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将来の見通しに関する記述は、一般に、将来の出来事や当社の将来の業績に関するも

のです。これには、ボンデックス社の業績予測、事業やプロジェクトの予想される展開、

ビジョンや成長戦略の実行、現在進行中、開発中、その他検討中のプロジェクトの完了な

どが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する記述

は、本発表の日付時点での当社の経営陣の見解および仮定を示したものです。これらの記

述は、将来の業績を保証するものではなく、過度に信頼すべきものではありません。この

ような将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスクが必然的に含まれており

、それによって将来の期間における実際の業績および結果が、ここで明示的または黙示的

に示された予測と大きく異なる可能性があります。Bondexは、将来の見通しに関する記

述を更新する義務を負いません。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点

での最善の予測ですが、実際の結果や将来の出来事が大きく異なる可能性があるため、そ

の記述が正確であることを保証するものではありません。 
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情報開示：本稿に記載されている情報は暫定的なものであ

り、当社の独自の判断により、いつでも変更される可能性

があります。また、本稿には将来の見通しに関する記述が含

まれている場合があります。 
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1. 概要 
働き方や仕事の進め方の変化は、パンデミックによって劇的に加速されています。既存の Web 集中型2.0のテク

ノロジープラットフォームは、社会や文化の変化に追いついていません。新興のテクノロジーは、今やユーザー

を搾取する大規模なデータと利益の独占企業となってしまったディスラプターを破壊する力を持っています。 

Bondexは、仕事の未来のためのWeb 3.0プロフェッショナルネットワークであり、革新的な分散モデルを通じて

ユーザーに力を与えることに焦点を当てています。このネットワークは、グローバルな人材プールの上に構築さ

れており、固有の暗号通貨BNDXを利用し、ブロックチェーンのインセンティブを実装することで、人材の市場

における需要と供給の両方を破壊します。Bondexは初の分散型プロフェッショナルネットワークであり、ブロッ

クチェーンを活用して、人材の調達と管理、機会の追求、スキルアップの実現、トークン化された独自の収益分

配モデルでの支払いなど、主要な要素を統一したエンドツーエンドの体験を提供しています。 

現在の歴史的な労働力不足とテクノロジースキルのギャップは、ブロックチェーン業界が初期段階にあり、人材

プールが断片的で、業界に特化した人材プラットフォームが存在しないため、増幅されています。Bon dexのタ

レントエコシステムは、企業がブロックチェーンのスキルやノウハウを持つ適切な人材を見つけて採用すること

を促進し、採用プロセスを効率化します。この業界は、個人の主権と市場の非干渉化という、オリジナルの暗号

通貨と同じ理念に基づいて構築された、独自のネットワークをついに手に入れることになります。 

 

a. 私たちの使命 

Bondexのミッションは、ブロックチェーンの専門家や暗号化された原住民が、仕事を見つけ、情報を得て、新し

いスキルを学び、生産的な関係を築き、成功するためにお互いをサポートする分散型のグローバルなコミュニテ

ィを作ることで、グローバルな人材へのアクセスを民主化することです。 

Bondexの分散型Web3ネットワークは、グローバルな人材プールと採用企業により多くの利益を配分し、長期的

な成長と価値創造のためのインセンティブをよりよく調整し、プロフェッショナルネットワークの経済モデルを

再定義します。 

The Global Talent Marketsのすべての参加者にとって、革新的で適応可能なWin-Winモデルであり、世界の労

働市場全体を破壊するものです。 
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2. チーム 
私たちのチームは、タレントソリューション、マーケティング、ファイナンス、ブロックチェーンベースのプロ

トコルを含むコンピュータサイエンスの分野における一流の専門家で構成されています。彼らの実績と幅広い実

務経験により、ボンデックスチームは3.0ウェブ・タレント・エコシステムのビジョンを実行するための独自の競

争力を備えています。 
 

スタッフ：23 

(Tech, Strategy & Operations, Marketing, Business Dev) 
 

アドバイザーです。 6 
 
 
 

タミム・カーン 
CEO 

 
Bondex社のCEOであり創業者でもあるタミムは、欧

州と北米で再生可能エネルギー業界向けのマーケット

アドバイザリーと人材紹介会社を経営していたことも

あり、人材獲得プロセスにおける問題点や課題につ

いて直接の知識を持っています。また、Samsung
、LG、SharpのLEDチップ事業部で幅広く活躍し

、米国と欧州での経営陣の育成にも貢献しました

。経済学の学士号と修士号を2010.持ち、2児の父

でもあります。 

イグナシオ・パロメラ 
COO 

 
イグナシオは、Bondex社のCOO（最高執行責任

者）として、同社の戦略、運営、実行に注力してい

ます。それ以前は、Teknavoグループの一員であ

るAIリクルート企業、Xpert Networkの共同設立

者兼最高戦略責任者を務めていました。また、映

画の資金調達に特化したメディア＆エンタテインメ

ントのプライベート・エクイティであるTexit 
industriesのCOOも務めていました。イグナシオは、

人工知能、Talent as a Service（サービスとしての

人材）、投資銀行、金融などの分野に精通した戦略

的リーダーです。イグナシオは、ロンドンのHSBCで

M&Aアドバイザリーのキャリアをスタートさせまし

た。イグナシオは、新しいビジネスモデルを創造し、

現状に挑戦することに情熱を注いでおり、運動が大好

きで、映画に夢中です。 
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マーティン・

アイリーズ 
チーフ・ストラテジー

・オフィサー 

Yu Chen 
CTO 

 

それ以前は、シリコンバレーのHRテック企業である

Via.workでオペレーションとセールスを担当し、新

市場への進出を主導しました。過去5年間は、Silver 
Lake、Goldman Sachs、BCGなどで、高成長の

ハイテク企業を中心に活躍してきました。マーティ

ンは、情熱的なエンジニアであると同時に、優れ

たビジネス感覚を持っています。マサチューセッツ工

科大学（MIT）でMBAを、ICAI/IITでエンジニアリン

グの修士号を取得しています。 

 
 
 

アーサー・サビン

ツェフ 
エンジニアリング担当副社長 

 
アーサー・サビンツェフは、Bon dex社のエンジニア

リング担当副社長です。過去10年間は、世界中で数

億人のユーザーを抱える消費者向け製品のモバイ

ルエンジニアリングチームを成長させ、規模を拡大

してきました。また、Capital Oneのモバイルペイメ

ント、成長、プラットフォームエンジニアリングの監

督、The Washington PostのSaaSプラットフォー

ムの構築、ID.meのデジタルアイデンティティの構築

、その他多くのプロジェクトの成長に携わってきまし

た。また、POAP、Pocket Network、Fenixなど、

ブロックチェーン分野の多くのプロジェクトでアド

バイスやコンサルティングを行ってきました。アーサ

ーは、生物物理学と実験核物理学の2つの学位を持つ

物理学者です。最近の彼は、自由時間の多くを読書や

妻と娘たちとの旅行に費やしています。 

Yuは、情報技術分野での長年の経験を活かし、金融

業界や石油・ガス業界でソフトウェア開発や製品管

理を専門に行っています。彼の技術的な経験は、フル

スタック開発、マイクロサービスアーキテクチャ

とクラウドソリューション、人工知能と機械学習

など多岐にわたります。アジャイル、スクラム、

DevOps手法、SOLID設計原則に精通しています。

Yuは、情報システムの修士号と経営学の学士号を

取得しています。 

 
Eduardo Fonnegra（エドワル

ド・フォネグラ）氏 
マーケティング担当副社長 

 
Bondex社のマーケティング・コミュニケーション部

門の副社長です。それ以前は、分散型ソーシャルメデ

ィアプラットフォームであるWeentarの共同設立者

兼CEOを務めていました。人工知能、不動産、クラ

ウドファンディング、ブロックチェーンなどの技術系

スタートアップでの勤務経験があり、企業のブロッ

クチェーン技術のマーケティング戦略の立案・実施

などを行っている。また、Crowdcreate.usやUZE - 
Digital Assets Exchangeでは、コンサルタントやア

ドバイザーを務めています。マーケティング、セー

ルス、リクルーティング、そしてビジネスの微妙な人

間的要素に情熱を注いでいる。 



働き方の未来のためのウェブ・プロフェッショナル・ネット

ワーク3.0 
7 

 

 

3. なぜボンデックスが必要なのか？ 

3.1 仕事の乱れ 
私たちの働き方や人材の見つけ方は、1920年代に遡る工場産業モデルに基づいた時代遅れのもの

です。組織の最大の資産は人材であるにもかかわらず、ほとんどの組織は時代遅れの抽出モデルに依存し

ており、従業員が提供する価値と同じものを返すことができません。パンデミックの明るい兆しは、私たちがこ

のモデルを破壊し、コントロールを人材に取り戻す機会を得たことです。 

Covid-19は、仕事のやり方を変えるという長期的なトレンドを加速させ、オンデマンドの労働力

モデルへの移行を加速させ、ビジネスリーダーにはリモートでチームを率いるためのマネジメントスキルの迅速

な構築を求めています。多くの人々にとって、遠隔地で自分のスキルを最大限に生かせるプロジェクトに参加で

きるという自由な機会が与えられている一方で、大きなスキルギャップが生じているため、破壊的なソリュー

ションが必要とされています。スキルギャップの拡大に伴い、企業は労働力を活用し、必要な人材やスキル

を調達するためのより独創的な方法を模索しなければならなくなっています。 

労働者は柔軟性やワークライフバランスを求めるようになり、その結果、現在の職務や労働市場を完全に辞めて

しまう人が増えています。経済学者たちは、これを「大辞職」と呼んでいます。その影響は劇的で、転職を

必要とする労働者の数は、これまでの予測よりも最大で数パーセント25も多くなっています。Indeed社の調査に

よると、米国では4月に2.7％の労働者が仕事を辞め、世界全体では2021,41％の労働者が転職を検討しているそ

うです（Indeed社）。米国では現在、記録的な数の求人があり、その数は1009.3万人に達しています（ハーバー

ド大学のJason Furman氏）。また、6月時点での失業率は5.9％です。 2021. 

これらの数字は、世界経済や労働需要の回復にもかかわらず、需要と供給の断絶が、かなりの規模の継続的な未

充足雇用を引き起こしていることを示しており、労働市場の機能を再構築する必要があります。 

企業はこのようなスキルギャップを解消するために、軽快なオンデマンド・ワークフォース・モデルへの移行を

進めており、オンライン・プラットフォームは、人材を効率的かつ大規模に復帰させるために不可欠なツールと

なっています。しかし、既存の人材プラットフォームの多くは、集中管理されており、負担の大きい価値を抽出

し、プラットフォームの参加者に特定のプロジェクトのマッチング以上のメリットを提供していません。 

ボンデックスは、この重要な再構築を、ネットワーク参加者がより多くの利益を共有する新しいレベニューシェ

ア型ビジネスモデルを生み出す分散型ネットワークエコシステムによってリードしていきます。長期的な成長と

価値創造のためのインセンティブを高め、経済モデルの再定義を行います。 
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プロフェッショナル・ネットワークであり、トークン化によってネットワークの成長と成功に参加するユ

ーザー・コミュニティによって所有されるネットワークです。 

 
3.2 なぜブロックチェーンなのか 

1. レベニューシェアによる全ユーザーのインセンティブの調整 

 ネットワークの規模と価値を高めるためにユーザーにインセンティブを与える 

 インセンティブを調整することで、ユーザーのエンゲージメントを高め、雇用主の人材獲得プロ

セスを効率化することができます。 
 

2. オーナーシップとガバナンス 

 ユーザーは自分のデータと職務上の履歴を管理することができ、自分のデータが製品となる。 

 ネットワークの進化を決めるのはコミュニティである 

 雇用者にとっては、より高い透明性と低い料金 
 

3. 地球上で最も成長率の高い産業 

 ブロックチェーンの仕事の需要は、世界がその採用を増加させるにつれて、指数関数的に増加し続

けています。 

 驚異的な成長にもかかわらず、人材獲得市場はまだ成熟しておらず、魅力的なギャップを埋める

必要があります。 

ブロックチェーンネットワークは、分散化されたプロトコルによって動作します。ネットワークの検証や記録保

持の活動は、ネットワーク利用者に委託することで分散化・自動化され、中央の管理主体は必要ありません

。 

ブロックチェーン技術は、新しい共有オーナーシップモデルの構築を可能にします。ユーザーは、トークン化さ

れた収益分配メカニズムを通じて、ビジネスの成長と成功のステークホルダーになることができます。トークン

は、ネットワークへの参加、紹介、コンテンツ作成、作業、権利確定などに対して支払われます。トークンの評

価額はビジネスのパフォーマンスに応じて変化し、ネットワークへの参加や投資を促す魅力的なインセンティブ

となります。また、メンバー、フリーランサー、雇用者は、トークンを所有することで、ネットワークのガバ

ナンスに参加することができます。 
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3.3 現在のソリューションとそのデジタル進化 

才能を探す上での現在の選択肢。 

ダイレクト・ソーシングとリファラル - 社内のリクルーターは、社内、リファラル、または自社のデータ

ベースから人材を調達します。しかし、企業内でのデジタルトランスフォーメーションとそれに伴う人
材戦略の必要性の高まりにより、採用担当者の認識と採用担当者の真のニーズとの間のギャップが広がっ
ています。また、小規模な企業には有効ですが、チーム内のネットワークや地域外の幅広い人材プー
ルにアクセスできないため、スケーリングには明らかな限界があります。 

人材紹介会社 - シニアレベルの人材や高度な専門性を要する人材を探す場合には、Adecco、Rand-stad、
Korn Ferryなどの会社に候補者の検索と初期スクリーニングを委託する方法が一般的である。候補者の

初年度給与の20〜30％と税金を加算した高額な手数料が必要となる。 

ジョブボード - Monster、Indeed、SimplyHired、LinkedInなどのオンラインプラットフォームでは、雇

用主が求人情報を掲載し、応募者がそれを見つけて応募できるキャリアポータルを提供しています。しか
し、一般的には、求人情報を掲載すると、質の低い応募者が大量に集まり、人事担当者はかなりの時間
を費やすことになります。 

第一世代のデジタルタレントマーケットプレイス - オンデマンドワークフォースモデルへの移行が進む中、

企業はデジタルタレントマーケットプレイスやフリーランサーを利用して、必要なスキルを迅速に見つけ
ようとしています。デジタルマーケットプレイスは、高品質なグローバル人材へのアクセス、透明性、効
率性、プロセス管理、そして従来のソリューションよりも大幅に低い料金を提供します。水平型マーケッ

トプレイスの既存企業にはLinkedIn、Monster、Indeedなどがあり、垂直型マーケットプレイスの既存企

業にはFiverr、Upwork、Braintrust、Hired、Pared、Rigupなどがあります。 

しかし、既存のデジタルマーケットプレイスネットワークのほとんどは、中央集権的なプラットフォームであり
、非対称的な優位性を持っています。このようなプラットフォームは、サービスを提供する料金ブローカ
ーとして機能しますが、人材のライフサイクル全体をサポートするための必要なリソースが不足している
ことが多く、プラットフォームやコミュニティの成長にユーザーを有意義な形で参加させることができず
、ユーザーデータへのアクセスや料金に関するポリシーが負担になることも少なくありません。 

上記のサービスは、人材の確保と管理、そして個人のプロフェッショナル・ライフ・サイクルにおける特定の要
素を対象としています。しかし、仕事は全体的なものであり、世界は、最も弱いリンクと焦点によっての
み強くなる現在のバリューチェーンではなく、共有のオーナーシップと長期的な価値創造に基づいたシー
ムレスなエンドツーエンドのソリューションを必要としています。 
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3.4 問題点 
これらの既存の人材ネットワークとプロセスは、時代遅れの抽出型労働モデルに依存しており、企業にとっ

て最大の価値源である人材を経済方程式から切り離しています。従来のプロフェッショナル・ネットワークと雇

用慣行は、次のような点で不十分です。 
 

1. 高価 
人材獲得は、業界や規模を問わず、あらゆる組織にとって費用と時間のかかる問題です。 

 平均的な人材派遣会社の手数料は10～30％。 

 既存のプラットフォームでは、候補者を提供するのに2～3週間かかります。 

 候補者の選考にかかる時間は、1人あたり平均23時間という調査結果が出ています。 
 

2. 効率が悪い 
 タレント／ユーザーは、新しい仕事を探すとき以外にプラットフォームを利用する理由がないため、ユー

ザーベースが活性化されず、データが古くなってしまう。 

 75- 受け取った履歴書の88％は、適さない、または古くなったものです。 

 2021年のLinkedlnの1投稿あたりの平均エンゲージメント率は0.35 

 暗号の専門家は、Twitterのような才能のないプラットフォームを使って交流しています。 
 

3. 不当な利益の独り占め 
 ミドルマンとアグリゲーターがすべての経済的利益を保持し、ユーザーデータを独占する 
 才能は不透明なプロセスとバイアスにさらされる 
 無料のプラットフォームであっても、マネタイズに関与せずにユーザーデータを商品としている。 

 

3.5 機会 
Bondex社は、高い成長率と既存の目的別ソリューションの不足から、ブロックチェーン業界に焦点を当てて立ち

上げます。ブロックチェーン企業は、ツイッター2などのウェブプラットフォームを活用し、適切なツールを持た

ずに、ホットな雇用市場で人材獲得競争を繰り広げています。 
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Blockchain Wheel of Oppurtunity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*101blockchain.com 

Job Description:
分散型アプリケ
ーションやスマー
・コントラクト
を開発する。 

Job Descriptionです。
ブロックチェーンソ
リューションの設計
を担当 

仕事内容ネットワー
クセキュリティ対策
の調査・立案 

ブロック

チェーン

エンジニ

ア 

情報セキ

ュリティ

・アナリ

スト 

Job Description:複
数の組織をまとめ、
管理する責任があり
ます。 

開発者 

ブロックチェーンプ

ロジェクト 
プロジェクト 

と更新してい

ます。 

ネットワークのアップ

グレード 

Job Description:立ち上
げ前のネットワークの
認証を行う。 

マネー

ジャー Job Description:統
計分析におけるデー
タマイニング技術の
適用。 

エンジ

ニア 

品質 リサー

チアナ

リスト 
Job Description
法務の見直し 
ICOの側面 
ドキュメントとコンサルタント 

リー

ガル 
開発 

交渉 
Job Description: 

一定の法的規制を満た
す前に 
打ち上げ。 

BIockchainに特化したウ
ェブサイトの設計、実装
、サポート 
とユーザー・インターフ

ェイス 

Job Description: 
デザイ

ナー 

マーケテ

ィングス

ペシャリ

スト 

イン

ター

ン 
デー

タサイ

エンテ

ィスト 

代表と発表 
の会社です。 

テクニ

カルリ

クルー

ター 

Job Description: 
ブロックチェーンプロジェクト
の候補者を特定し、選別する 

Job Description:マーケ
ティングキャンペーン
の統括・開発 Job Description:ブ

ロックチェーンのデ
ータを調査・分析
する。 

仕事内容コーディング、
マーケティングなどの関
連する割り当てられたタ
スクの完了 

デ 10 
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市場機会を支える追加の数値 

現在、ブロックチェーン技術を利用しているのは世界人口のわずか0.5%ですが、需要は高まっており、数10年
以内に人口の80%が何らかの形でブロックチェーン技術に関わるようになると予想されています 

フリーランサーのためのサイトであるUpworkは、「ブロックチェーン」の資産を持つフリーランサーの需要が

、昨年に比べて今年はパーセント3,500成長したと述べています。 

の間に、2017ブロックチェーンの2020,需要は約12000％増加しました。 

LinkedInによると、ブロックチェーン開発者の役割は、前年同期比2018で33倍に増加しています。 2017 

ブロックチェーン業界の求人市場を統合した後、私たちの革新的なモデルを一般的なテクノロジー人材市場に拡

大し、最終的にはすべての業界に拡大していきます。これに加えて、当社のフェーズ2では、人材の資金調達と管

理に関連する追加の垂直分野への拡大も含まれています。Bondexのビジョンは、デジタル化された経済の中で、

スキルの交換を促進する次世代のエコシステムを構築することです。大規模で断片化された複数の市場の接点で

事業を展開しているため、アドレス可能な市場全体が非常に大きくなっています。 
 

従来の労働市場(億ドル) TAM トータルSOM 

人材派遣（フルタイム＆フリーランス） 4,970 7.7 

デジタルペイメント 71 0.1 

HRマネジメント＆コラボレーション 600 0.8 

合計(億ドル) 5,641 8.6Bn 

 
また、市場規模の背景となる数字を以下に示します。 

 フリーランスが米国経済にもたらした利益は、1.2兆ドルと言われています。 2020. 

 テクノロジーの変化により2030、100万375人がスキルアップや転職をしなければならないと言われて

います。 

 経営者の87％が、現在人材不足を感じているか、数年以内にそうなると予測しています。 
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これらの統計データを総合すると、私たちが直面している機会は膨大であることが明らかです。私たちが解決し

ようとしている問題は重要であり、何億人もの人々と多くの世界的な大企業の経済的運命を左右するものです。

私たちは、この数字が今後数年間でさらに大きくなると信じており、この大きく変化する状況で必要とされる

組織と革新をもたらすために、独自の立場を確立することになるでしょう。 

 

4. ボンデックスのエコシステム 
Bondexは、初のWeb 3.0プロフェッショナルネットワークで、ブロックチェーン技術を活用して新しいユーザー

所有モデルを構築し、人材市場の需要側と供給側の両方でエンゲージメントを高め、ユーザーエクスペリエンス

を向上させます。ユーザーは、トークン化された収益分配メカニズムを通じて、タレント・エコシステムの成長

と成功の真のステークホルダーとなります。 

BondexトークンであるBNDXは、ネットワークへの参加、紹介、コンテンツ作成、作業、権利確定などのユ

ーザーへのインセンティブとして支払われます。BNDXトークンの価値は、Bondexエコシステムの運用実績と

相関関係があり、ステークホルダーのビジネスプラットフォームへの投資意欲を高めます。 

 
4.1 機能概要 
Bondexは、ロードマップ1.0の一環として、主要な機能をエコシステムにシードします。私たちは、人材市場の

供給側と需要側の両方のユーザーに最高のプラットフォームを提供することで、成長と参加を促進するために、

慎重に計画をデサインしました。当社のビジョンは、ユーザーが既存のネットワークよりも効率的かつ透明性の

高い方法で人材やアイデアを交換できる、情報豊かなエコシステムを構築することです。 
 

1. ユーザー数増加のきっかけとなるBondex Originアプリ 

2. プロフェッショナル・ネットワーク・アプリ 

3. BondInジョブボードとウェブポータル 

4. The Vault - クロスチェーン・デジタル・ウォレット 

5. 参加者に報酬を与え、エンゲージメントとネットワークの成長を促進するように設計されたトー
クンエコノミーのエコシステム 

私たちはOriginアプリを開発しましたが、これはアップグレードされ、最終的には既存の多くのユーザーを持つ

Bondexアプリに進化します。 
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4.2 ボンデックスのロードマップ 1.0 
プロダクトロードマップファイナンスロードマップ 

 

 
ボンデックスのウェブサイト 

ホワイト＆ライトペ
ーパー - Buy Tokens 
Functionality（バイ・トーク

ン機能） - Yahoo! 
 

11月～12月 
2021 

Bondex App Professional 
Profilesの Originアッ

プデート - Tokenised 
Incentives - （英語のみ 

広 告 機 能 の 統 合  - Buy 
Tokens機能 - 
>30万人以上のユーザー 

 
 

Originアプリでボンデックスのジェネシスを発売 
• モバイル・マイニング 
• 履歴書のアップロード 
• 連絡先の招待／ネットワーク 

 
フェーズ 1- - -2021 完成 

 
 

 
フェーズ 3 

フェーズー2 2022 
ジョブポータル 
• リクルート/企業/人材派遣会社向けの求人情報を掲載しています。 
• レジュメによる大量のプロフィール検索 
• プロフェッショナルプロファイル構築 
• ベータ版クライアントプログラムの開始 
• Bondex App - ユーザー発見とメッセージング 

 
 
 
 

Cross Chain Crypto wallet - 
25以上のサードパーティ製決済オプション、国220、
135以上の通貨からなるグローバルなスイートにアク

セスできます。 

フェーズ 4 
• フリーランサーの人材交流 
• ダイレクト・トゥ・パス 
• P2Pプロフェッショナルレーティング スキルテスト＆バリデーション 

Roadmap1.0のフルビジョ

ン 
Bondexのロバストバージョン 

• デマンドゲーミフィケーション 
• 参加証明書 NFT 
• デマンド-サイド-レベニュー 

 

8月 2021 

10月 - プラ
イベートトークン
セールを2021開始 

1 

2022年1月
～ 公開予定 

プレセー
ル1stトランシ

ェ。 
5Mトークン 
0.17ドル、

ieoでは20%のアン
ロック。 

2nd TRANCHE
。 
10Mトークン 

0.20ドル、
ieoでは15%のアン
ロック。 

3rd TRANCHE: 
15Mトークン 

0.25ドル、
ieoで10%アンロッ
ク 

2022年第1四半期 - 
T1およびT2交
換におけるIEO

の目標値 
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ゲットオーデ

ィエンス 

パーティシパント・ロール・バリュー・プロポジション 

4.3 参加者とそのバリュープロポジション 

ボンデックスのプロフェッショナルネットワークは、多くの関係者によって構成されます。 
 

 

個人・タレント（
ボンダイ） 

 
 

 
イントロデューサー（

ボンダー） 

 
 
 

雇用者 

プロフィールの構

築 ネットワークの

構築 
仕事の機会を探す トラン

ザク 

絆の構築 人材の

紹介 雇用者の紹

介 

 
人材の採用 
アンシラリーサービスの利用 
トランザク 

グローバルなブロックチェーンの

機会 トークンのインセンティブ 
透明性 安全性と効率

性 

 
トークンのインセ

ンティブの透明

性 

 
高いエンゲージメントを持つユ

ーザーベース 暗号化されたネイ

ティブの人材プール 合理化され

た採用プロセス 低い手数料と採

用までの時間 
 

 

 

広告主 ネットワーク 上に広告を掲載する
より質の高い広告主にアクセスできる 

 
 

開発者とサードパーティの
販売者 

製品・サービスの提供 質の高

いパートナーのキュレーション 
マーケットへのアクセス 
グローバルオーディエン

ス 
 

 

 

投資家は  資本を提供する 例外的なリターン 
 

Bondexエコシステムは、様々なステークホルダーのインセンティブを調整し、人材や組織に価値を再

分配し、すべての参加者に価値を生み出すことで、プロフェッショナルネットワークの経済モデルを
再定義します。 
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AppleまたはGoogle 

Storeからアプリをダウン
ロード 

より多くのユーザーを招待
する＝報酬の増加 

仕組み 
 

プロフェッショナ
ルなプロフィールの構築 

 
レジュメのアップロー
ド＝報酬のアップ 24h 

時間24ごとにログイン 

4.4 Bondex Originアプリ - ネットワークの創世
記 

Bondex Originモバイルアプリは、BNDXトークンの報酬とゲーミフィケーションを活用し、ネットワーク効果

による指数関数的な消費者/ユーザーの成長を達成することで、ネットワークのユーザー獲得を急進させており、

2021年8月のローンチ以来、275k人以上のユーザーがBondexに参加しています（2021年12月7日）。大規模

な人材プールでネットワークをシードすることは、Bondexエコシステムの最初のブロックです。 

Bondex Origin Appは、エコシステムに参加し、グローバルな人材プールの構築に貢献したアーリーアダプター

に、トークンによるインセンティブを与えます。このアプリでは、登録したユーザーが1日1回ログインするだけ

で、携帯電話で最大100万50BNDXトークンを自由に採掘することができます。このアプリは、BNDXトークンを

通じて、ユーザーが登録し、履歴書をアップロードし、プロフェッショナルなプロフィールを構築し、さらにユ

ーザーを紹介してネットワークを拡大することを奨励します。 

 
どのような仕組みになっているのですか？ 

 

 
 

 
ユーザーは、Bondex Originアプリを日々利用することで、BNDXトークンを獲得することができます。報酬を

得るためのメカニズムについては、後述のトケノミクスの項で説明します。 
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4.5 Bondex Network - OriginアプリはBondex 
Professional Networkに進化する 

Bondex Network - ベータ版は2021年第4四半期に発売されましたが、それ以来、私たちの技術チームは常にア

プリをアップグレードしており、年内には市場に堅牢なバージョンを提供する予定です。私たちの計画は、その

機能とユーザーへの価値を常に進化させることであり、この製品に満足することはありません。 
 

ベータの特徴 
 
 

 

 

電子メールまたは電話
番号でのサインアップ 

 

 
プロフェッショナ
ルなプロフィール
の構築 

 

 
モバイルマイ
ニング 

 

 
トークンを使ったプロ
フィール構築とリファ
ーラル 

 

 
広告機能の統
合 

 

 
トークンの購
入機能 

 

 
ユーザ
ー発見 

 

 
ユーザー間のアプリ
内メッセージング 

 
 

MVPの特徴。 

 キュレーションされたニュースフィードセクション（例：Twitter） 

 優秀なインフルエンサー 

 オピニオンリーダー 

 ニュースプロバイダーとのパートナーシップ 

 グループチャット（例：Discord） 

 プロフェッショナルネットワークとの連携 

 アプリと連動したWeb版BondIn 

 PCでプロのプロフィールを作る 

 募集中の職種に応募する 
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プレミアムサービスです。 

 メールサービスでは、ネットワーク外の人に連絡する 

 キャリアビルダー - 需要に応じてどのようにスキルアップするか、データに基づいた洞察が得られます。 

 資格 - クレデンシャルを獲得する 

 オポチュニティ・フィルタリング - 時間と労力の節約 

 専任のサクセスマネージャーによるハンズオンサポート 
 

4.6 BondIn - ブロックチェーン業界向けジョブポータル 
Bondexの求人ポータルと人材マーケットプレイスは、Web3テクノロジー、AI、機械学習（ML）を活用して、

求職者の選別、職務要件に対する（主張する）スキルや適性の審査、テストや面接のための候補者の絞り込み、

審査や検証といった労働集約的な作業を自動化し、大幅な低コストで実行します。 
 

MVPの特徴。 

 リクルート/企業/人材派遣会社の求人情報を掲載しています。 

 リクルーターのためのプロフェッショナルなプロフィール - 購読ベース 

 大量のプロフィール検索とレジュメのフィルタリング 
 候補者の応募が可能に 

 

ロードマップの特徴1.0 

 Vetting - スキルを検証するための技術的な評価 

 資格 - 職務経験、バックグラウンドチェック（時間内）、医療資格など、資格を事前に確認します。 

 POAP NFTSは、有効な資格とスキルに対して発行されます。 

 フリーランサーの人材交流 
 コンティンジェント・ワークフォース向けエスクロー・仲裁サービス 
 クロスボーダー決済のためのペイメントレール 

 P2Pプロフェッショナルレーティング 

 マッチングアルゴリズムに関するAI人材紹介会社との提携 

 教育リソースとのパートナーシップ - 例：オンラインおよび物理的なコーディングスクール 
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フェーズ2 独自のAI機能 

マッチング：ユーザーがアップロードした履歴書は、プロフィールや資格情報とともに、最新のML技術を用い

た独自のAIアルゴリズムで処理され、費用対効果の高い効率的な候補者と求人情報のマッチングが可

能になります。 

AIは、専門家によるフィルタリング、評価、レーティング、求人情報と多様なグローバル人材プールからの候補

者とのマッチングをリアルタイムに自動化することで、手間やミスが発生しやすい既存の採用プロセスを効率化

することができます。機械学習とAIによるマッチングは、採用プロセスにおけるバイアス（人種、性別、年齢）

を制限し、透明性を高めることができます。分散型ブロックチェーン環境では、マッチングの質を向上させる

ことで、正社員、契約社員、オンデマンド業務のために、吟味されたグローバル人材のプールをコスト効率よく

提供することができます。 

 
4.7 The Vault - クロスチェインウォレット 

ロードマップの特徴1.0 

Bondexは、Bondexトークン、Bitcoin、Ethereum、USDCを含

むすべてのSPLベースのトークンとNFTを保持して取引で

きる、カスタマイズされたBondex UIとSolanaライブラ

リを備えたPhantomウォレットをリリースします。トー

クン保有者は、Bondexトークンを賭けて、利回りを得るこ

とができます。 
 

相の特徴2。 

Bondex社は、Moralis言語を使用したネイティブ・クロスチェーン・ウォレットを構築し、主要なトークン/NFT
に加えて、すべてのEVM互換トークンを保持することができ、完全なDeFi機能を提供します。 

Bondex Walletは、ネイティブな決済ツールに加えて、複数のサードパーティ製DeFiプロトコルを統合する予定

で、ユーザーはBondex Walletのセキュリティと利便性を利用して、ステーク、ファーム、借入、貸

与をシームレスに行うことができます。 
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5. 発売後のマイルス
ト ー ン  - 8 月 
2021 

外部からの資金調達なしで、私たちは 

 5月にBONDEXを設立 2021 

 グローバルに展開するチームの構築 

 ホワイト＋ライトペーパーでウェブサイトを立ち

上げた https://www.bondex.app/ 

 iOS/Android用アプリ「Bondex Origin」の提供を開始 

 エコシステムの構築＝初期のユーザー獲得 

 ブロックチェーンのネットワーク効果 

 最初の構成要素としての大きな人材プール 

 本格的なOriginアプリを年内にリリース予定 
2021 

 タレントのエコシステムを急速に拡大するための主

要なパートナーシップを構築 

 トークンによるエコシステムを実現するために、ブロ

ックチェーンベースのプラットフォームの開発を急

ピッチで進めている 

http://www.bondex.app/
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6. ビジネスモデル 
Bondexエコシステムは、需要側と供給側の両方のユーザーにとって効率的かつ経済的になるように設計されてい

ます。私たちのビジョンは、Bondexエコシステムが透明性を高め、インセンティブを調整し、手数料を下げるこ

とで、需要サイドの人材獲得と管理のコストを削減することです。供給側では、私たちの革新的なビジネスモデ

ルにより、ユーザーはトークン化されたインセンティブを通じてエコシステムの収益に参加することができ、ネ

ットワークの真のステークホルダーとなります。このプラットフォームでは、以下のような付加価値の高いプレ

ミアムサービスから収益を得ることができます。 
 
 

 

 

 
仕事を投稿する＆人を見る（需要者／雇用者） 

 

 

 
採用担当者のアカウント（需要者／雇用者） 

 

 

 
ユーザープレミアムアカウント（Supply/Talent） 

 

 
 

広告（ターゲットまたは一般） 

 

 

 
為替手数料 

 
エコシステムの純利益の一部は、ネットワークのボーナスや報酬に割り当てられます。ネットワークの価値は

、トークン保有者に発生します。 
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7. トークンエコノミーモデル 

7.1 目的 

Bondexトークンの経済モデルは、最大化するように設計されています。 

 すべてのステークホルダーのインセンティブの整合性 
 今までのビジネスモデルを超えたユーザーの経済的報酬 
 ネットワーク効果の創出 
 ガバナンスと地方分権を促進するメカニズム 

 

7.2 BONDEXのトークン、BNDXは何に使われるのですか？ 

BNDXは当社の固有通貨であり、Bondexの交換媒体となり、ネットワークジョブ、リワード、インセンティブ、

ステーキングを可能にします。BNDXは、ネットワーク参加者がエコシステム内のプレミアムサービスや機能に

アクセスできるようにするユーティリティトークンです。また、インセンティブによる参加促進や、プラットフ

ォームの機能、課金、収益分配、トケノミクスに影響を与える重要なガバナンス決定に参加する手段としても利

用されます。トークンの用途は以下の通りです。 

データのマネタイズと価値の分配 
ネットワークの報酬とインセンティブ 
ガバナンス 

DeFi 

利益配分は四半期ごとに行われ、ネットワークの利益の一定割合を取り、公開市場でBNDXトークンを購入し、1
）すべてのBNDX保有者のためのRev Sharingプール、2）高評価を維持するユーザーのためのPerformance 
rewardingプールに分配されます。Bondexの分散型ビジネスモデルは、長期的な成長と価値創造のために参加者

のインセンティブをより適切に調整します。 

BondexのトークンであるBNDXは、発行者に対するいかなる種類の請求権も表すものではなく、証券や債務証書

ではなく、いかなる法的権利や請求権も表すものではありません。 
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7.3 Bondexトークンの報酬はどのようにして得られるのですか？ 

ユーザー／タレント 



働き方の未来のためのウェブ・プロフェッショナル・ネット

ワーク3.0 
24 

 

 

雇用者 



 

 

7.4 トークンの経済的な流れ 
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7.5 BNDXの追加ユースケース 

1. データのマネタイズと価値の分配 

データの自己主権は、Bondexのエコシステムの中核をなしています。LinkedInのような他のレガシー・プ

ラットフォームとは異なり、Bondexのユーザーは、広告を受け取らないことや、自分のデータを第三者の広告

主と共有しないことを選択できます。 

しかし、Bondexでは、ターゲット広告を受け取ることを選択したユーザーには、BNDXトークンで金銭的な報酬

が支払われます。また、Basic Attention Token（以下「BAT」）と同様に、Bondex上の広告主は、BNDXでユ

ーザーに広告料を支払うことができます。 
 

2. ステーキング 

BNDXトークンを保有することで報酬を得る方法で、有利子の預金口座のような「ステーキングプール」を

介して行われます。ステイキングを行うことで、保有者はトークンをより長く保有するようになり、トークン

の価格が安定します。また、Bondex社は、ステイクされた暗号を、Defiのエコシステム内の様々な利回りを

生み出す環境に展開します。 

最初の賭け金は12%APYから始まり、ユーザーがプラットフォームを利用するにつれ、対数的に減少していき

ます。 

当初は、Bondexウォレットでステーキング機能が利用でき、最終的にはすべての主要ウォレットで利用

できるようになります。 
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8. マーケティングとGo to Market 

8.1 コミュニティと教育 
Bondexは、新しい破壊的なソリューションを提供する新興のブロックチェーンネットワークであり、ユーザーが

価値を提供するビジネスの成長と成功のステークホルダーになることを可能にします。Bondex社は、社内にマー

ケティングチームを設置し、外部のコンサルタントのサポートを受けながら、ソーシャルメディアチャネルを監

督し、立ち上げ前のコミュニティを構築しています。今後は、当社の技術や製品、ブロックチェーン技術やス

マートコントラクトを人材市場に適用することのメリット、ネットワーク参加者とのトークンによるレベ

ニューシェアを通じた現在の独占的な技術プレイヤーに対する代替手段などについて、ユーザーの教育を開始し

ます。 

当社は、すべてのチャネルでユーザー獲得の大きな速度を達成しました。また、ソーシャルメディアを活用

したマーケティング活動では、慎重に管理されたインフルエンサープログラムを通じてソートリーダーシップを

発揮し、次世代の人材エコシステムを構築するために、分散型技術を活用した分散型ビジネスモデルのチャンピ

オンとしてBondexを推進していきます。私たちは、さまざまなチャネルでインフルエンサーと提携し、長期の

権利確定期間やロックアップを含むアドバイザリートークンプールの一部を提供することで、投稿ごとの報酬モ

デルから長期的なパートナーシップモデルへと移行しています。 

さらに、長期的な成長を目指して、ステークホルダーの皆様との対話や教育を継続するために、関連コンテンツ

の年間編集カレンダーを作成します。この取り組みには、アナリスト・ブログ／レポートが含まれます。 

 
8.2 ビジネスディベロップメント＆ダイレクトセールス 
トークン化された報酬、外部のトップマーケティング企業、エンタープライズソフトウェア＆タレントネットワ

ーク／マーケットプレイスで実績のある社内の経験豊富な営業チームを組み合わせて、多方面から企業にBondex
の利用を促します。 

ダイレクトセールスチームは、LinkedIn、Monster、Adecco、Indeed、Manpowerなどの大手企業

で人事・採用サービスを販売した経験を持つベテランのセールスVPが中心となって、法人顧客の開拓を行いま

す。 
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ブロックチェーン業界に焦点を当てるために、私たちのチームはベータプログラムを開始し、需要側の50のクラ

イアントとネットワークを結びました。BondInのジョブマーケットプレイスを立ち上げる際には、まずブロック

チェーン業界に特化し、雇用50主と既存の大規模な暗号化されたネイティブの人材プールをシードする予定です

。 

 
8.3 マーケティングパートナー 
資金調達後は、モバイルアプリや暗号に特化した一流のマーケティング会社と提携し、Bondex Network
の従来型の広告キャンペーンを実施する予定です。彼らは、ブロックチェーンのスキルやノウハウを持つ専

門家や、この業界への参入に関心のある人をターゲットとしたユーザー獲得を増やすためのマルチチャネル・マ

ーケティング戦略の実行を支援してくれます。 

Bondexは、初の分散型暗号中心の人材プールポータルであり、マーケティングプラットフォームパートナーとの

クロスマーケッティングが可能なユニークな立場にあります。同様に、Ibcgroup.ioやSerotonin.coともクロス

マーケティングを行う予定です。これらの組織は、確立されたブロックチェーン企業をクライアントとして多数

抱える、確立されたマーケティング組織です。当社の初期のユーザー層はヘビー・クリプトであるため、Bondex
は理想的なクロスマーケッティング・パートナーとなるでしょう。IbcgroupとCoinzillaは、既存のブロックチェ

ーンファンドや投資家の大規模なプールを活用することで、資金調達活動においてBondexと提携することができ

ます。 

 
8.4 ブロックチェーンのインセンティブ - ネットワーク効果 

資金調達後は、モバイルアプリや暗号に特化した一流のマーケティング会社と提携し、Bondex Network
の従来型の広告キャンペーンを実施する予定です。彼らは、ブロックチェーンのスキルやノウハウを持つ専

門家や、この業界への参入に関心のある人をターゲットとしたユーザー獲得を増やすためのマルチチャネル・マ

ーケティング戦略の実行を支援してくれます。 
 

a. トークン型インセンティブ 

当社は、従来のマーケティング戦略に加え、ネットワーク効果によるユーザーベースの成長と急速な拡大を促進

するため、革新的なトークノミックモデルを設計しました。当社のインセンティブは、人材市場の需要側と供給

側の両方の成長を増幅させることに重点を置いています。 
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b. Originアプリ - サプライサイド 

Bondexは、Originマイニングアプリの立ち上げから始まりました。トークン報酬を利用して、人材の広範なネッ

トワークを構築し、低コストで高いコンバージョン率の獲得ツールを提供しています。このアプリは、世界中の

プロフェッショナルを惹きつけており、その大部分は、現在の労働市場で最も求められている技術やブロックチ

ェーンに精通したプロフェッショナルです。 

このアプリは、携帯電話で無料で採掘されたトークンを、取引所に上場されているBNDXトークンに1:1の割合で

変換し、ユーザーにインセンティブを与えます。この無料マイニングアプリには、当社の全トークン供給量の

うち5,000万ドルを投入する予定です。 

この驚異的な成長と高いエンゲージメントを持つユーザーベースは、私たちのブロックチェーンによるインセン

ティブ配信モデルと、その供給側を破壊する能力を証明しています。"供給側の破壊は、新しいイノベーションや

技術が、古い技術よりも優れた方法で消費者価値を提供する場合に発生します..."。 
 

c. イントロデューサー（ボンダー） - Demand Side 

人材と雇用主の両方をBondexネットワークに紹介することに成功すると、BNDXトークンも獲得できます。

Bondexネットワークでは、タレントネットワーク内でのメンタリングやチームビルディングを奨励し、それに報

いるための階層構造が導入されます。これにより、Bondexネットワークは、単独での雇用や、マネージドサ

ービスを提供する既製のチームを提供するという多様性を持つことになります。 

法人顧客の獲得は、「イントロデューサー（紹介者）」または「ボンダー（保証人）」が行いますが、彼らは新

しい雇用者のオンボーディングに成功すると、報酬を得ることができます。資金調達後は、ブロックチェーンの

インセンティブを補完し、顧客の成長を増幅させる従来型の企業向けセールスフォースを構築します。当初

は、急速な成長にもかかわらず、人材市場が未成熟で、需要が著しく上回っているブロックチェーン・エコシス

テムに焦点を当て、Bondexネットワークの完璧な出発点としていきます。 
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9. ボンデックス・トケノミクス 
9.1 トークンセールの価格 

 

トークン販売 トークン 価格 日付 

先行販売 1 5m $0.17 ジャン 2022 

先行販売 2 10m $0.21 TBD 

先行販売 3 15m $0.25 TBD 

新規株式公開 120m TBD Q1 2022* 

*トークン・ファイナンス・イベントのタイミングは、市場の状況に左右されます。 

調達資金の使途 
 
 

コンティンジ
ェンシー 10.0 

オペレーショ
ン 15.0 

法務・コンプ
ライアンス 
5.0 

 

対象となるBondex Tokenの配布 
 

流動性 3.0 

リザーブ 
10.0 

報酬 
35.0 

シード 
2.0 

 
マーケテ
ィング 
30.0 

ビルド 
40.0 

 
 
 

プライ
ベート 
5.0 

コムニティー・
セール 15.0 

チーム 
19.0 

アドバイザリー/パート

ナー 6.0 

エコシステムファン
ド 5.0 
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9.2 トークンの配布とロックアップ 
 

ディストリビューション クリフ(月) ベスト（月）※1 

先行販売 1 IEOで20 12 

先行販売 2 IEOで15 12 

先行販売 3 IEOで10 12 

新規株式公開 3 12 

チーム 9 36* 

アドバイザリー/パートナー 9 36* 

エコシステム基金 3 36 

報酬 リニア リニア 

リザーブ 24 0 

流動性 0 0 

 
*ボーナス放出のパフォーマンス・インセンティブ・スキーム 

Bondex社が以下のパフォーマンス目標を達成した場合、チームトークンとアドバイザー/パートナートークンの

割り当てのうち、ロックされたトークンが以下の表のように早期に解放されます。 
 
 
 

チーム 1mのデイリーアクティブユーザー 20  

5mのデイリーアクティブユーザー 40 

アドバイザリー/パートナー 1mのデイリーアクティブユーザー 20  

5mのデイリーアクティブユーザー 40  

  GSC 

業績目標 リリース 
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9.3 トークンの価値 

Bondexは、トークンの価値を維持するためにいくつかの戦略を実施します。 

ロックアップについてすべてのトークンの割り当て（コミュニティ・セールの一部を除く）には、ロックアップ
の規定が適用されます。 

トークン保有者へのレベニューシェアの仕組みが、価格の安定性をもたらします。 
私たちのビジネスモデルとユースケースは、主流の経済に統合されており、タレントの取引や広告収入から手数

料を得て、純粋なブロックチェーン取引と比較して、市場の変動からある程度守られています。 

 
10. 使用された主な技術とアーキテク

チャ 

10.1 モラリス 
Bondexネットワークは、テクノロジーにとらわれないMoralis Web 3.0アーキテクチャで構築されています。こ

れにより、ネットワークは新しい技術を採用することができ、エコシステムに素早く柔軟性を与えることができ

ます。また、クロスチェーンのDappsの開発を促進し、採用範囲を広げることができます。 

 
10.2 インターネットコンピュータ 
最終的には、BondexはICP上にフロントエンドとバックエンドの両方を展開し、完全に分散化されたシステムア

ーキテクチャを実現することで、参加者に大きな利益と機会をもたらします。 

ICPは、スマートコントラクトやデータ計算をスケーリングし、ウェブスピードで実行し、データを安全かつ効率

的に処理・保存するように考案されています。ICPは独立したデータセンターの分散型ネットワークでホストされ

ているため、単一の中央当局の管轄外であり、現在の独占的なインターネットビジネスに存在するような人間の

ゲートキーパーによる権威的な制御からアプリケーションやサービスプロバイダーに自由を提供します。ICPユー

ティリティートークンは、オープンガバナンス/投票/ステークを提供し、人々がネットワークのアップグレード

や改善のための提案に参加することができます。 
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10.3 BNDX トークン 

BNDXは当初、SPLトークンとなります。ICPへの移行後も、SWPLコントラクトは、SPLメインネットの台帳上で

、ステークとガバナンスのための最終的な取引を決済するために使用されます。その他のスマートコントラクト

の実行は、ICPのMotokoコントラクトに移行します。 

 
10.4 ソラナ 
BondexのスマートコントラクトのインフラとバックエンドはSolanaブロックチェーンの上に構築され、Bondex
のDeFiエコシステムのすべての側面はSerumのインフラを使って構築されます。Solana上に構築することで、

Bondexはスマートコントラクトレベルでのスケーラビリティを実現し、Ethereumなどの他のチェーンで提供さ

れている高いレベルのセキュリティと分散性を維持しながら、プラットフォーム上で高速（シャーディングなし

で65k+TPS）かつほぼ無料で取引を行うことができます。また、ワームホールブリッジは、SolanaとEthereum
の間のクロスチェーン活動を可能にします。 

ソラナは非常に大きな助成金の予算を設定しており、Bondex社はこれを利用したいと考えています。これにより

、Bondex社は資本金を増やすことができるだけでなく、ソラナのコミュニティと連携し、ソラナの開発者やリー

ダーとの戦略的パートナーシップを得ることができます。 

 
 

11. 進歩的な地方分権へ
の道 

Bondexは、エコシステムの要素を分散化することで、ネットワークとコアサービスのセキュリティと効率性

を損なわずに、価値を高め、信頼性を高めることを約束します。この戦略には、財団を設立し、所有権を取得

し、スマートコントラクトを介してコミュニティの所有権に移行できないコミュニティの資産をコントロールし

、BNDXトークンの保有者によって統治されることが含まれます。 
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12. パートナーシップ 
Bondexは、Ascott Groupのすべての顧客に直接連絡を取り、無料トライアルを提供することで販売されます。

Ascott Groupは数多くの顧客データベースを持っており、過去・現在の顧客の中にはPhilips、Samsung、
General Electricなど、各分野で有名な企業も含まれています。 

 

タレントソリューション  
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13. 結論 
ユーザーを商品とみなし、プラットフォームの成長にユーザーを参加させず、金銭的な報酬を提供せず、ユーザ

ーデータへのアクセスや料金に関するポリシーで負担をかけることが多いテクノロジーの独占企業を打破するた

めの革命に参加してください。現在の人材獲得と管理のプロセスは、時間がかかり、時代遅れで、断片的であり

、人材と雇用者にとってしばしば高くつきます。Bondex社では、ユーザーがネットワークであり、したがってエ

コシステムの一部の所有者であるべきだと考えています。私たちは、グローバルな人材市場のすべての参加者に

大きな価値をもたらす、新しいオーナーシップモデルのネットワークを設計しました。 

Bondexのエコシステムは、グローバルな人材市場を破壊し、すべての参加者のインセンティブをより効率的に報

い、調整する新世代のWeb3.0インフラを象徴しています。 
 

タレント革命に参加しよう 

 
私たちとつながってください。 
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