 1$HP= 1,000$HBT,
1$HP= $0.03 & 1BNB=$500)

40% 80% 160%

月間報酬 / NFT（$HBT） 555,555.55
$HBT

1,111,111.11
$HBT

2,222,222.22
$HBT
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7.2 NFT マイニング報酬
各シリーズの箱には、マイニング報酬として1,000,000,000ドルの$HBT/月が事前に分配されています。
これらの報酬は、3つのNFTベットプール（希少/レア/レジェンド）に均等に配分されます。報酬の分配状

備考：GameFiが開始されると、すべてのNFTマイニング報酬が終了します。

HERO NFT マイニング
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HERO SWAP
（トレード）



分散型スワップ機能は、ファミリー内のヒーローにとって必須の機能です。私たちはザップと
スワップを使って、好みのトークンやLPトークンと交換するヒーローたちのニーズに応えるこ
とで、ステーキングやファームへの参加をより簡単にします。 
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ZAP SWAP

トレード

トレード
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NFT マーケットプレイス
- ヒーローにたちよって構築 



NFT マーケットプレイス 

Hero Parkは、優秀な個人やチームの開発者に、プロジェクトの展示プラットフォームを提供します。ま
た、NFT分野に貢献するハイクオリティーな製品は、申請することによって、Hero Parkに上陸することが
できます。

また、Hero Parkでは、ゲームキャラクター、装備、マウント、軍隊など、あらゆる種類のNFT製品を含む
「Hero Crush」 初のゲーミングカードシリーズをリリースしています。

NFTマーケットプレイスでの取引には、5%の取引手数料が発生します（$HP）。この5%の50%が$HBTを
買い戻して燃やされ、残りの$HPはそのまま焼却されます。
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ヒーローにたちよって構築
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プレイ方法 -
「 Hero Crush 」
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10.1 Hero Crush のゲームプレイ

4つのゲームセッションがあり、プレイヤーは毎日の報酬としてヒーローバウンティトークンを獲得する
ことができます。また、ランキングで景品を争うことができます。

Hero Crushは、Hero Parkが初めてリリースしたNFTゲームです。Hero Crushをプレイす
るには、最低1人のヒーローが必要です。プレイヤーは、ヒーローストアで販売され
ているビギナーバンドルパックから始められます。 

ゲーム内のの貨幣をファーミング

1 任務遂行
 (vs Ai)

2 P vs P
（vs プレイヤー、 24 時間
オフラインライブバトル）

3 名誉ハンティング
(vs ボス)

4 ワールドウォー 

プレイ方法 -「Hero Crush」
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プレイヤーは、最初のセッション「任務遂行」からゲ
ームをスタートし、新たな軍隊カードを集めて、軍隊
力を築くことができます。新しい軍隊カードは、$HP
と$HBTトークンを使ってアンロックする必要があり
ます。さらに、軍隊を設置するために、軍用地を拡張
するためのHBTトークンも必要です。 

バトル

VS

ゲームの中で、プレーヤーは様々なレアカ
ードを収集できます。一部はスーパー限定
品のカードであり、最初のビギナーバンド
ル か ら 購 入 す る こ と が で き な い 、 ま た は
$HPで購入できないものです。それにより
、一部のレアなカードが市場で取引されや
すくなるという需給メカニズムを作り出し
ているのです。

レアカードの収集

さらに、プレイヤーは対戦アリーナで他のプレイヤーと戦い、優勝トロフィーを集めることでレベルアップでき
ます。それにより、レアやレジェンドの軍隊やヒーローカードのアンロックする機会が訪れるます。ランキングト
ップのプレイヤーは、限定レジェンドNFTの特別賞を獲得できます。他のセッションには、栄誉ハンティングにお
ける世界ボスへの挑戦、およびあなたのクランとともに、ウォーゾーンでのワールドウォーに参加することがで
きます。プレイヤーはすべてのゲームプレイセッションで、さまざまな種類のゲーミングカードをアンロックし、 

$HBTトークンを獲得するチャンスがあります。 

プレイ方法 -「Hero Crush」
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カード
タイプ

ヒーロー

軍隊

装備

マウント

有効化
の条件

HP+HBT

HP+HBT

HP+HBT

HP+HBT

融合条件

HBT

HBT

HBT

HBT

所有権
の移転

はい

はい

はい

はい

マーケットプレイス

入札 / 購入 / 販売

入札 / 購入 / 販売

入札 / 購入 / 販売

入札 / 購入 / 販売

レベルアップの方法

同じスターヒーローとの融合

同じ星の軍隊との融合

同じ星の装備との融合

同じ星のアマウントの融合

融合して市場で取引

このゲームには唯一、無戦地帯があります。それは、すべてのプレイヤーがNFTカードを融合させることで、レベ
ルアップするためのフュージョンテンプルです。融合を完成させるために、同じ属性とレベルのNFTカードが必
要であり、特定の$HBTトークンも必要です。 

バトルパス
プレイヤーは、$HPと$HBTを使用してシーズンバトルパスを購入し、ゲーム内で多くのボーナスをアンロックす
ることができます。

#112233

00:15

#001122

プレイ方法 -「Hero Crush」
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合計供給 (HB) 無限

ネットワーク BSC

Pancake Swapでリストアップ$HBT-$HP

流動性の由来 :  $HPトークンのゲーミングトークンのリザーブからのをブロック報酬。

ゲームプレイによるトークンの獲得

各プレイヤーの最大デイリー報酬 ゲームストックのもとで、$HPトークンから発生した流動性により、
1日当たりの最高報酬の上限で確定します。

トークンの配布 任務遂行 (30%)、P vs Pアリーナ (30%)、
名誉ハンティング (30%)、ワールドウォー (10%)

10.2 ヒーローバウンティートークン ($HBT)

$HBT 生成

プレイ方法 -「Hero Crush」
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2.5% 2.5%

30%
推薦

70%
焼却

焼却t
$HBT

買い戻し
て焼却

- 1ヒーローNFTでゲー
 ムをスター
- 任務遂行クエスト
 （制限軍隊スロット）
- フュージョンホール
- マーケットプレイス

第一段階

- 任務遂行補強
 （$HBTで軍隊スロット
 を拡大可能）
- PvPアリーナ
- PvPワールドランキ
 ングボード
- PvPを通じて新たな
 ヒーローNFTを入手

第二段階

- 名誉ハンティング
 （ボスと戦って、装
 備とマウントNFTを
 アンロック）
- ウォーゾーン

第三段階

ヒーローで
ゲームスタート

NFT
マイニング

ゲーム
プレイ

- ヒーローキャラク
 ターNFTコレクシ
 ョン
- ヒーロー装備NFT
 コレクション
- ヒーローマウント
 NFTコレクション
- ヒーロー軍隊NFTコ
 レクション

ヒーローボックス
3ランダム　1スターヒーロー
カードBNBまたは$HPで購入

フュージョンホール
- ヒーロー/軍隊のレベ
 ルアップ
- 同レベルのヒーロー
 /軍隊を融合
- レベルアップして、
 装備スロットをアン
 ロック
- ヒーロー+装備の融
 合でスキルをアップ
- ヒーロー+マウント
 の融合でスキルをア
 ップ
- すべての融合には、
 $HBTトークンを消費
す

取引可能 NFT
- ヒーロー
- 装備
- マウント
- 軍隊

マーケットプレイス
取引手数料 5%

ゲームボッ
クス収益

$HP

任務遂行
- 30%の$HBTトークン
デ
 イリー報酬を獲得
-　新たな軍隊カードを
 入手
-新しい軍隊カードは
 $HPと$HBTのみで有
効化

PvPアリーナ
- トロフィー順位シス
 テム
- 30%の$HBTトークン
デ
 イリー報酬を獲得
- ヒーローカードの入
 手とアンロック
- 新しいヒーローカー
 ドは$HPと$HBTのみ
で

名誉ハンティング
- プレイヤーvsボス
- 30%の$HBTトークン
を
 かく獲得
- 装備/マウントを獲得
 、アンロック
- 新しい装備/マウント
 カードは、$HPと
$HBTで

ウォーゾーン
-　20%トークンを獲得
-   全てのプレイヤーは
   3つの国に分けられる
 （蜀、魏、吴）
- 各国10vs10のグルー
 プで対戦する
- 勝者グループは一部
 の$HBT報酬を獲得
- 合計勝利回数の最も
 多い国は最終プール
 報酬を獲得する

プレイ方法 -「Hero Crush」
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デフレメカニズム
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11.1 ゲーム外デフレ

トークン税 
トークンの売買における取引税は10%です。それ
以降、課税トークンの半分は焼却に使われ、残り
の半分はステーキングプールへの再分配に使われ
ます。

NFT市場取引費
市場で行われるすべての取引には5%の手数料が
発生します。市場が請求する料金は、トークンを
エクイティプールに再分配し（1％）、$ HPを燃
やし（2％）、$ HBTを買い戻して燃やす（2％）
ことです。

カード収入
ゲームが発売される前に、市場を打開するために、NFTヒーローカードの販売をします。ヒーローボック
スは$HPで購入できます。ヒーローボックスからの収入は、$HPの100%が焼却されます。

$HP のブロック報酬のデフレ
ステーキングしたブロック報酬は、1か月目に5,000万$HPからスタートし、その後、、8,000万$HPになる
まで、毎月1,000万ドルずつ増加します。7か月から、次の月のステーキング報酬が7%減額されます。ス
テーキング報酬の合計は60ヶ月目に終了します。残りのステーキング分は焼却されることになります。

デフレメカニズム

ベット
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ゲームのブロック報酬のデフレ
ブロック報酬は、7ヶ月目から開始され、1年目の終わりまでの6ヶ月間、毎月2,000万ドルの$HPペースで

加算されます。1年目以降、ゲームのブロックボーナスは毎月2%ずつ減少し、12ヶ月ごとに2倍の減少率

が発生します。支給される報奨金の総額は60カ月で無くなります。残りのゲーミング分は焼却されるこ

とになります。

GAMING

デフレメカニズム

ゲーム
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11.2 ゲーム内のデフレ

カードの有効化
ゲーム中に獲得した各カードは、融合ホール

で$HBTと$HPを使用して有効化する必要があ

ります。  

融合の最大化
ユーザーは、2つの同じ星のカードを組み合わせ

ることで、カードをレベルアップできます。これ

は$HBTを消費する必要があります。これらの融

合活動によって、融合プロセスで使用された

$HBTとカードを焼却します。これにより、ゲー

ムカードとドル$HBTの健全な数量を維持し、供

給過剰を防ぐのに役立ちます。

バーチャル土地スロットの
有効化
ゲーム内のランドスロットは、戦場に軍隊を

配置するために使用されます。スロットの有

効化中に、一定の$HBTを消費する必要があり

ます。回収された$HBTは焼却されます。

バトルパスの有効化

シーズンを通してのミッションをクリアした

後、バトルパスからレジェンドNFTの報酬が与

えられます。バトルパスを有効化するには、

一定の$HP金額が必要です。

デフレメカニズム
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初期のゲーム提供
IGO - $HP



プライベートトークンの発売日 2021年10月27日

トークンのリセール日 2021年11月10日

プライベートトークンの分配 300,000,000 $HP

プライベートセール価格 1$HP  = $0.02

プリセール可能なトークン 700,000,000 $HP 

リセール価格 1$HP  = $0.025

トークンティッカー $HP 

発売日 2021年12月1日

取引所上場 Pancake Swap

合計供給量 / 使用可能な供給量 10,000,000,000 $HP 

承認トークン ETH(ERC20), USDT (ERC20), BNB (BEP20)

トークン上場価格 $0.03

12
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初期のゲーム提供  IGO -  $HP
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初期のゲーム提供  IGO -  $HP

ロックポジションの購入システム

7%3%

300,000,000

0.02

パブリック（ロックポジション30%)

700,000,000

0.025

発効（％）

発行量（HP）

価格（USD）

プライベート（ロックポジション50%)ロックポジションの購入システム

Private Sale

販売150,000,000（ロック50%）

販売150,000,000（ロック50%）

25,000,000（アンロック8.33%）

25,000,000（アンロック8.33%）

25,000,000（アンロック8.33%）

25,000,000（アンロック8.33%）

25,000,000（アンロック8.33%）

25,000,000（アンロック8.33%）

Presale

販売350,000,000（ロック30%）

販売350,000,000（ロック30%）

35,000,000（アンロック5%）

35,000,000（アンロック5%）

35,000,000（アンロック5%）

35,000,000（アンロック5%）

35,000,000（アンロック5%）

35,000,000（アンロック5%）

2022

年

月 週

十 月

一

十 一 月

十 二 月

一 月

二 月

三 月

四 月

五 月

二

三

四



1 3

HERO PARK

免責事項
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配布と宣伝の制限事項

HPトークンの購入を考えている方は、Hero Park、HPトークン、代理店、業者、およびそれぞれの事業と

運営に関連するすべてのリスクと不確実性を慎重に検討し、評価するようにしてください。このような

リスクや不確実的な状況が実際に発生した場合、Hero Parkおよび/または代理店の事業、財務状況、経営

成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。このような場合において、HPトークンの価値の全部ま

たは一部を失う可能性があります。

リスクと不確実的な状況

免责声明

本紙はウェブサイト上でのみ公開されており、Hero Parkの書面による事前承諾なしに、いかなる目的で

あれ、その一部または全部を再配布、コピー、他者への譲渡、出版することはできません。当白書また

はその一部の配布または宣伝は、各地域の法律、規制および規則によっても禁止または制限される場合

があります。制限が適用された場合、本白書の全部またはその一部（場合による）に適用される制限に

ついて自ら知らせ、遵守するものとします。また、利用者は自ら費用を負担し、Hero Parkおよび/または

代理店に対して責任を負いません。本白書のコピーが配布された人、アクセス権を許可された人、また

はその他の方法で白書を所有している人は、いかなる目的であれ、他の人に本白書または本白書に含ま

れる情報をコピー、若しくはその他の方法で配布することはできません。また、いかなる目的であれ、

本白書または本白書に含まれる情報を他の人に閲覧させたり、コピーしたり、その他の方法で配布した

りしてはなりません。これらを許可または誘導することもできません。




