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[00:00:00] A very good day to all family members of GIBI, Global Investment, Digital 

Bank and Capital Trust. I'm Dr. Dhurringile and it has been a few weeks since my last 

training session with everyone. The job has been busy with the full listing and OTC 

kubis matter. So today I make time for everyone. So I want to share some great news. 

During the Quantum Leap Summit last month, we share about gibbous OTC market, 

which tingle with excitement. We are extremely excited for this amazing milestone. In 

just a few weeks we have already seen terrific results, but recently an article regarding 

Gibus exposure. No growth in the future. 

 

[00:00:51] We will allow our managing director Wang to do a more detailed report for 

everyone. Now is the most. 

 

[00:01:02] Optimal time to purchase the original share of tiebacks, because we have 

prepared some gigantic news for you and finance pre-IPO shares are still going on with 

a promotional period and members can redeem or exchange one to one Gebek share 

and the special prioritize feverish return or supporter for participating since the 21st of 

September. The five thousand slot for this special promotional package are all riddim, 

and our book, Gibi Management has decided to open up another 2000 slot ish slot for 

15000 starting from today until the 15th of October or when is completely filled, which 

will come for. This promotional campaign is based on a first come, first serve basis for 

members who purchase 15000 packages are popping up in share one. We'll have 

another great news to share. Our defining decentralized finance agreement will 

commence this month so that we will also begin by releasing our first week new funding 

plus liquidity, mining profits. We still have to pay of top 500 corporate partner working 

with us on this project. 

 

[00:02:32] Our professional team has already done research and the grand signing 

ceremony will also be announced at the end of the month. The profit from GIBI DFI is 

incomparable, so please stay tuned. Therefore, our esteemed client and members this 

October job will fully enter the realm of design, which is that this enterprise finance is 

the most stable, sticking by far in the platform. Higher you longer liquidity, plus you 

farming how you matter. But what exactly is liquidity, mining and farming? Well, with 

more and more defined contract distributing and managing alternate coin, which while 



also distributing coin to these liquidity providers, the cryptocurrency community came up 

with a new term for it. You farming, you faming mean that by using different operating 

defined contract and magnifying the return interests of cryptocurrency as a trading 

strategy. This action is described as you faming, you faming also referred to as liquidity 

mining. It's a way to generate Ruwart with cryptocurrency holdings. In simple terms, it 

means locking up cryptocurrency and getting what if cryptocurrency market is described 

as funding for you, then those who follow me are described as far more quickly and 

continuously switching to faming one more fertile field to earn high profit. For example, if 

you originally deposited your deposit in Bank A with an interest rate of zero by one 

percent per year. But at this time, Bank B proposed a plan to provide an interest rate of 

one percent per year. Of course you will want to transfer the money to Bank B, 

however, there's a high cost of switching between traditional bank and it's very hard to 

achieve you in comparison. 

 

[00:04:42] Your funding has high liquidity and high leverage operating specialty. 

 

[00:04:48] Therefore, if operating efficiency using that strategy above is possible to 

achieve one hundred percent annualized return, which is why your family is so popular 

nowadays and the mechanism of liquidity mining by participating in the D5 Protocol 

Fund for transaction relevant token reward can be obtained and this mechanism will 

form a positive feedback loop. GwG is a stable, clean, specially developed by Gibi 

Grobet Investment Bank and GwG is JJB Global Investment Digital Bank tracking 

product that can be used as an intermediary for any service. And it's the original coin 

that allows participants to be able to freely participate in GIBI Global Investment, Digital 

Bank, provide products or any services. So far, JABE Global Investment Digital Bank 

has obtained multiple international and Dollman recognition brutalisation and is already 

listed. As of this date, GIBI has already obtained relevant license and authorization. 

From USA, Australia, Canada, England, Sizzlin and 15 country and etc., the global 

investment bank is also officially listed on Nasdaq ATC listed as chargebacks. 

 

[00:06:16] At the same time, the sorry enterprise infrastructure and System 

Development Scale can provide a concrete support for Giusti and due to invest in 

different industry to maximize profit and ensure its potential and development space. 

Another very prominent thing is USDOT can do with various mainstream quoin such as 

Bitcoin, Ethereum and Usted and etc. solving all kinds of saving management issue to 



date. GwG price keep on rising, know it already at zero point five percent. Since the day 

when GIBI Global Investment Bank introduced New York City into the market, we have 

already attracted a lot of attention from the public domain. Distribution about is five 

billion coin and what's circulating the market is one billion only realizing Kobun and 

never issuing more. The potential of Graw is tremendous. Otis's. It will also be open 

when it reach one one dollar and then just it can be traded in all mainstream exchanges 

and be listed for sales. Of course, currently the is taking the leap, whether it's for 

liquidity or transaction volume. Jebb plus defying will come fiercly to upcoming first trip. 

Estimated new funding plus liquidity, meaning profit will be ranging from three to 20 

percent every week. Yes, every week it is estimated you will rise to 30 to 50 times. We 

don't want to be witness of his Torrico. We when we strive to be the creator of wealth, 

allowing normal people to obtain well, so it's no longer a far fetched dream. 

 

[00:08:20] Another piece of good news today is that a job cut has already started, 

including with this new debit card arrival, this latest high tech product. We will allow 

GOP members to be able to connect to our online account and be the first to convert us 

Dehe to cash any time anywhere too meticulous and strategic planning and 

international leading cooperation working hand in hand. This allow our debit card to be 

able to convert to over one hundred countries currency we'll wait for the opening 

procedure is simple and the verification time is shut and simultaneously providing the 

most competitive and cutting edge technology for our cross-border payment, allowing 

everyone to be able to access this exciting features. Any time we also plan to work with 

various insurance company, we'll wait to become the sole provider of the US in the term 

of financial help. Automative, real estate, travelling and other miscellaneous financial 

planning insurance has to be compiled. The demand of the market hoping to deeply 

unite with the ecosystem so that we can satisfy our client. 

 

[00:09:43] And we are placing a Win-Win situation for everyone with the support of all 

parties in the industry. The first digital bank product was developed. It is a new app, 

time to promote the digital upgrade of payment services. It also help promote coordinate 

the development of to us it as a call along with eight major industry and umbra and 

invite application. It's an important scenario. It is understood that the first batch of five 

thousand digital bankert will be mailed on October 15 and is cut will come to top up with 

twenty five US dollars for free for our cup holders to Spearin and a system for 

recharging GwG into the cut system is also working with UnionPay. 



 

[00:10:36] Doing that are docking. I believe it will be available for everyone to use soon, 

so stay tuned. During the month of August, Job published a high frequency quantitative 

trading system. Since then we have been utilizing it and I'm honored to inform you that 

on September 2020, Jebb has obtained more than. Three million in profit for its 

members. Besides that, under the banner of GIBI, the job, global finance has also 

created a fission result in September, using the method to verify LP and find a method 

Fimian account have already provided more than one point five billion in profit. Sorry is 

one hundred fifty million in profit during the month of September. This is a truly 

spectacular result. We once again praise all hardworking staff in Jabe before I finished 

today's special announcement. I want to disclose a little bit of what I was doing recently, 

and that is Jobi has acquired a couple. This one's become a new revenue or profit for 

our members. Our club set up a special benefit for our members to use their special 

banker. This leads to my next announcement. I encourage all GOP members to quickly 

make a pre order whenever you are so that you can enjoy more privilege and benefit. 

 

[00:12:19] Please contact your team person in charge to obtain relevant information on 

how to obtain US special privilege card. Our parent company aph multi finance and 

capital trust are probably at an extraordinary performance so far and we can't wait to 

disclose details of our exciting future strategies and programs. Please continue to pay 

attention from our CFO, Steve Wassan and I and the chairman, Mr. John Joseph Foley, 

for a more exciting upcoming year. That's all for my sharing tonight. Thank you. 
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[00:00:00] GIBI、グローバルインベストメント、デジタルバンク、キャピタルトラスト

のすべての家族にとってとても良い日です。私はダレンヨー博士です。前回のトレーニ

ングセッションから数週間が経ちました。仕事は完全なリストと OTC QB問題で忙し

いです。だから今日はみんなのために時間を作っています。だから私はいくつかの素晴

らしいニュースを共有したいと思います。先月のクォンタムリープサミットでは、興奮

に満ちた店頭デリバティブ市場について共有します。この驚くべきマイルストーンに私

たちは非常に興奮しています。ほんの数週間で、私たちはすでに素晴らしい結果を見て

きましたが、最近、GIB曝露に関する記事があります。将来の成長はありません。 

 

[00:00:51]マネージングディレクターのWangが、すべての人に対してより詳細なレポ

ートを作成できるようにします。今が一番です。 

 

[00:01:02]タイバックの元の株式を購入するのに最適な時期です。これは、巨大なニュ

ースを用意しており、IPO前の株式のファイナンスはまだプロモーション期間が続いて

おり、メンバーは 1対 1の GIBKを利用または交換できるためです。共有と特別な優先

順位は、9月 21日以降の参加のための熱狂的なリターンまたはサポーターです。この

特別なプロモーションパッケージの 5000スロットはすべてばかげています、そして私

たちの予約、GIB Managementは、今日から 10月 15日まで、または完全にいっぱい

になるまで、15000のために別の 2000スロットを開くことを決定しました。このプロ

モーションキャンペーンは、15000個のパッケージを購入したメンバーの先着順で、

シェア 1に表示されます。共有する別の素晴らしいニュースがあります。私たちの定

義する分散型ファイナンス契約は今月開始されるため、最初の週の新しい資金調達と流

動性、鉱業利益のリリースからも開始します。このプロジェクトで私たちと協力してい

る上位 500の企業パートナーの支払いが必要です。 



 

[00:02:32]私たちの専門家チームはすでに調査を行っており、グランドサインセレモニ

ーも月末に発表されます。 GIBI DeFIからの利益は比類のないものですので、ご期待く

ださい。したがって、私たちの尊敬されているクライアントとメンバーは、この 10月

の仕事で完全に設計の領域に入ります。つまり、このエンタープライズファイナンスは

最も安定しており、プラットフォームにはるかに固執しています。流動性が高いほど、

流動性が長くなり、さらに重要な方法で農業を行うことができます。しかし、流動性、

鉱業、農業とは正確には何ですか？さて、これらの流動性プロバイダーにコインを配布

する一方で、代替コインを配布および管理する契約がますます明確になり、暗号通貨コ

ミュニティはそれの新しい用語を思い付きました。あなたが農業をしているということ

は、さまざまな運用定義の契約を使用し、取引戦略として暗号通貨の利益を拡大するこ

とを意味します。このアクションは、あなたが名声を上げることとして説明されます。

あなたが名声を上げることは、流動性マイニングとも呼ばれます。これは、暗号通貨を

保有するリワードを生成する方法です。簡単に言えば、それは暗号通貨をロックし、暗

号通貨市場があなたのための資金調達として説明されている場合はどうなるかを取得す

ることを意味します、そして私をフォローしている人々ははるかに迅速かつ継続的に有

名なもう 1つの肥沃な分野に切り替えて高い利益を得ると説明されています。たとえ

ば、最初に銀行 Aに預金を、年利 0％で預金したとします。しかし、現時点で、銀行 B

は、年 1パーセントの金利を提供する計画を提案しました。もちろん、銀行 Bに送金

したいと思うでしょうが、従来の銀行を切り替えるには高いコストがかかり、比較して

達成するのは非常に困難です。 

 

[00:04:42]あなたの資金調達は、高い流動性と高いレバレッジの運用専門性を持ってい

ます。 

 



[00:04:48]したがって、上記の戦略を使用した運用効率で年間 100％の収益を達成でき

る場合、それが今日あなたの家族が非常に人気があり、取引のための DeFiプロトコル

基金に参加することによる流動性マイニングのメカニズムです。関連するトークン報酬

を取得でき、このメカニズムは正のフィードバックループを形成します。 GUSDTは安

定した、クリーンな、GIB Grobal Investment Bankによって特別に開発されたものであ

り、GUSDTは GIB Global Investment Digital Bankの追跡製品であり、あらゆるサービ

スの仲介として使用できます。そして、参加者が GIBグローバルインベストメント、

デジタルバンクに自由に参加し、商品やサービスを提供できるようにするのはオリジナ

ルのコインです。これまでのところ、GIBグローバルインベストメントデジタルバンク

は、複数の国際的およびドールマン認定の残虐行為を取得しており、すでに上場されて

います。この日付の時点で、GIBはすでに関連するライセンスと認可を取得していま

す。米国、オーストラリア、カナダ、イングランド、シズリン、15か国などから、グ

ローバル投資銀行もチャージバックとして Nasdaq OTCに正式に上場されています。 

 

[00:06:16]同時に、申し訳ありませんがエンタープライズインフラストラクチャとシス

テム開発スケールは、GUSDTに具体的なサポートを提供し、さまざまな業界に投資し

て利益を最大化し、その可能性と開発スペースを確保することができます。もう 1つ

の非常に顕著なことは、USDTがビットコイン、イーサリアム、USDTなどのさまざま

な主流のコインで実行できることです。これまでのあらゆる種類の貯蓄管理の問題を解

決します。 GUSDTの価格は上昇を続けており、すでに 0.5％になっていることを知っ

ています。 GIBグローバルインベストメントバンクがニューヨーク市を市場に投入し

た日から、すでにパブリックドメインから大きな注目を集めています。流通量は約 50

億コインで、市場に出回っているのは 10億枚で、光文を実現するだけで、それ以上発

行することはありません。 成長の可能性は途方もないです。OTCは 1ドルに達すると



オープンになり、すべての主流の取引所で取引され、売りに出されるようになります。

もちろん、流動性であろうと取引量であろうと、現在は飛躍的な進歩を遂げています。

GIBプラス DeFiは、次の最初の旅行に激しく来るでしょう。推定される新規資金と流

動性。つまり、利益は毎週 3〜20パーセントの範囲になります。はい、毎週 30〜50回

上昇すると推定されています。私たちは彼のトリコを目撃したくありません。私たちが

富の創造者であり、普通の人々がうまく手に入れることができるように努力するとき、

それはもはや遠い夢ではありません。 

 

[00:08:20]今日のもう一つの朗報は、この最新のハイテク製品であるこの新しいデビッ

トカードの到着を含め、人員削減がすでに始まっていることです。GIBのメンバーが私

たちのオンラインアカウントに接続できるようにし、綿密で戦略的な計画と国際的な主

導的協力が連携して、いつでもどこでも私たちを現金に変換する最初の人になることが

できます。これにより、デビットカードを 100か国以上の通貨に変換できるようにな

ります。開封手続きが簡単で、確認時間が短縮されると同時に、国境を越えた支払いに

最も競争力のある最先端のテクノロジーが提供されます。誰もがこのエキサイティング

な機能にアクセスできるようになります。また、さまざまな保険会社と提携する予定が

ある場合はいつでも、資金援助の面で米国の唯一のプロバイダーになるのを待ちます。

自動、不動産、旅行、その他のファイナンシャルプランニング保険をまとめる必要があ

ります。私たちがクライアントを満足させることができるように、エコシステムと深く

結びつくことを望んでいる市場の需要。 

 

[00:09:43]そして、業界のすべての関係者のサポートを得て、すべての人にWin-Winの

状況を提供しています。最初のデジタル銀行商品が開発されました。これは新しいアプ

リであり、決済サービスのデジタルアップグレードを促進する時期です。また、8つの

主要な業界とアンブラ、および招待アプリケーションとともに、開発の調整を促進する



のにも役立ちます。これは重要なシナリオです。 5,000のデジタルバンカートの最初

のバッチが 10月 15日に郵送され、無料で 25米ドルで補充され、GUSDTをカットシ

ステムに再充電するシステムであると理解されています。 UnionPayとも連携していま

す。 

 

[00:10:36]それを行うことはドッキングです。近いうちにどなたでもご利用いただける

ようになると思いますので、ご期待ください。 8月の間に、GIBは高頻度の定量的取引

システムを公開しました。それ以来、私たちはそれを利用してきました。2020年 9月

にジェブがそれ以上のものを手に入れたことをお知らせできることを光栄に思います。

そのメンバーのために 300万の利益。それに加えて、GIBIの旗の下で、グローバルフ

ァイナンスは、LPを検証し、アカウントがすでに 50億以上の利益を提供している方

法を見つける方法を使用して、9月に核分裂結果を作成しました。申し訳ありません

が、9月の間に 1億 5000万の利益があります。これは本当に素晴らしい結果です。本

日の特別発表を終える前に、GIBの勤勉なスタッフ全員を改めて称賛します。私が最近

やっていたことを少し開示したいと思います、それは GIBがカップルを獲得したとい

うことです。これは私たちのメンバーにとって新しい収入または利益になります。私た

ちのクラブは、会員が特別な銀行家を利用できるように特別な特典を設定しました。こ

れが私の次の発表につながります。より多くの特権と利益を享受できるように、すべて

の GOPメンバーがいつでもすぐに事前注文を行うことをお勧めします。 

 

[00:12:19]米国の特別特権カードの入手方法に関する関連情報については、担当チーム

の担当者にお問い合わせください。親会社の AFFマルチファイナンスとキャピタルト

ラストは、おそらくこれまでのところ並外れた業績を上げており、エキサイティングな

将来の戦略とプログラムの詳細を開示するのが待ちきれません。今後も、CFOのステ



ィーブワッサンと私、そして会長のジョンジョセフフォーリー氏に引き続き注目してく

ださい。今夜の共有は以上です。ありがとうございました。 


