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DISCLAIMER: This Litepaper is an integral part of the Aqua Farm website and both are regulated by the TERMS AND USE (“Terms”) therein downloadable or otherwise accessible. By reading or accessing this Litepaper in any way you automatically acknowledge having
read, understood and accepted the Website Terms as well. For the avoidance of any doubt, Aqua Farm including but not limited to the overall project, the website, all its under development software including any future smart contracts and mobile apps (“Aqua Farm”) as
presented in this conceptual paper is a pure online video-game/entertainment platform and it is not (not it is required to be) an active licensed or regulated or exempted financial, gambling/e-gaming/betting, or payment or digital asset service or VASP of any kind and in
any jurisdiction. Any terminology used in this document, or on the Website is intended only as a basic reference, without any effective or legal meaning of the same terms in a financial environment, and/or any other regulated framework including e-gaming and/or
gambling and betting. The Aree Shards (AES) token and the Power Of Deep Ocean (PODO) token are strictly utility or in-game tokens in any jurisdiction and are not and can not be considered as securities or otherwise regulated tokens of any kind, are not in any way e-
money and/or fiat money or asset backed stable coins, whether global or limited in scope. This document taken by itself is not, nor it can be construed as a contract, an investment contract or a contractual agreement of any kind, it is not an invitation or offer to invest in
Aqua Farm or acquire or use its tokens in any way with any expectation of future profit. Any user of the Aqua Farm Website and reader of this Litepaper declares to have received appropriate technical, administrative and legal advice before and after reading this
document and the Website’s content and accepts that there is an inherent high risk in acquiring or using any kind of blockchain and/or crypto token, platform, software, interface and acknowledges with full disclaimer for any of the persons or entities mentioned within
this Litepaper or in any way directly or indirectly connected to the Aqua Farm, that there can be any kind of damage suffered, including total loss.
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私たちは、ゲームを通じて世界をより楽しい場所にすることができると信じています。
また、Pay to Winゲームの時代は衰退し、Play-to-Earn（P2E）ゲームの時代に変わ
り、プレイヤーはゲームを通じて豊かになると信じています。

分散化、セキュリティ、透明性、自由などの機能が組み込まれたブロックチェーンテ
クノロジーの登場と進歩により、ゲームの世界に新たな時代が到来しました。P2E
ゲームは以前は不可能と考えられていた方法でのゲームのプレイが可能になります。

P2Eゲームの主な目的は、何よりもまず、楽しくプレイすることです。単にトークン
を獲得するメカニズムになるべきではありません。このような楽しいゲームプレイと
楽しさを実現するには、直感的で詳細な企画が必要です。

私たちは、最善を尽くすことによって、素晴らしいゲームを作成し、プレーヤーに提
供することを目指しています。ゲームを通して生態系に寄与した参加者に対しては適
切な報酬とデジタル資産保有者に対しては資産の価値保存のため努力いたします。

About Us
Our Vision
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About Us

Aqua Farmは、ブロックチェーンテクノロジー基盤の
アドベンチャーRPGゲームで、P2Eの構造になってい
ます。イーサリアムレイヤー2に基づくポリゴンブ
ロックチェーンネットワーク上に構築されています。
PC及びAndroidとiOSの両方のモバイルプラット
フォームでプレイできます。

プレイヤーはアクアワールドの広大な海をナビゲート
し、さまざまな冒険やクエストを探索し、生き残り、
戦い、ガーディアンとアリーを成長させることでより
高いレベルのダンジョンをクリアすることが可能です。
高いレベルのダンジョンをクリアするほど報酬は高く
なります。

Aqua Farmは、P2EゲームのパイオニアであるAxie
Infinityと人気のアニメであるPokemonに触発されて
作られました。私たちはこれを基盤として、より精巧
で持続可能なトークンエコノミーを備えたより持続性
のあるP2Eゲームを提供することを目指しています。

プレイヤーは、さまざまなゲームプレイを通じて
Power Of Deep Ocean（PODO）トークンを獲得で
きます。このトークンを使用して、Aree Shards
（AES）トークンを獲得できます。その後、AESトー
クンを使用してAree NFTとGuardian NFTを購入し、
戦闘をすることができます。

What is Aqua Farm?What is Aqua Farm?
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私たちの物語は、神秘的な世界樹の保護と指導の下で、あらゆる種類の人類と魔法の
生き物が平和に共存するアクアワールドからスタートします。ある日、別世界からの
モンスターのが侵略します。恵まれた肥沃な世界を嫉妬してる侵略者は、アクアワー
ルドの中で豊富で祝福されたPODO達を略奪するに至ります。

モンスターがPODOを略奪するにつれて、アクアワールドの肥沃な海は荒れ果てまし
た。世界樹は、その力の源であるAESを使用して、アクアワールドを侵入者から保護
するための巨大なバリアーを作りましましたが、時間が経つにつれて、バリアーはま
すます弱くなっていきます。

人類はアリー、海の妖精、そして海の伝説的な生き物であり保護者であるガーディア
ンの達と力をあわせ、伝説の中の生き物であるGuardianの案内に従いモンスターと
戦い、PODOを取り戻してアクアワールドに平和を取り戻すための冒険に乗り出すこ
とになります。

Universe
Power Of Deep Ocean
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What is Aree?What is Aree?
Areeの複数形も
Areeです。

アリーは、アクアワールドの中心に生える世界樹の実から生まれる海
の妖精です。ユーザーはAESトークンを通して世界樹からNFTの形態の
新しいアリーを獲得することができ、追加したアリーを成長させより
高いレベルでのダンジョンで緊張感のある戦闘をすることができます。

ベーシックアリーはNFTタイプではなく、プレイヤー間で交換
することはできません。プレイヤーが十分なAESトークンを獲
得すると、AESトークンを使用して、世界樹からNFTタイプの
アリーを取得できます。このアリーは成長して、よりレベルの
高いダンジョンでのプレイで活用することができます。
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Generated Aree NFTsGenerated Aree NFTs

アリーには4つのタイプのいずれかが割り当てられ、
各タイプには約1,100万の機能の組み合わせがあり、
Aree NFTがより特別なものになります。

各アリーには、エンブレム、持ち物、アクセサリー、上衣、下着など、
6つの異なるパーツの組み合わせがあります。 6つのパーツのそれぞれ
の中で、異なるデザインに異なる仕様が割り当てられます。アクア
ファームでは、同じ属性のアリーだとしても見た目や特徴が異なる場合
があります。
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Growth & TypesGrowth & Types

生まれてすぐのアリー達は等級とレベルが1で、
プレイヤーは浄化石を通してアリーのレベル
を上げることができます。 浄化石はPODO
トークンで購入が可能です。

Level UP

Class UP
すべてのアリーには Normal, Rare, Epic,
Legendの等級が存在し、上位レベルに進化す
るためには最大レベル30を達成した同じ等級
のアリー二つの合成が必要です。合成には
AESトークン及び浄化石が必要になります。

Effectiveness

アリーは生まれた時から4つのうち一つの属性をもち、
各属性はお互いに相関関係があります。属性によって
Linae, Toga, Pep, Rumiという名前で分けられ、同時に
アリマダの役割と特別な才能も付与されます。
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Guardian?Guardian?

ガーディアンは、プレイヤーがアクアワー
ルドの広大な海をナビゲートできるようにする海と輸送手段です。ま
た、オアシスは、アリーが安心して休むことができる避難所として機
能します。

各オアシスは、プレーヤーにとって特別で安全な場所として機
能し、そこでプレーヤーは釣りなどのゲームを楽しんで、オア
シスを独自に装飾したり、アリーとガーディアンをアップグ
レードするために必要になるリソースを獲得できます。

施設物設置

広大な海の探索

ダンジョンの検索

AESトークンと進化ストーンを通してガー
ディアンの等級のレベルアップが可能で、
より高い等級のガーディアンはより多くの
アリーを育てることができ、より多い数の
海洋動物をつれて旅することができます。

Level UP

デコレーション

釣り

ステーキング
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Yield FarmingYield Farming

ガーディアンはと世界の守護神として多くの海洋生態系から崇拝され
る存在です。ガーディアンは様々な海洋動物を連れていくことができ、
等級が高いほど、連れの海洋動物の数が多くなります。

海洋動物の数が増えると、より多くの
PODOをステーキングすることができ、
PODOを持続的にAES生成用として使え
ます。
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Farm?Farm? 所有者は自身のアリーを貸し、手数料を多く獲得すること
ができ、その他のユーザーはアリーがなくてもアリーを借
りることによってより簡単に狩りをすることができます。

Aqua 
Union

農場は、アクアワールドの広大な海の
中の海または土地の特定の区画です。
プレイヤーはファームNFTの所有者に
なることができます。ダンジョンは農
場に出現し、所有者はダンジョンから
モンスターを倒すためにアリーを使用
する必要があります。モンスターを倒
さないと、ファームの価値が低下し、
最終的にファームの効率が低下します。

所有者が一人でモンスターを倒せな
い場合、ファームを公開することで、
他のプレイヤーと共同でモンスター
を倒すことができます。ほかのユー
ザーが自身のファームでモンスター
を倒した場合、報酬の一部を手数料
として獲得することができます。
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Gameplay: BattleGameplay: Battle Reward
プレイヤーはアクアワールドの広大な
海をナビゲートしてダンジョンでモン
スターと戦い、倒すことができ、プレ
イヤーは冒険の中で宝の地図を通して
の特殊なモンスターを倒すことができ、
アリーのレベルを高めて海の汚染を浄
化してPODOを回収します。
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Gameplay: AdventureGameplay: Adventure

アクアワールドからPODOを盗むために、特別なモンスターが海の奥深くに隠れて潜んで
います。宝の地図は、これらの特別なモンスターが隠れている場所を表示してくれるアイ
テムです。

プレイヤーはダンジョンからレベル1の宝の地図を見つけることができ、より高いレベル
の宝の地図は釣りで見つけるか、プレイヤーが直接作成することができます。プレイヤー
は、マーケットプレイスを通じてPODOトークンで宝の地図を購入することもできます。

プレイヤーは、宝の地図を通して、罠を回避し、パズルを通して端緒を獲得します。宝箱
からランダムな新しいアイテムを入手することもできます。
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GameplayGameplay

Oasis
プレイヤーは、ガーディアン上に存在する自身だけのオ
アシスを構築して装飾することができます。プレイヤー
は、オアシスでアリーを保有し、成長させることもでき
ます。ガーディアンの影響を受けたオアシスは無限のマ
ナの集結地としてアイテムがずっと生成され、プレイ
ヤーは生成されたアイテムを釣りを通して獲得できます。
オアシスでは、友達を招待して一緒に釣りをすることが
できます。

Crafting
プレイヤーは、冒険中や釣りを通して様々な材料を集め、
オアシスを飾るためのアイテムを制作することができま
す。 装飾されたアイテムで飾られたオアシスはガーディ
アンに帰属され、NFT形態でのガーディアンを販売時、
ガーディアンの価値を最大化することができます。
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Play To EarnPlay To Earn

PODO tokens
can be earned and used for

ㆍDungeon Battle

ㆍPvP Arena

ㆍDecorating Oasis

ㆍFishing

ㆍDraw and Grow rare Aree

ㆍComplete in-game quests

ㆍStaking through Sea animals 

ㆍAqua Union

ㆍLeague of Aree

未知の領域のクリア報酬、宝箱報酬、 ステーキング。
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How to earn

AES token
How to earn

AES token

すべてのプレイヤーがアクアファームで戦闘に参加する必要はありません。 Aqua Farmでは、戦闘以外にも様々な楽しみ方があり、
これらを通してPODOトークンを報酬で獲得することも可能です。



MarketPlaceMarketPlace
プレイヤーは、アクアファームマーケットプレイスでNFT形態のアリー、ガーディアン、ファームを売買できます。

会社は、より良いサービスの提供のために、取引金額の5％を手数料として取得します。

AREE Guardian Stake       Rent

Toga #3928 15 Linae #2783 35 Rumi #5392 78
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Play to Earn
Unlocked over 6 year

TokenomicsTokenomics
AESトークンの最大供給量：1,000,000,000（1B）

PODOトークンの最大供給量：無制限発行及び流通量調整。

P2Eゲームは、精巧に練られたトークン経済学によって運営
されます。 PODO（Power Of Deep Ocean）は、アクア
ファームのセカンダリトークンであり、「プレイして稼ぐ」
報酬システムに使用されることを目的としています。
PODOトークンの供給は無制限ですが、適切な価格を維持し、
生態系が崩れないように流通量が調整される場合があります。

20%

30%

5%

25%

10%

5%

2%

3%

Total Supply
1,000,000,000 AES

Play to Earn
Unlocked over 3 year

Staking
Unlocked over 3 year

NFT Minting
Unlocked over 3 year

Team
Unlocked over 2 year

Advisor & Partner
Unlocked over 1 year

Liquidity Supply
& Marketing

Private Sale
Unlocked over 1 year

Pre-Sale
Unlocked over 1 year

17



TokenomicsTokenomics
Power of Deep Ocean        PODO Token

AES（Aree Shards）トークンは、AquaFarmの主要
なトークンであり、ガバナンストークンとして重要
な役割として機能し、決められた総発行数でユー
ザーが持続的に増加することでデフレになり、既存
保有者及びプレイヤーすべてにインセンティブが与
えられるように設計されてます。

一つのトークンだけでは精工なトークンエコノミー
を設計することが難しく、アクアファームではブ
ロックチェーン専門家集団である ‘ザ・マルスネッ
トワーク’のサポートを通して、精工で価値が持続的
に維持できるように設計されたTokenomics(トーク
ン生態系)で運営されます。

Governance token

AES
Staking & ARENA

Secondary token

PODO
Play-to-Earn Reward

Reward
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ㆍDungeon Battle

ㆍPvP Arena

ㆍDecorating Oasis

ㆍFishing

ㆍDraw and Grow rare Aree

ㆍComplete in-game quests

ㆍStaking through Sea animals 

ㆍAqua Union

ㆍLeague of Aree



RoadmapRoadmap

ㆍProject Concept

ㆍArtworks Design Concept

ㆍWebsite (Lite) Launch

ㆍCommunity Launch

ㆍLitepaper Release

ㆍMedia Presence

ㆍMarketing Partnership

ㆍToken Disclosure on Platforms

ㆍCommunity Building

ㆍInfluencer Collaboration

ㆍCommunity Competition Event

ㆍTeaser Release

ㆍNFTs Sale Whitelist

ㆍWebsite (Full) Launch

ㆍNFTs Sale

ㆍWhitepaper Release

ㆍCore Marketing

ㆍIDO/IEO

ㆍVIP Access Whitelist

ㆍVIP Closed Beta

ㆍMarketplace Launch

ㆍAqua Farm Official Launch

Go to Website!
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※Don't miss out, Stay updated! ※Don't miss out, Stay updated! 


