
Good afternoon, all the joining partners who are going to pay. I am very happy today at 3:30 pm on July 

16th. So I can communicate with you in the air voice of the air voice. So sincere friendship comes from 

constant self-introduction. I am Mr. Zheng from Malaysia. So today, with a very excited mood, I report a 

lot of good news to everyone and this place and direction to pay attention to. Then we all know that the 

digital bank will be announced in the autumn seeding. The world premiere of this line will be on July 

18th to 19th. The sharing meeting was a shocking news for us. Everyone knows that in this era of 

information technology can certainly change everything. No industry can be protected from this. Then 

the financial industry certainly suffers from the power of the Internet. Huge impact. 

Then the form of financial products and services has undergone an unprecedented change. Therefore, 

the combination of finance and technology has brought our digital bank into the era of pilot reform. So 

every time we reform and we get rich, we are leading the entire market worldwide. 

Then when the digital bank was born, we gathered together to make a perfect combination with the 

digital bank. So it's not so much digital banking. We acquired Juju. 

From my point of view, I think that our original intention is that everybody's mind reflects love and 

protects all our investors. Under the escort of an aircraft carrier, we will go a long way in the future. 

Such a big wish that we are about to set sail. 

I believe that not every boss is willing to give his business to others to make acquisitions but for all the 

funds we pay to join us can get a safer way to deal with the digital bank we entered. 

This is the so-called new era with new ones. 

Well, words in this area are given to us to get rich. Printed on. 

This is a very, very exciting feeling. 

The era of digitization is inevitable. The transformation of digitization is the general trend of the banking 

industry. The trend is to use these big data and improve their own information technology plus the 

support of national policies. Then we see that many and many countries, especially those in China, have 

already pushed their policies towards this. A wave banking industry is bound to usher in a bright future. 

Against this background. We were single and we saw AB Global Investment Bank. Then let us get rich 

and choose. 

So when we are about to publish so much good news, I believe that everyone has seen a lot of 

information recently released one after another. 

Because we are the same number of our first premiere conference, we are also the penultimate day of 

such a new type of waiting to greet its arrival. I believe that everyone is the same as me. We are both 

excited and looking forward to really everyone Wait and see. 

Explain some of the details of our Global Investment Digital Bank and our analysis of Qiu Zhong's voice 

sharing yesterday. 

Before that, I need to report a few things to you. Then we all know that I had an official announcement 

before to tell you that the company has continued to work hard and insisted in the past few months. 

this stage. 



Then after discussing with the senior executives of this digital bank and the management of our 

company, we have transferred the details of how to transfer this account to the digital bank. These 

details have been finalized. What are the steps to be paid attention to? Members need to update all the 

examinations owned by their own Jufu to the same email address. I must pay attention here that we are 

also 1 person and have up to 7 accounts, which means that you must only You can fill in 7 identical email 

addresses. If you use this email address, you must also ensure that you can receive the email. Don’t fill 

in an email address. When the email cannot be received, the company will send you information or send 

you some passwords. Waiting time If you can’t collect it, you must make sure that the email you fill in 

can receive the mail because the company will transfer the final data to this system according to the 

Global Investment Digital Banking system in the near future, that is, in the next few days. Then the 

system will use the email address we filled in as the connection, so we have to be very, very careful to 

handle this matter. 

So we see that it is much better at this stage. These members will come to ask for different usernames. 

We can bind the same email address. 

Make sure that this word is your account with the same name and you can bind the same email address. 

Some people say that my team has some partners who will not operate it. Then his account is managed 

by me. Can I also fill in the same email address? That is, A account is Chen Xiao's name. 

Then My account is the name of Zhang Xiaohua, these two accounts are different names. Can you fill in 

the same email address? In fact, you can use the same email address. You can only use the same email 

address, but just say what you should pay attention to because when we are in IT In the system, he 

owns multiple accounts, but you only need to log in to your main account to manage other sub-

accounts. This system is based on the e-mail you bind to complete the combination. That is to say, if you 

Fill in the seven same email addresses, then the company will use the date you registered in the 

company as the main account, so the registration itself will be your sub-account. 

That is to say, when you log in to your main account, you can see another 16 accounts at the same time. 

If you can handle 7 accounts together in one login system, then these 7 accounts can be in different 

Registered in the team so each has its own organization chart only because the system of digital banking 

is a very good system and can be so accurate. So no one needs it. What I have to explain here is that if 

today the account is not yours, then you have to fill in the same email address as our digital bank. When 

you log in, then you become a combined account to manage. Do you understand the meaning? 

You must be very clear that this account we just mentioned is that different people have money and 

have the same mailbox. Then when we are in the system of our digital bank, you only log in to one 

account to manage two. Then this time may Confusion arises when your friend suddenly wants to log in 

by himself, he also needs to log in to you to watch. Everyone remembers that he also needs to log in to 

you to see it. Then in this case, you have to log in to him because he can see your information.If you are 

not willing to log in to him, you can see him. Then you can ask him to fill in his own email address. 

Everyone understands that the husband is different from the husband. You fill in the same email 

address, then your husband is someone else. When a person is unable to log in to the digital bank to 

make a complaint, so many times received such complaints to verify that the husband is in the 

possession of two completely different people but filled in the same email address, then we will be 

These two accounts are blocked at the same time. 



So here we must remind all the partners again that it is not your account. Don’t fill in your email 

address. Then we will fill in our partners. You can also help him fill out his own related. His email address 

so that he can log in and query a series of data in the digital bank. This will protect you more. Do not 

think that it is convenient for you to manage and fill in the same email address, which will cause more 

unnecessary troubles in the future. . 

So I once again sternly remind my partners to pay very, very careful attention to this point. 

Therefore, in this announcement, we also explained that when members log in to the Global Investment 

Digital Bank account for the first time, we need to use the main account, which is your earliest 

registration. This account is the main account. This user name is your original password. The system will 

automatically generate a new password and send it to the designated email address you filled in when 

you registered. Then the member must log in according to the received noun password. Then you can 

change your mobile phone number to change yourself The login password is the transaction password, 

so the transaction password is the so-called secondary password. Then these passwords cannot be the 

same according to the company's password. 

So everyone should pay great attention to all of what I have just said. Some people will tell me that I 

may have more than 7 accounts because some of my accounts are registered with the name of my child. 

This is okay. If you remember if you have more than 7 accounts may have 14 accounts, so you can bind 7 

accounts with one mailbox. The other mailbox is different. This email address is bound to the other 

seven. So understand? It’s very simple. If you own 10 accounts, you want to take it back and manage it 

yourself. Then you fill in an email address for 7 accounts. Then you fill in another email address for the 

other three accounts. Then you You can manage these two email addresses separately. Now you can 

manage these 4 accounts through these two email addresses. This is very simple. 

Of course, we once again call on us today is July 16th and the last day to register the digital bank since 

Qin us. Since Qin Company will definitely not open any opportunities for registering digital banks in the 

near future, everyone remembers that registering digital registration digital banks is the deadline before 

12 o'clock tonight, so everyone must grasp the sprint of registering digital banks today. Otherwise, you 

have to wait for 3 months after the digital bank has taken it before we can once again see how to open 

the discussion with the digital bank. 

Then the company will also give me a special account for you. In order to cooperate with the channel of 

the Global Investment Bank, our company will give priority to unlock the MT4 amount and transfer it to 

the system account of our Global Investment Digital Bank, so we need to submit it to a third party. The 

payment withdrawal list is processed in advance so our financial customer service will take the 

withdrawal status of some members on the 16th today. 

We will change it to paid in advance. If everyone sees that the status of their cash withdrawal in the 

background has been changed to payment after payment, you have not received the payment. You 

don’t need to worry. Then you can wait for the next two weeks or so. If you arrive after two weeks, if 

you do not arrive, you will be able to submit it to our customer service at the end of July to carry out this 

review, then we will pay you. So basically, these lists have already put our third-party payment platform 

in progress. We are making money one after another. It is just that the limit of money has a certain 

amount of funds and a limit on the amount of money every day, so please be patient Waiting. 



Therefore, we will change the process of payment to payment in advance for some members. If the 

account is at the end of July, if you see that it has been changed, no matter you haven't arrived yet, you 

will only submit it. We will only submit it. 

Then you can submit the flow of the bank in and out of July to the financial customer service for this 

review. The main affected country is actually Mainland China because we know that the number of 

registered members in Mainland China is very large. Then in July, there will also be There are many 

restrictions, so we must quickly start the digital bank to solve the problems of these sectors. The most 

affected country should be only the mainland of China. But you don’t need to worry. As I said just now, 

remind companies to submit the list to us. The third-party payment platform will be used to make 

payments. Of course, the technical department will also close the cash withdrawal function at 11:59 this 

evening. At the same time, the finance department will be on the 17th, that is, the private 17 will be 

from July 2 to July 16. Withdrawal application for the number I will talk about the reminder from July 2 

to July 16 and the withdrawal application that we submitted to the third party for payment processing. 

Then we will carry out the Huang Bohai one-time and we will carry out one-time. 

I can explain here again that the technical department will first close the withdrawal function at 16 

11:59 tonight and the financial department will submit the withdrawal application tomorrow and the 

July 16th to the The third-party payment processing withdrawal application is rejected once. Then the 

main reason is to calculate the correct data because we need to transfer the NTC supporting amount to 

our IVB digital banking system according to the rules of the digital bank. If there is no inconvenience, 

please understand. 

So because of all these preparations and processing methods and strategies are for our data to be 

transferred to the digital banking system without error. What's more, we have a mass of one million 

members, so when we transfer, this section can say that this work is very difficult, so I hope everyone 

can understand the way the company handles this series, so we are all for the sake of beauty. At the 

beginning, everyone was waiting for the company to transfer. 

Relevant announcements should be issued tonight so everyone can follow the official announcements 

for all criteria. Therefore, for this information, we will all use the official announcement as the standard, 

so everyone will wait for the official announcement. It should be issued tonight. Then we all know that 

our parents told us in the voice of last night. 

To pay is about to usher in a historic turning point. We can rebirth by removing obstacles and removing 

obstacles once we are not optimistic. 

Such a feeling, I believe that the partners who have followed us all really feel deeply. 

We all know that in the major rewards, we have continuously released our public account about the 

Global Investment Digital Bank in this major group. Everyone can see a lot of information in the public 

account. I believe many partners also Having searched Google Baidu for information about investment 

banks, we can all see that there is now a lot of information that can be found online, which is very 

exciting. Then everyone also told us that we will hold the 2020 Global Investment Bank's global live 

conference for two consecutive days on July 18 and 19. Then I believe that this release will give you a 

deeper understanding of digital banking. Through everyone's voice yesterday, I don't know if you found 

that our Global Investment Digital Bank is actually ours. 



Located under the Australian Technology Finance Group, this technology diversified finance group 

serves as one of our head offices, namely the Global Investment Bank is its subsidiary. When I talk about 

this kind of information, it is actually a very, very good international group when I go online to query this 

information. I have been talking about this in our aircraft carrier. 

Escort underneath our wife Qi will go further. 

Of course we see everyone telling us about this grand strategy and so on. 

According to Foreign Media Global Investment Digital Bank, it has applied for relevant compliance 

licenses and authorizations in 15 countries. It is really very powerful. According to Foreign Media Global 

Investment Bank, it can complete the Nasdaq OTC version of the listing code within this year. Related to 

this. 

Regarding this point, when I heard that everyone announced it, my Kodi called and asked if all of us 

would be listed. I am more concerned about whether this piece will be listed. We all definitely told me 

that since the Global Investment Digital Bank is a very good investment bank, they have been applying 

for the Nasdaq OTC version of the listing earlier, so the code for listing is also finalized. Next is the code 

of GMB Global Investment Digital Bank. I asked when I was able to confirm the listing. They told me that 

they would be able to determine the listing within this year. It may be very soon in the future. We will 

be able to watch it when we plan to GMB when we are on our Nasdaq OTC version. It is very, very 

powerful to the existence of this listed company. 

Then he told me again and how safe it was when we and the same company were investing in the 

development of the Nasdaq main board in 2022, that is, in two years. 

Next we all tell us that there will be a series of these guests shouting for our platform on the 18th and 

19th. We are honored to have invited them to witness this important opening moment of the Global 

Investment Digital Bank together. So I want to be some important guest. The name I heard is so good to 

check it online. Does all this really come for us as a platform for global investment digital banking? 

I believe that in these few days, when these news include that we are on the July 19th online premiere 

conference, everyone really wants to stay behind at this time. We will witness this historic moment 

together because I believe you will never In an investment project, I saw that there were major fields 

and these important figures making platform shouts for a platform. 

I admit that I have invested a lot of these project parties. I have not seen a project party that can invite 

this big group of powerful people to support this platform on this platform. This is unprecedented. I 

believe that there is no one before. No one came. 

So everyone must be in our world premiere press conference. Many of us said that there is no way to 

log in and fill in the information. Then everyone under 40 should be no problem, because I tried the 

connection information last night and can successfully register. Registration is not the number of 

registration or this registration is the mainland bank to participate in this online conference. If you don’t 

arrive, it doesn’t matter. But it’s best to fill it out. Then the company will issue related links to everyone 

on our 18th and 19th. Can all participate in such a feat and such a grand event together. Then, because 

this connection is sent out, you can just click and you can go in and see. So you don't need to worry 



about our global premiere conference will have related connections sent to major hospitals to give 

everyone to let all global technical partners can participate in the testimony together. 

In the voice of everyone yesterday, the other important point I heard was that the global investment 

digital bank was born. Of course, the digital bank is the leading sector. 

Then another advantage is that it also combines this global unique MT5 LP. The hedging mode is not the 

same as the Chinese mode we used to gather in the rich gesture mode. 

Then when we entered the digital banking sector, we broke through another level of our foreign 

exchange sector. We have already ushered in our own original MT5 hedging model, so we are about to 

upgrade to an investment bank. When upgrading to MT, everyone will have their own problems. With 

this account, we will be able to watch every real interactive transaction on the MT my client site. It is so 

exciting to share a heavy message to share. come out. So every list will see the name of the retail 

broker's traffic that came into the bank when you run the order. You can immediately watch such a real-

world transaction in such a live view. So that the transaction experience of the members can be 

extremely global. Investors bring a brand new investment experience. This is really going to shock the 

entire landscape of the global disruptive financial platform that will surely be in the world. 

This is the mission and vision of Aibi Global Investment Capital Bank, so we see the autumn seed 

everyone’s contribution during this period of time. Everyone knows it. Then when it is 1.0, it also 

inadvertently shares itself when walking on the street. Be careful of the news of fainting into the 

hospital. Originally such a news, we are all blocked, we are all blocked. 

 

 

こんにちは、支払いをしようとしているすべての参加パートナー。今日は 7 月 16 日の午後 3

時 30 分にとても幸せです。だから、空中の声であなたとコミュニケーションをとることができ

ます。誠実な友情は、常に自己紹介することから生まれます。マレーシアの鄭さんです。だか

ら今日は、とてもワクワクする気分で、みんなにたくさんの良い知らせとこの場所と注意すべ

き方向性を報告します。そして、デジタルバンクが秋の種まきで発表されることは誰もが知っ

ています。このラインの世界初演は 7 月 18 日から 19 日になります。共有会議は私たちにとっ

て衝撃的なニュースでした。情報技術のこの時代にすべてが確かに変わることができることを

誰もが知っています。これから産業を保護することはできません。それから、金融業界は確か

にインターネットの力に苦しんでいます。大きな影響。 

その後、金融商品とサービスの形態は前例のない変化を遂げました。したがって、金融とテク

ノロジーの組み合わせにより、デジタルバンクはパイロット改革の時代に突入しました。した

がって、私たちが改革して金持ちになるたびに、私たちは世界中の市場全体をリードしていま

す。 



その後、デジタルバンクが誕生したとき、私たちはデジタルバンクと完璧に組み合わせるため

に集まりました。だから、それはそれほどデジタルバンキングではありません。十重を買収し

ました。 

私の見解では、私たちの当初の意図は、すべての人の心は愛を反映し、すべての投資家を保護

することだと思います。空母の護衛の下で、私たちは将来、長い道のりを進みます。私たちが

出航しようとしていることのような大きな願い。 

すべてのボスが買収を行うために他の人に自分のビジネスを提供することをいとわないと思い

ますが、私たちが参加するために支払うすべての資金のために、私たちが入力したデジタル銀

行に対処するためのより安全な方法を得ることができます。 

これは、いわゆる新しい時代の新しい時代です。 

ええと、この領域の言葉は私たちが金持ちになるために与えられます。印刷。 

これはとてもエキサイティングな気持ちです。 

デジタル化の時代は避けられません。デジタル化の転換は、銀行業界の一般的な傾向です。こ

れらのビッグデータを使用し、独自の情報技術と国の政策のサポートを改善する傾向がありま

す。次に、多くの国、特に中国の国々がすでにこれに向けて政策を推進していることがわかり

ます。ウェーブバンキング業界は明るい未来の到来を告げるものです。 

この背景に対して。私たちは独身で、AB Global Investment Bank を見ました。次に、金持ちにし

て選択します。 

ですから、良いニュースをたくさん発表しようとするとき、最近たくさんの情報が次々に公開

されているのを皆が見てきたと思います。 

私たちは私たちの最初のプレミア会議と同じ数なので、そのような新しいタイプの到着を迎え

るのを待つ最後から 2 番目の日でもあります。誰もが私と同じだと思います。私たちは興奮し

ていて、本当に皆が待って見てくれるのを楽しみにしています。 

グローバルインベストメントデジタルバンクの詳細と、昨日の Qiu Zhong のボイスシェアリン

グの分析について説明します。 

その前に、いくつか報告する必要があります。それから、私は以前に公式の発表があったこと

を知っています。これは、会社がこの数か月の間懸命に働き続け、主張してきたことを伝えま

す。この段階。 



 

次に、このデジタル銀行の上級幹部および当社の経営陣と話し合った後、この口座をデジタル

銀行に転送する方法の詳細を転送しました。これらの詳細は確定されました。注意すべきステ

ップは何ですか？メンバーは、自分の Jufu が所有するすべての試験を同じメールアドレスに更

新する必要があります。私も 1 人で最大 7 つのアカウントを持っていることに注意する必要が

あります。つまり、7 つの同一のメールアドレスを入力する必要があります。このメールアド

レスを使用する場合は、メールを受信できることも確認する必要があります。メールアドレス

は入力しないでください。メールを受信できない場合は、会社から情報やパスワードが送信さ

れます。待ち時間収集できない場合は、会社が最終的なデータをグローバル投資デジタルバン

キングシステムに従ってこのシステムに転送するため、入力した電子メールがメールを受信で

きることを確認する必要があります。 、 数日以内に。次に、システムは入力した電子メールア

ドレスを接続として使用するため、この問題の処理には非常に注意する必要があります。 

したがって、この段階でははるかに優れていることがわかります。これらのメンバーは、別の

ユーザー名を要求するようになります。同じメールアドレスをバインドできます。 

この単語が同じ名前のアカウントであり、同じメールアドレスをバインドできることを確認し

てください。私のチームにはそれを運用しないパートナーがいると言う人もいます。その後、

彼のアカウントは私が管理します。同じメールアドレスを入力することもできますか？つま

り、A アカウントは Chen Xiao の名前です。 

次に、私のアカウントは Zhang Xiaohua の名前です。これら 2 つのアカウントは異なる名前で

す。同じメールアドレスを入力できますか？実際、同じメールアドレスを使用できます。同じ

メールアドレスしか使用できませんが、注意が必要なことを言ってください。IT 部門にいると

き、彼は複数のアカウントを所有していますが、メインアカウントにログインするだけで他の

サブアカウントを管理できます。 。このシステムは、結合を完了するためにバインドする電子

メールに基づいています。つまり、同じ 7 つのメールアドレスを入力すると、会社は会社に登

録した日付をメインアカウントとして使用するため、登録自体がサブアカウントになります。 

つまり、メインアカウントにログインすると、同時に 16 個のアカウントが表示されます。 1

つのログインシステムで 7 つのアカウントを一緒に処理できる場合、これらの 7 つのアカウン

トは異なるチームに登録されている可能性があるため、デジタルバンキングのシステムは非常

に優れたシステムであり、非常に正確であるため、それぞれに独自の組織図があります。だか

ら誰もそれを必要としません。ここで私が説明しなければならないのは、今日のアカウントが



あなたのものではない場合、デジタルバンクと同じメールアドレスを入力する必要があるとい

うことです。ログインすると、管理するための結合アカウントになります。意味がわかります

か 

私たちが今述べたこのアカウントは、さまざまな人々がお金を持ち、同じメールボックスを持

っていることを非常に明確にする必要があります。次に、デジタルバンクのシステムにいると

きは、1 つのアカウントにログインするだけで 2 つのアカウントを管理できます。その後、友

人が突然自分でログインしたいときに混乱が発生する可能性があります。彼はまた、あなたに

ログインして視聴する必要があります。彼はそれを見るにはあなたにもログインする必要があ

ることを誰もが覚えています。次に、この場合、彼はあなたの情報を見ることができるため、

彼にログインする必要があります。彼にログインしたくない場合は、彼を見ることができま

す。次に、彼に自分のメールアドレスを入力するように依頼できます。 

誰もが夫は夫とは違うことを理解しています。同じメールアドレスを入力すると、夫は別の人

になります。人がデジタルバンクにログインして苦情を申し立てることができない場合、その

ような苦情を何度も受け取り、夫が 2 人の完全に異なる人を所有しているが、同じメールアド

レスを入力していることを確認すると、次のようになります。 2 つのアカウントが同時にブロ

ックされます。 

したがって、ここではすべてのパートナーにそれがあなたのアカウントではないことを再度思

い出させる必要があります。メールアドレスは入力しないでください。次に、パートナーに記

入します。また、彼が自分の関連事項を記入するのを助けることもできます。ログインしてデ

ジタルバンクの一連のデータをクエリできるようにするための彼の電子メールアドレス。これ

はあなたをより保護します。同じメールアドレスを管理して記入するのが便利だと思ってはい

けません。将来的には不要なトラブルが発生します。 。 

だから私はもう一度この点に非常に、非常に注意深い注意を払うように私のパートナーに厳し

く思い出させます。 

そのため、今回の発表では、初めてグローバルインベストメントデジタルバンクアカウントに

ログインするときに、最初に登録したメインアカウントを使用する必要があることも説明しま

した。このアカウントがメインアカウントです。このユーザー名は元のパスワードです。シス

テムは自動的に新しいパスワードを生成し、登録時に入力した指定のメールアドレスに送信し

ます。次に、メンバーは受け取った名詞パスワードに従ってログインする必要があります。次

に、携帯電話番号を変更して自分自身を変更できます。ログインパスワードはトランザクショ



ンパスワードなので、トランザクションパスワードはいわゆるセカンダリパスワードです。次

に、これらのパスワードを会社のパスワードと同じにすることはできません。 

だから誰もが今言ったことのすべてに大きな注意を払うべきです。私のアカウントのいくつか

は私の子供の名前で登録されているので、私は 7 つ以上のアカウントを持っているかもしれな

いと言う人もいます。これは大丈夫です。 7 つを超えるアカウントがあるかどうかを覚えてい

る場合は、14 のアカウントがある可能性があるため、7 つのアカウントを 1 つのメールボック

スにバインドできます。他のメールボックスは異なります。このメールアドレスは他の 7 つに

バインドされています。分かりましたか？とても簡単です。 10 個のアカウントを所有してい

る場合は、それを元に戻して自分で管理する必要があります。次に、7 つのアカウントのメー

ルアドレスを入力します。次に、他の 3 つのアカウントの別のメールアドレスを入力します。

次に、これら 2 つのメールアドレスを個別に管理できます。これで、これらの 4 つのアカウン

トをこれら 2 つのメールアドレスで管理できます。これはとても簡単です。 

もちろん、今日も 7 月 16 日で、Qin 以来のデジタルバンク登録の最終日です。 Qin Company

は近い将来にデジタルバンクを登録する機会を絶対に開かないため、デジタル登録デジタルバ

ンクの登録は今夜 12 時までの締め切りであることを誰もが覚えているので、今日誰もがデジ

タルバンクの登録のスプリントを把握する必要があります。それ以外の場合は、デジタルバン

クとの話し合いを開始する方法をもう一度見ることができるようになるまで、デジタルバンク

が取得してから 3 か月待つ必要があります。 

それから、会社はあなたのために特別な口座も私にくれます。当社はグローバルインベストメ

ントバンクのチャネルと連携するため、MT4 の金額のロックを解除し、グローバルインベスト

メントデジタルバンクのシステム口座に送金することを優先するため、第三者に提出する必要

があります。支払い引き出しリストは事前に処理されているため、金融カスタマーサービスは

本日 16 日に一部のメンバーの引き出しステータスを取得します。 

先払いに変更させていただきます。誰もがバックグラウンドでの現金引き出しのステータスが

支払い後に支払いに変更されたことを確認した場合、あなたは支払いを受け取っていません。

心配する必要はありません。その後、次の 2 週間ほど待つことができます。 2 週間後に到着す

る場合、到着しない場合は、7 月末にカスタマーサービスに提出してこのレビューを実施する

ことができます。したがって、基本的に、これらのリストはすでにサードパーティの決済プラ

ットフォームを開発しています。私たちは次々とお金を稼いでいます。お金の限度額には、一

定の資金と日々の限度額がありますので、しばらくお待ちください。 



 

従いまして、一部の会員様はお支払い方法を前払いに変更させていただきます。アカウントが

7 月の終わりにある場合、アカウントが変更されていることがわかった場合は、まだ到着して

いない場合でも、送信するだけです。提出するだけです。 

次に、このレビューのために、7 月の内外の銀行のフローを金融カスタマーサービスに送信で

きます。主な影響を受ける国は実際には中国本土です。これは、中国本土の登録メンバーの数

が非常に多いことを知っているためです。そして、7 月になると制約も多くなるので、デジタ

ルバンクを早急に立ち上げて、これらの分野の問題を解決していく必要があります。最も影響

を受ける国は中国本土のみであるべきです。しかし、心配する必要はありません。さっき言っ

たように、リストを私たちに提出するよう企業に思い出させてください。支払いにはサードパ

ーティの支払いプラットフォームが使用されます。もちろん、技術部門も今夜 11 時 59 分に現

金引き出し機能を閉じます。同時に、財務部は 17 日、つまりプライベート 17 は 7 月 2 日〜7

月 16 日になります。番号の出金申込み 7 月 2 日〜7 月 16 日のリマインダーと出金申込につい

てお話します支払い処理のために第三者に提出したもの。その後、黄渤海を 1 回実行し、1 回

実行します。 

ここでもう一度説明しますが、技術部門は今夜 16 時 11 分 59 秒に引き出し機能を閉じ、金融

部門は明日引き出しを申請し、7 月 16 日は第三者の支払い処理引き出し申請が一度拒否されま

す。次に、デジタルバンクの規則に従って、NTC サポート金額を IVB デジタルバンキングシ

ステムに転送する必要があるため、主な理由は正しいデータを計算することです。不都合が無

い場合はご了承ください。 

したがって、これらすべての準備と処理方法および戦略により、データをエラーなくデジタル

バンキングシステムに転送することができます。しかも、メンバー数は 100 万人なので、移管

する際、このセクションではこの作業は非常に難しいと言えますので、このシリーズの扱い方

を皆さんにご理解いただければ幸いです。美しさ。当初、全員が会社の異動を待っていまし

た。 

今夜、関連するアナウンスを発行して、すべての基準で公式アナウンスを誰もがフォローでき

るようにします。したがって、この情報はすべて公式発表を基準とするため、公式発表をお待

ちしています。今夜発行されます。それから私たちは皆、両親が昨夜の声で私たちに言ったこ

とを知っています。 



支払うことは歴史的な転換点の到来を告げるところです。障害を取り除き、楽観的でなくなっ

たら障害を取り除くことで、私たちは生まれ変わることができます。 

そんな気持ちで、フォローしてくれたパートナーの皆が本当に深く感じていると思います。 

私たちは皆、主要な報酬の中で、この主要なグループのグローバルインベストメントデジタル

バンクに関する公開口座を継続的に公開していることを知っています。誰でもパブリックアカ

ウントで多くの情報を見ることができます。多くのパートナーも投資銀行についての情報を

Google Baidu で検索したと思いますが、オンラインで見つけられる情報がたくさんあることが

わかります。これは非常にエキサイティングです。その後、2020 年グローバルインベストメン

トバンクのグローバルライブカンファレンスを 7 月 18 日と 19 日に 2 日間連続で開催すること

も皆さんから言われました。このリリースにより、デジタルバンキングの理解が深まると思い

ます。昨日の皆さんの声を通して、私たちのグローバル投資デジタル銀行が実際に私たちのも

のであることがわかったのかどうかわかりません。 

オーストラリアのテクノロジーファイナンスグループの下にあるこのテクノロジー分散型ファ

イナンスグループは、本社の 1 つとして機能します。つまり、グローバルインベストメントバ

ンクがその子会社です。私がこの種の情報について話すとき、私がこの情報を照会するために

オンラインに行くとき、それは実際には非常に、非常に良い国際的なグループです。これにつ

いては空母で話していました。 

私たちの妻チーの下のエスコートはさらに進みます。 

もちろん、この壮大な戦略などについて皆が語るのを見ています。 

Foreign Media Global Investment Digital Bank によると、15 か国で関連するコンプライアンス

ライセンスと認可を申請しています。それは本当に非常に強力です。 Foreign Media Global 

Investment Bank によると、今年中にリスティングコードの Nasdaq OTC バージョンを完成さ

せることができます。これに関連しています。 

 

この点に関して、みんながそれを発表したと聞いたとき、私のコディが電話して、私たち全員

がリストに載るかどうか尋ねました。この作品が上場されるかどうか、私はもっと心配してい

ます。グローバルインベストメントデジタルバンクは非常に優れた投資銀行であるため、リス

ティングの Nasdaq OTC バージョンを以前に申請していたため、リスティングのコードも完成

していると私たちは皆、間違いなく私に話しました。次は GMB Global Investment Digital 



Bank のコードです。リスティングを確認できる時期を尋ねました。彼らは今年中にリストを決

定できると私に言った。近いうちに来るかもしれません。 Nasdaq OTC バージョンを使用して

いるときに GMB を計画しているときに、それを見ることができます。この上場企業の存在に

とって、それは非常に強力です。 

それから彼は私にそして私と同じ会社が 2022 年に、つまり 2 年間でナスダックのメインボー

ドの開発に投資していたとき、それがどれほど安全であるかを私に話しました。 

次に、18 日と 19 日に私たちのプラットフォームを叫ぶ一連のゲストがいることを皆に伝えま

す。グローバルインベストメントデジタルバンクのこの重要な始まりの瞬間を一緒に目撃する

ように彼らを招待できたことを光栄に思います。だから私はいくつかの重要なゲストになりた

いです。私が聞いた名前はオンラインで確認するのにとても良いです。これらすべてが、グロ

ーバルな投資デジタルバンキングのプラットフォームとして本当に私たちにもたらされるので

しょうか？ 

この数日で、7 月 19 日のオンラインプレミアカンファレンスに参加しているというニュースが

含まれている場合、誰もが現時点で遅れを取りたいと思っています。投資プロジェクトでは、

大きなフィールドがあり、これらの重要な人物がプラットフォームに叫び声を上げることはな

いので、私たちはこの歴史的な瞬間を一緒に目撃します。 

私はこれらのプロジェクトパーティの多くに投資したことを認めます。この強力な人々の大き

なグループをこのプラットフォームでこのプラットフォームをサポートするように招待できる

プロジェクトパーティーを見たことがありません。これは前例のないことです。今まで誰もい

ないと思います。誰も来なかった。 

だから誰もが私たちの世界初演の記者会見に参加している必要があります。私たちの多くは、

ログインして情報を入力する方法はないと述べました。 40 歳未満の方も問題ありません。昨

晩接続情報を試してみて、登録に成功したためです。登録は登録の数ではありません、または

この登録はこのオンライン会議に参加する本土の銀行です。到着しなくてもかまいません。た

だし、記入することをお勧めします。その後、関連するリンクを 18 日と 19 日にすべてのユー

ザーに発行します。こんな偉業や壮大なイベントにみんなで一緒に参加できます。次に、この

接続が送信されるので、クリックするだけでアクセスできます。したがって、私たちのグロー

バルプレミアカンファレンスが関連する接続を主要な病院に送信し、すべてのグローバルテク

ニカルパートナーが一緒に証言に参加できるようにすることを心配する必要はありません。 



昨日の皆さんの声で聞いたもう一つの重要な点は、グローバルな投資デジタルバンクが誕生し

たということです。もちろん、デジタルバンクは主要なセクターです。 

次に、このグローバルなユニークな MT5 LP も組み合わせるというもう 1 つの利点がありま

す。ヘッジモードは、リッチジェスチャーモードで収集するために使用した中国語モードとは

異なります。 

次に、デジタルバンキングセクターに参入したとき、私たちは外国為替セクターの別のレベル

を突破しました。すでに独自の MT5 ヘッジモデルを導入しているため、投資銀行にアップグ

レードしようとしています。 MT にアップグレードする場合、誰もが自分自身の問題を抱える

ことになります。このアカウントを使用すると、クライアントサイトの MT ですべての実際の

インタラクティブトランザクションを監視できます。共有する重いメッセージを共有するのは

とてもエキサイティングです。出てくる。したがって、すべてのリストには、注文を実行した

ときに銀行に入ってきた小売ブローカーのトラフィックの名前が表示されます。このような実

際のトランザクションをライブビューですぐに見ることができます。メンバーの取引経験が非

常にグローバルになることができるように。投資家は、まったく新しい投資体験をもたらしま

す。これは、確実に世界に存在するグローバルな破壊的な金融プラットフォームの全体像に衝

撃を与えます。 

これがアイビグローバルインベストメントキャピタルバンクの使命でありビジョンでもありま

す。そのため、この期間に皆さんの秋の種が貢献していることがわかります。誰もが知ってい

ます。それが 1.0 の場合、路上を歩いているときに誤って共有されます。病院に失神したとい

う知らせに注意してください。もともとそのようなニュースは、私たち全員がブロックされ、

私たちはすべてブロックされています。 

 

 


