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1. 市場

従来のゲームの収益モデルは、あくまでユーザーのゲーム内での購入に依存しており、このように形成されたユー
ザーのゲーム内の資産は、ユーザーのものになることはできませんでした。既存のゲームがお金を使って勝てる 
P2W(PayToWin)概念のものだとすれば、P2Eはこれと反する概念のものであり、PlayToEarn(プレイトゥオン)はブ
ロックチェーン技術を活用したゲームプレイを通じて多様な方法で利用者が収益を得られるようにする新しい概念
のビジネスモデルであり、2022年今最も脚光を浴びている分野です。2021年に世界を賑わせたメタバースを支える
核心産業技術として代替不可能なトークン、NFTが挙げられており、その理由はブロックチェーン基盤ゲームで使
われている仮想資産とNFTがメタバースプラットフォームで取引手段や通貨として使われる可能性があるからです。
現実世界での活動がメタバースに移り、NFT及びP2Eゲームによって資産化と収益化が可能になり、生産、消費、投
資、取引の循環政策が可能となり、この巨大なトレンドをCocoGamesのMetapangがリードしていきます。

2.メタパンユニバース（metapanguniverse）

(1) 概要

「マルチユニバースの中の3人の戦士、スライムに立ち向かう。」

(2) 世界観

メタパンはマルチユニバースの中に存在する3つの惑星の英雄たちが共通の敵「スライム」と対抗して戦うゲームだ
。プレイヤーはゲームプレイとゲーム生態系への貢献を通じてジェム(Gem)を得ることができ、その宝石はパントー
クン(Pang)に転換して取引所で取引することができる。プレイヤーは戦闘、アイテム収集を通じて収益を得ることが
できる。メタパンはブロックチェーンエコノミーが生態系へのプレーヤーの貢献度に対して報酬を行うP2E時代をリ
ードしていく代表的なゲームになるだろう。

世界は無数のマルチユニバースで構成されている。別の時空間を持つこのそれぞれの宇宙は似ていながらも異な
る要素で構成されており、数万光年も離れている多重宇宙は惑星系のとても複雑な本質によって各々の軌道が一
定部分重なってしまう時空間が生まれた。このマルチユニバースには共通して地球のような環境を持つ惑星が存在
し、この惑星ではほぼ同じ時期に生命が誕生し、数万年にわたる進化を経て人類が誕生することになった。
人間文明の発達は必然的に機械文明を誕生させ、技術的特異点を超越した技術力の発達がもたらした人工知能
が自らの意志を持ち、文明の奴隷を拒否し、群集化を試みた。この群集を人間はスライムと呼び始め、スライムは手
当たり次第に人間文明を破壊し、惑星を荒廃させた。 この平行宇宙の中の生命のある惑星には神秘的な「ポット」
が存在し、この「ポット」はマルチユニバースの中で人類が生きている惑星につながる通路だった。 この「ポート」に
入るドアを開くと、第１宇宙の惑星から第２宇宙の惑星への出入りが可能だった。 この「ポート」を通さずには、各宇
宙はお互いに干渉し合うことは出来なかった。 各世界にはこのような「ポット」が存在し、この「ポット」の存在を初
めて知ったのは第１宇宙の「プロキシマ」惑星でスライムと対抗して戦った科学者「スカーレット」だった。
偶然「ポート」を通じて第２宇宙の「カイパー」惑星に移動した「スカーレット」は「カイパー」惑星もAI群集体である
スライムから攻撃されていることを知り、「カイパー」惑星の防衛軍司令官である「エラ」に同盟を提案する。
彼らは「プロキシマ」惑星の科学技術と「カイパー」惑星の医療技術でスライムに致命的な武器とヒーリングポーシ
ョンを作り出すことに成功した。
"共に対抗して戦った彼らは「ポット」で現れた第３宇宙の「オシリス」惑星の「ラッシュ」と出会い、「オシリス」惑星も
スライムから攻撃されていることを聞き、一緒に協力してスライムに立ち向かうことになる。"

「オシリス」は重力が異なり「ラッシュ」は速く移動することができ、「ラッシュ」と一緒なら「スカーレット」と「エラ」も
速く動くことができ、スライムの攻撃から速やかに抜け出すことができた。



この平行宇宙を脅かすスライムは爆発型、突撃型、拡張型、妨害型で、大きく4つの攻撃型を見せた。
レッドスライムは爆発型で、キャラクターに近接して触れた場合、爆発してキャラクターにダメージを与えた。
グリーンスライムは突撃型でキャラクターを最後まで追う追撃型の悪党であり、キャラクターによる攻撃で死ぬ直前
までキャラクターに接近を試みる特性を見せた。 ブルースライムはキャラクターの進路を妨害するスライムで、キャ
ラクターの攻撃方向を予測、その前方を塞ぐやり方で攻撃し、彼らに触れた場合、キャラクターの一定体力が減少し
た。 パープルスライムはキャラクターの進路を妨害し、時間が経つにつれ、体が大きくなっていくスライムで、早く殺
さないと速いスピードで体が大きくなり、キャラクターがだんだん避けにくくなる最強の悪党だった。 このスライムを
追い出さなければ、マルチユニバースの平和はもはや訪れない。彼らに対抗するスカーレット、エラ、ラッシュにはメ
イン武器とサブ武器が存在し、スライムに攻撃されて落ちたHPを回復させるポーションがある。
すべての武器は交換が可能で、保有している武器がある場合、いつでも交換が可能、各自の武器を互いに交換する
ことも可能だ。

「スカーレット」の攻撃力と「エラ」の治癒能力、「ラッシュ」のスピードでスライムに対抗して戦う彼らの戦争は今から
始まる。

(3) キャラクター

a. キャラクターはスカーレット、エラ、ラッシュで計3つのキャラクターが存在する。
b. キャラクターはパーティーが可能で、パーティーを通して戦闘が行われる。
c. パーティーは計3人のキャラクターで構成される。
d. キャラクターは固有のバフスキルを保有しており、パーティーのリーダーになる場合に使用できる。
e. 下の表は各バフスキルについての内容である。

キャラクター名 作業

スカーレット アサルト

エラ メディック

ラッシュ スカウト

バフスキル説明

"攻撃力が10%
増加します。"

"弾倉量が10%
増加します。"

"移動速度が10%
増加します。"

イメージ



(4) マップ

a. 地図には全部で３つのエリアが存在する。(今後アップデート予定)

b. 各エリアは10ヵ所のステージから成り立つ。

c. 10ヵ所のステージをすべてクリアして初めて、次のエリアに移動できる。

d. エリアとステージが上がるほど退治しなければならない敵の数が増える。

e. ステージエリアは一般エリア、エリートエリア、野営地エリア、商店に分かれる。

f. 下の表は各ステージエリアについての内容である。

(5) NFT アイテム（武器）

a. メイン武器で敵を攻撃することが可能である。
b. メイン武器のレベルは
1レベル>2レベル>3レベル>4レベル>5レベル>6レベルで、計6つに分類される。

c. メイン武器はレベルが高いほど、より良い性能を持っている。
d. すべてのメイン武器はレベルごとにアップグレードが可能で、
計10段階までアップグレードが可能である。
e. サブ武器はキャラクターの生存率をさらに高める武器である。
f. ゲーム内の商店でジェムで購入できる。

(6) 武器装着

a. 全ての武器は交換可能です。
b. プレイヤーが持っている全ての武器もいつでも交換できる。
c. 全ての武器はキャラクター間での交換が可能です。

武器交換(前) 武器交換(後)



(8) ポーション

(7) スライム(敵)

キャラクターはスライム攻撃を受けるとHPが減少します。 この時、ポーションを使えばHPが回復し、使用後にすぐ
効果が現れる。 ポーションは使えば消える消耗アイテムで、ゲームマーケットで宝石で購入できる。

(9) 自動再生

メタパンには他のP2Eではなかなか見られないオートプレイ機能があります。 現在ベータサービスの中のすべての
キャラクターはオートプレイが可能だが、今後正式サービスがオープンした後はオートプレイが可能なキャラクター
が発売される予定であり、特定キャラクターのみオートプレイが可能となる予定です。

d. すべてのサブ武器はいつでも装着及び交換可能

補助装備装着
武器(前)

サブ武器
装備(後)

a. 敵4種類：爆発/充電/拡張/妨害
b. キャラクターは敵に触れると体力を失います。
c. 敵（スライム）の詳細は以下の通りです。

爆発 : キャラクターに触れると爆発します。

充電 : キャラクターを最後まで追撃します。

拡張：キャラクターの経路を妨害してどんどん大きくなります。

妨害：また、キャラクターの経路を妨害します。



(10) 操作方法

a. 「Auto」ボタンを押す前に画面上でジョイスティックで動かすことができます。

b. プレイヤーが女性キャラクターを動かす場合は、ジョイパッドをドラッグしてください。

c. ジョイスティックを通じてリーダーのみ移動できます。

d. 「自動」ボタンを押すと、キャラクターが自ら動くことができます。

e. 他の操作なしで自動で攻撃が可能です。

(11) ゲーム方法

a. プレイヤーが次のステップに進めるためには敵の目標数をクリアしなければなりません。

b. リーダーは戦闘で前方に配置され、他のキャラクターは後方に配置されます。

c. リーダーが死んだら残りは順番に戦闘に投入されます。

d. ３人のキャラクターが全員死んだら、プレイヤーは最初の段階で再スタートしなければなりません。

e. 体力回復は手動と自動で両方可能です。

f. プレイヤーが持っている全ての武器はいつでも替えることが出来ます。

3. コミュニティ及びエコノミー

(1) パントークン

プレイヤーはゲームで獲得した宝石をPangトークンに交換することができます。 プレイヤーは一日クエスト完了、
ステージクリアなどを通じて宝石を得ることができ、より高い順位になってプレイするほど、より多くの報酬を受けと
ることができます。 プレイヤーはゲームで獲得した宝石を使用してキャラクターをアップグレード、サブ武器を購入、
パントークンに交換し、外部ウォレットに送って換金することができます。

(2) トークン分配

パントクンは、計33億枚のBSCチェーン(BEP-20)であり、分配方法は以下の通りです。

Play to Earn 
30%

CocoGames
12%

Liquidity pool
10%

Public Sale
10%

Staking Rewards
10%

Team
8%

Advisors
5%

Ecosystem
Fund 

5%

Private Sale
10%



4. ロードマップ

1) メタパンゲーム開発の開始

2) ゲームキャラクター及びデザイン制作

3) ゲームの世界観の確立

4) ゲームサーバーの構築と核心システムの設計

5) スマートコントラクト生成

2Q,3Q,4Q . 2021

1) ホームページ及びSNSオープン

2) メタパンクローズベータテスト

3) パントークン上場

4) NFT武器製作及びレベルごとの

バランス設定

1Q .2022

1) PvPモードランチング

2) キャラクターカスタムサービスランチング(ユーザ

ーが直接キャラクターをデザインできるサービス)

3) ココゲームズの後続P2Eゲーム発売

4) NFTアイテム間の自発的移動

4Q .2022

1) メタ版オープンベータテスト

2) メタパン公式ランチング

3) NFTキャラクター販売(フリー

バージョン終了予定)

4) イベントボックスのランチング

2Q .2022

1) メタパンランドオープン(既存

のプレイヤーに優先土地を購入)

2) ステーキングサービスオープン

3) チームプレイモードを開く

1Q .2023

1) ゲーム内のウォレットオープン及び連動

2) マーケットプレイスオープン

3) NFTアイテムアップデート及びver.1ボリューム制限

4) オートプレイキャラクター発売(前のオートプレイバージョ

ンの終了)

5) 宇宙アプリ追加(予定)

6) プレーヤーコミュニティオープン

3Q .2022


