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YELLQASHとは
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ABOUT YELLQASH

全てのエンターテインメントで活躍する、全てのタレントと、全てのファンを
繋ぐMADE IN JAPANの仮想通貨です。

2018年現在世界はインターネットというシステムにより、とてつもない進化を
遂げています。その真価は社会を巻き込み、企業から個人へ価値を発信していた
従来のスタイルを破壊し、個人が様々な価値を発信できるようになりました。

ブログに始まり、Youtube、Twitter、Instagramなど多岐に渡る分野で個人
の発信の場は増え続けています。 しかし、個人が価値やコミュニティを発信す
る時代になってきているものの、芸能活動に専念できているタレントは多く
ありません。

例えば本業との両立が難しくて芸能の時間が取れなかったり、金銭的な理由で
事務所に所属できなかったり、レッスンやワークショップに通えなかったり。
また芸能活動に専念できているタレントの中にはどのようにマネジメントや
プロモーションをしていけばいいかわからないという方も多くいます。
こういった環境によって、素晴らしい才能が埋もれてしまわないように、
YELLQASH はタレントを支援【応援（YELL)】していきたいと考えています。
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VISION

私たちが重要視しているのは自己発展的なコミュニティサービスを提供することです。
タレントも、一流を目指したい、ファンを増やしたい、世界中の人と交流したい、
グループ（ユニット）で共有したい方など、活動の動機は様々です。また、
タレントと密接な関係にあるカメラマンやプロダクションなどの存在も大きく、
タレント周辺領域で多様性が広がっています。その活動を応援するファンの熱量も
年々高まっており、タレントエンタメ経済は市場として注目を集めています。

しかし、国内外問わずタレント・カメラマン・プロダクション・ユーザー(ファン)も
様々な課題を抱えており、エンタメ経済を持続的に発展させていくためには、
課題解決の対策が必要となっています。

私たちは、インターネット以来の革命的テクノロジーであるブロックチェーン
技術を用いて、この課題解決に挑戦します。今後のエンタメ経済において、
デファクトスタンダートになることを目指す独自トークン「YELLQASH(YELL)」を
発行し、トークナイズドエコシステム構築のファーストアクションとして、
トークン実施します。

背景
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TARENT ECONOMY

日本を超えてエンターテインメントはアメリカの本場ハリウッドから中国の香港や上海、台湾、
韓国のソウルなど。ファッションではパリコレを中心としたハイブランドのプロモーションから、
ミスワールドやミスインターナショナル、ミスユニバース等のモデルエンターテインメント。

アーティストでは、韓流スターという名目の言葉まで出来ました。エンターテインメントは世界
規模で沢山のファンがスターやタレントを支えています。

アイドル

LIVEエンターテイメント

芸能プロダクション

民放

エンターテイメントコンテンツ

芸能エンターテインメント経済マーケティング

SMAP解散

AKB48総選挙

藤井六段の快挙

タレントのもたらす経済効果

11兆2401億円
（総務省:2014年）

2兆5654億円
（業界動向サーチ:2014年）

1兆2122億円
（日能総研:2005年）

5119億円
（ぴあ総研:2015年）

1870億円
（矢野経済研究所:2016年）

うち3％を出演料と仮定した場合
780億円前後

約636億円損失
（宮本勝浩氏）

約250億円
（森永卓郎氏）

約62億円
（アサヒ芸能）

タレント経済
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WHAT’S ERC223

YELLQASHはERC223規格に準拠した日本のEthereumトークン／
仮想通貨です。

Ethereumトークンの規格としてはERC20が現在最も普及していますが、
ERC223 はERC20の欠点を改良した上位互換の規格として注目されています。
ERC223では、トークンを誤ってコントラクトアドレスへ送金した場合トークン
が移動できなくなってしまうERC20の欠陥を改良しています。また、仕様変更
によってコントラクトアドレスへの送金手数料がERC20の半額となっています。

ERC223はERC20規格との後方互換性を有しておりまして
MyEtherWallet,MetaMask,Mistといったウォレットを始め、ERC20規格に対
応した多くのサービス・ツールを利用することができます。将来的には
Raiden,Plasmaといった革新的技術が利用できる予定であることも大きな
メリットといえます。ERC223規格をベースとして、YELLQASHには多くの機
能が実装されています。例えば、Airdropのための機能が実装されており、
Airdrop時には複数人同時に迅速に手数料を抑えつつ配布を行うことができます。
更に
この機能は誰でも利用できるため、YELLホルダーなら誰でもAirdropを行うこ
とができます。加えて、アドレスの凍結やロックアップの機能も実装しています。
悪質なユーザーのアドレスを凍結したり、運営が保有するトークンを一定期間
ロックアップすることで、YELLQASHの価値を担保し高めることができます。

また、発行量を減らすBurn、発行量を増やすMintの機能が実装されており、
発行量を調整することができます。Mint機能については永久に無効にすること
もできます。

ERC223とは
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YELLQASH TOKEN

名称
シンボル
Decimel

コントラクトアドレス
仕様

総発行枚数

推奨ウォレット

芸能エンターテインメント仮想通貨【YELLQASH】
全てのエンターテインメントに携わるタレントを応援（YELL）する仮想通貨。

YELLQASH （エールキャッシュ）
YELL

8

0x91edec8c1f44d34244b5e7e2631dd7c5cee1b19c

ERC223 バーン機能・ミント機能・アカウント凍結・ロックアップ機能
総発行枚数:150億枚 割合: 100％

MyEtherWallet・HBウォレット

YELL★QASHは総発行枚数の内、運営側の割当比率はわずか10％にとどめており、運営側の市場での売り抜け等による相場への影響を最大
限抑止する目的があります。又、市場価値を高める為にYELLTIME(OPENING SALE)の売出枚数を50億枚（33％）としております。
未来には独自通貨（QUTMベース）へ移行して、総発行枚数を100分の1（1.5億枚）へスワップする予定です。そして、様々なプランニング
により、芸能エンターテインメントを盛り上げるべくファンとタレントを繋ぐ架け橋への実装を目指します。

・YELLTIME (OPENING SALE)（50億枚） 33% 
・運営（15億枚）10% 
・開発（37.5億枚）25% 
・マーケティング（37.5億枚）25% 
・YELL（10億枚）7％ 芸能エンターテインメント者向けのイベント用及びエアドロップetc

YELLQASH TOKEN

YELL TIME 運営
開発 マーケティング

YELL
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ROAD MAP

2018
6月 Q1

OPENNING

7月 Q2
オフィシャルホームページ公開

及びWP公開

SUMMER Q3
YELLTIME

（OPENNING SALE）

SUMMER Q4
様々なタレントとの

オフィシャルアンバサダー
業務提携スタート

AUTUMN Q5
オフィシャルチャンネル

スタート

WINTER Q6
様々なプロダクションとの
業務提携システム
導入スタート

X Q1
オフィシャル雑誌

発行

X Q2
オーディションクラウド（マッチング）

プラットフォームシステム
構築

WINTER Q7
タレントプラットフォーム
及び応援サービス構築

2019

X Q3
動画配信サービス
システム
構築

X Q2
ミスコン
開催

映画(全国配給)及びドラマ
（AbemaTV etc）公開

X Q1
ファッションショー

開催

2020 202X

JAPAN COLLECTION
（東京ドーム）開催 ハリウッドへ…

ロードマップ
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FUTURE

プロダクションからタレントへのギャランティの支払いや、ファン
からエンターテインメントプラットフォームへの支払いとしての
エンターテインメント基軸通貨。

オリジナルのグッズ制作・ファッション雑誌発行・バラエティ番組制作・
ドラマ制作・映画制作・ラジオ番組制作・ミスコンテスト開催・
ファッションショー開催・オーディションマッチングプラットフォーム
制作・タレント応援UIプラットフォーム制作。

芸能プロダクションの運営。
JAPAN COLLECTION開催。
ハリウッドへの進出。

将来性
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OFFICIAL AMBASSADOR
公式アンバサダー

みみか/MIMIKA 
グラビアアイドル・タレン
ト /GRUVIRE IDOL・
TALENT 
【OFFICIAL Twitter】
https://twitter.com/B
elieve0402rock/
【LINE@】
https://line.me/R/ti/p
/%40atq0866e
【Carrer 】
YELL★QASHプロジェク
トCEO。Celeb株式会社代
表取締役CEO。14歳の頃
からモデル活動を初め、
数々の雑誌やファッション
ショーに出演する。 以降、
「金曜ロンドンハーツ」の
企画にて出演。「日村がゆ
く」にて審査員を勤める。
グラビアアイドルとして活
動後、「実話ナックルズ」
にて特集が組まれる。本年
度よりメジャーアイドルユ
ニット加入予定。又「東京
オートサロン」に出演する
など活躍の幅を広げている。

幸村未鈴/MISUZU 
YUKIMURA 
グラビアアイドル・女優
/GRUVIRE IDOL・ACTOR 
【OFFICIAL Twitter】
https://twitter.com/Misu
zu_Yukimura/
【OFFICIAL Instagram】
https://www.instagram.c
om/mimimaru55/
【OFFICIAL BLOG】
https://ameblo.jp/aida-
mio/ 【LINE@】
https://line.me/R/ti/p/%
40jju5317d
【Carrer 】
YELL★QASHプロジェクト
COO。Celeb株式会社代表取
締役COO。ジャイアンツのG
カップ。大のプロ野球ファン、
ゲーマー、マンガ好き。過去に
税理士を目指す。 20代の時に
アイドル活動を経て現在はグラ
ビアタレント、女優として活動
中。今秋には出演している映画
「ギャングース」が公開。 主
演映画の公開も控えている。
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OFFICIAL AMBASSADOR
公式アンバサダー

藍田愛/AI AIDA 
グラビアアイドル・タレン
ト/GRUVIRE IDOL・
TARENT 
【OFFICIAL Twitter】
https://twitter.com/ai
_da_ai/
【OFFICIAL 
Instagram】
https://www.instagra
m.com/aidaaaaai/
【OFFICIAL BLOG】
http://ameblo.jp/aida-
dan/
【Carrer 】
元水泳国体強化選手。元大
学院助教諭という異例の経
歴の持ち主。趣味がFXの売
買や投資で、セミナーを開
催したり仮想通貨へも投資
を行う。地元の愛知県より
数年前に芸能活動の為に上
京してから、ギリギリなグ
ラビアアイドルとして過激
かつ個性的なプロモーショ
ンで多くのファンを集める。
最近では「有吉反省会」に
て二代目青山ひかるとして、
お尻が汚いグラドル。とし
て注目を浴びる。バラエ
ティなどマルチに活躍する。

ぷりん将軍/PURIN SHOGUN 
お笑い芸人/Comedian 
【OFFICIAL Twitter】
https://twitter.com/miruk
upurin15/
【OFFICIAL Instagram】
https://www.instagram.co
m/purinremon/
【YOUTUBE】
https://www.youtube.com
/channel/UCXkUm2XbaC0
rciq24F46vAg?view_as=su
bscriber
【Carrer 】
有名ホストクラブ店⾧でありヘ
アメイク&美容師でもある。仮
想通貨へ投資中。 人気番組
「月曜から夜ふかし」で金正恩
のそっくり芸人で出演してブレ
イク!(出演シーン
YouTube300万回再生)。その
他、様々なメディアで金正恩と
して出演中!「マツコ会議」
「リアルカイジGP」etc
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OFFICIAL AMBASSADOR
公式アンバサダー

せんちょさん/SENCYO 
SAN 
YOUTUBER/youtuber 
【OFFICIAL Twitter】
https://twitter.com/k
unidepp/
【OFFICIALInstagram
】
https://www.instagra
m.com/kunidepp/
【YOUTUBE】
https://www.youtube.
com/channel/UCclYN7
xj_Zg5atZ3qUsIj4w
【Carrer 】
イケメンインフルエンサー
やイケメンYOUTUBERと
してカテゴライズ配信者の
先駆けをいく。AbemaTV
「指原莉乃の恋するサイ
テー男総選挙」レギュラー
出演を含めて、「村上マヨ
ネーズのツッコませて頂き
ます」「バイキング」「ほ
ん怖」などの有名番組へも
出演。様々な仮想通貨への
知識も詳しく自身のSNS力
を活かしたメディアアドバ
イザーや講義、カウンセ
ラーなどをしている。

結城将人/MASATO YUUKI 
格闘家/FIGHTER
【FACEBOOK】
https://www.facebook.c
om/100004315996067/
posts/11241172544087
97/
【Carrer 】
TEAM TEPPEN所属 格闘
家
16戦5勝（2KO）9敗2分
K-1を含めたKRUSH、
KAHOS、RISE等の様々な格
闘技の試合をこなす。
得意技はハードなストレート
が持ち味。
今後が期待される選手である。



すみほ/SUMIHO 
ダンサー/DANCER 
【OFFICIAL Twitter】
https://mobile.twitter.co
m/sumiho_b
【OFFICIALInstagram】
https://web.stagram.com
/sumihotate 【Carrer 】
元LDH 所属ダンサー
ダンスチーム
HigH VLEND
バックダンス
EXILE CIMBA MICHIYA 
SAY etc
アイドル・アーティスト振り
付け、レッスン、コンサルタ
ント等
ダンスの仕事をしながら、
WEBの会社を立ち上げる。
某大企業の顔も持っている。

OFFICIAL AMBASSADOR
公式アンバサダー




