
DS DR.DARREN good sharing GIB 20201025 

 

to all steam leaders guests and friends greeting to everyone i am dr darren firstly let me 

congratulate the successful completion of the second online business course organized 

by turn-free business academy today i'm very happy to have this opportunity to say a 

few words to everybody online 2020 is coming to an end the past year has not been 

normal the epidemic has caused and continued to be a huge challenge however it 

allowed us to understand that people work hard not for money or house it is for life and 

health only by living life to its final end can we be considered a true success 

 

i am very fortunate to have the chance to know everybody becoming successful 

together and fighting together we have come so far since the beginning facing 

immeasurable distrust and unfavorable circumstances and have been defeated 

repeatedly however every time when we feel that we have reached a dead end because 

of everyone's preservance and the spirit to never give up we have managed to turn 

things around repeatedly and continue matching forward when faced with any challenge 

we never give up and break to them the entire online financial industry is currently 

experiencing a winter period many platforms and companies have all stepped down 

from this historical stage today we are proud to say that we are still here and in the 

future we will only grow and become more mature and determine currently the world is 

going through groundbreaking chains but in the midst of today many uncertainty there is 

one thing that is certain that is the trend of digitalization has not changed in the past is 

only used to improve business but today is the reason companies can stay alive the 

process of digital digitization may have taken three five or even ten years to complete 

but it has been accelerated greatly causing it to shorten by one to two years in the face 

of all uncertainty digitalization is the one thing we can certain to be our largest 

opportunity in every milestone of entrepreneurship there are two words that are a great 

starting point GIB global investment bank established in 2019 has already created 

unprecedented result quickly becoming the favorite of the crypto world this october even 

more good news will come one after another GIB is bound to create a remarkable 

achievement and start the grand era of digital finance let us witness the breakthrough of 

GIB together and courageously start a brand new chapter becoming the world's most 

ideal digital banking platform entering october GIB opened a brand new channel of 

digital asset investment with two of the world top 500 companies in cooperation with 



south bank and goldman sachs we have jointly created the GIB defy decentralized 

finance that has officially launched defy assist the establishment and growth of the next 

bullish market circle international blockchain giants such as pantera and finance are all 

betting on defying and have invested substantial amount of capital in laying the 

groundwork for defined define is the future of financial and that the future is now similar 

to what GIB is currently doing many organizations are also developing new defined 

projects our default ecosystem will generate high profits and create an incredibly 

attractive function within the entire ecosystem the average analyzed u from define is 

1828 percent is the average return rate of annualized roi of 18 times this will awaken the 

wave of a revolution because investors will shift their interest in mainstream 

cryptocurrency assets such as bitcoin and ethereum all to define this is why this is also 

why GIBb has deliberately deliberately changed its course the main reason to 

wholeheart hardly welcome this new movement is because we have already built our 

own defined ecosystem platform we began opening it up for members to participate 

during october the weekly liquidity mining plus eu farming profit are estimated to be 

around three to ten percent meanwhile it will increase the value of gus dt by 30 to 50 

times at the same time GIB will set the tvl which is a dota value lock based on all the 

members of GIB to do a one-to-one stacking 

 

we creating amazing profits every week astonishing profit if you in need the market GIB 

already used their startup capital and funds to inject into define in the first two weeks of 

october activating the occult of well in terms of profit releasing GIB will distribute the 

sticking you every week after two weeks of pure stacking since the launch of it the 

reaction has been getting more and more and to end to assist the bank has also 

announced that starting from november defy will incorporate active reward meaning to 

say it will also include the sales done from 17th to 31st of october and distribute to 

everybody who has participated the system is undergoing the coding and programming 

process therefore the defined active reward will be distributed on the 15th of november 

the defined active reward system will be announced right after that and it will be 

fascinating so please stay tuned the weekly huge gain will surprise you the house of 

autumn are plentiful and bountiful and it's all only in GIB global investment digital bank 

before i end today's speech i would like to share some of my joy the GIBs share are 

developing rapidly and steadily in the market outside and is also expanding gradually 

GIB currently has already officially declared that they have already used the code GIBx 

to be listed in the usa otc ping list meanwhile we will advance to otcqb in the very short 



period of time holding firm to our belief and walking toward to our mission that is to be 

listed on the main board of nasdaq party by the second quarter of 2022 

 

let's just sail and welcome a boundary future for those who purchase or reinvest in our 

GIB investment package or defined package with a minimum of fifteen thousand us 

dollar GIB will reward new and original one-to-one share of GIBx in the g-share wallet at 

the same time if you if your g-share will have accumulated at least 15 000 you can 

manually purchase the original share of GIBx i believe that the list of 5000 will be filled 

up in a short span of time by members eager to grab this opportunity as for the latest 

news that keep everyone on the edge of their seat and financial is finally a proof of 

being listed speedily progressing and also seeking for a and hash to be listed together 

in hong kong and china with alipay the parent company and group has passed through 

the last obstacle on 21st of october the china securities regulatory commission 

approved the registration of the ipo of n group science and technology innovation board 

which means that a share will soon assure in the first internet giant based on the capital 

market estimation and being listed might just become the largest ipo this year one of the 

most valuable fintech company in the world and financial has finally declared that on 

24th july that a plus h will be listed simultaneously even though n group wasn't listed 

previously but it was already a gigantic force to be recorded with according to the news 

of the evolution evaluation agency according to the u.s 200 billion valuation and public 

information statistic after end financial growth public it will give birth to nearly 60 

billionaires and a large number of multi-billionaires there's no doubt that end financial 

has become the world's largest unicorn this stream of creating wealth is not a chance 

that everybody can meet in their lifetime GIB global investment digital bank use their 

strong capacity through the GIBx creating the opportunity for the for their valuable 

clients across the world to obtain original share to diversify and multiply their fortune 

and because of the overwhelming place and requests from all over the place GIB has 

decided to open up the final field slot to let everybody purchase the original share of 

GIBx the lists are very very limited you must grab hold of this last golden opportunity 

okay coming back to gosdt the price of geosdt in the otc has already lost and broke 

through the 60 cent us dollar the otc exchange will be fully activated very very soon and 

we estimate the value of geosdt will rise five to 30 times gaining attention from the world 

currently the otc wallet exchange price has already reached 20 cent meaning to say the 

amount of gus dt that you can exchange are already less half less than half i hereby 

encourage everyone to stock up on the coin while it price is still low once otc exchange 



is launched the price will spy up drastically by then everyone can sub gus ct in the major 

mainstream exchange across the world earning themselves a fortune beside that the 

cross-border payment of our GIB card were also deputed magnificently jib card is able 

to withdraw more than 100 type of currency across the group providing the most 

competitive edge in terms of cross-border exchange interest the first 5000 card will 

already send out by the end of october it will arrive in the member hand each card is 

pre-loaded with 25 us dollar as a gift to let the cardholder experience the sincerity of 

GIB  

 

GIB global finance prime brokerage the world first unit mt5 lpm trading model during 

september and october mt5 lp mm has already obtained prop result creating a legacy 

once again and the much anticipated twin turbo insurance agent will be activated again 

very soon GIB prime brokerage will once again support the global forex market please 

look forward to it beside the GIBb ai quantitative trading system zero latency arbitrage 

ensure our investor and client basic profit since september until now the latest report of 

a single day trading and the seven days accumulated income also create extraordinary 

result the total profit are already nailing the u.s 50 million us dollar in usd digital asset 

using this breakthrough technology and creating the new height GIBb there to do and 

dare to dream taking the initiative to be a pioneer amassing and achieving plenty of fear 

if you miss out on GIB you'll be equivalent to losing out on a change to create one 

thousand times of wealth the future is already here let us achieve victory together don't 

just be spectator of this legend GIB will make sure even ordinary fork can become well 

created lastly regarding the old capital release matter there will be a brand new policy 

coming up therefore we will temporarily stop the release of all capital from next week 

and once we finish talking with the i.t department we will announce all the new details 

and resume the release of all capital on the 15th of november please stay tuned that's 

all for my sharing today but before i go here's a gentle reminder for everyone the GIB 

quantum leap conference 2 is going live on 31st of october and 1st of november 2 days 

at 8pm see you there witness the top 500 company in the world officially join GIB 

creating a brilliant and prosperous era hand in hand more and more important and 

exciting news will be announced officially in this two-day event so don't miss it good 

night everyone and stay safe 

 

 

 



 

 

 

 

 

すべてのスチームリーダーのゲストと友人に挨拶します私はダレン博士です最初に、タ

ーンフリービジネスアカデミーが主催する 2番目のオンラインビジネスコースが無事

に完了したことを祝福します今日この機会にいくつかの言葉を言うことができてとても

うれしいですオンライン 2020のすべての人が終わりに近づいています昨年は、流行が

引き起こした正常ではなく、大きな課題であり続けましたが、人々はお金や家のためで

はなく、生活のためだけに生活と健康のために一生懸命働いていることを理解できまし

た最終目的までの人生は真の成功と見なすことができます 

 

誰もが一緒に成功し、一緒に戦うことを知ることができてとても幸運です。私たちは最

初から計り知れない不信と不利な状況に直面し、何度も敗北してきましたが、行き止ま

りに達したと感じるたびに、皆の保存と決してあきらめない精神のおかげで、私たちは

物事を繰り返し好転させ、決してあきらめずに彼らに打ち勝つことができない課題に直

面したときに前向きにマッチングし続けることができましたオンライン金融業界全体は

現在多くのプラットフォームと企業の冬の期間を経験しています今日、この歴史的な段

階からすべて辞任しました。私たちはまだここにいて、将来は成長して成熟し、現在世

界が画期的な連鎖を経験していると判断するだけですが、今日の中で多くの不確実性が

あります。デジタル化のトレンドが過去に変わっていないことは確かですかつてはビジ

ネスの改善に使用されていましたが、今日、企業が生き続けることができる理由は、デ

ジタルデジタル化のプロセスが完了するまでに 3、5、または 10年かかる可能性があり

ますが、大幅に加速され、すべてに直面して 1〜2年短縮されました不確実性のデジタ

ル化は、起業家精神のすべてのマイルストーンで最大の機会であると確信できる 1つ



のことです。2019年に設立された GIBグローバル投資銀行がすでに前例のない結果を

生み出し、すぐに暗号世界のお気に入りになっている素晴らしい出発点である 2つの

言葉があります。 10月さらに良いニュースが次々とやってくる GIBは目覚ましい成果

を生み出し、デジタルファイナンスの壮大な時代を開始します。GIBの突破口を一緒に

目撃し、世界で最も理想的なデジタルバンキングプラットフォームとなる新しい章を勇

気を持って開始しましょう。 10月 GIBは、世界の上位 500社のうち 2社とデジタル資

産投資の新しいチャネルを開設しましたサウスバンクとゴールドマンサックスと協力し

て、GIB DEFI分散型金融を共同で作成しました。これは、次の強気な市場サークルの

確立と成長を支援するために正式に開始されました。パンテラや金融などの国際的なブ

ロックチェーンの巨人はすべて、挑戦に賭けており、多額の投資を行っています定義さ

れた定義の基礎を築くための資本の量は金融の未来であり、その未来は現在 GIBが現

在行っていることと同様であり、多くの組織は新しい定義されたプロジェクトを開発し

ています私たちのデフォルトのエコシステムは高い利益を生み出し、定義から分析され

た平均 uが 1828パーセントであるエコシステム全体は 18倍の年間 ROIの平均収益率

であり、投資家はビットコインやイーサリウムなどの主流の暗号通貨資産への関心をシ

フトしてこれを定義するため、革命の波を目覚めさせますこれが GIBが意図的に審議

した理由でもあります yコースを変更したこの新しい動きを心から歓迎する主な理由

は、独自の定義済みエコシステムプラットフォームをすでに構築しているため、10月

中にメンバーが参加できるように開放し始めました。毎週の流動性マイニングと EU農

業の利益は約 3と推定されます。その間、gus dtの値が 30〜50倍に増加すると同時

に、GIBは GIBのすべてのメンバーに基づいて dota値ロックである tvlを設定し、1対

1のスタッキングを実行します。 

 



私たちは毎週驚くべき利益を生み出しますあなたが市場を必要としているなら GIBは

すでに 10月の最初の 2週間で定義に注入するために彼らのスタートアップ資本と資金

を使用しました利益を解放するという点でオカルトを活性化しますそれの開始以来 2

週間の純粋な積み重ねの次の週、反応はますます高まっており、銀行を支援するために

終了することはまた、11月から始まる defyがアクティブな報酬を組み込むことを発表

しました 10月 17日から 31日まで、システムに参加したすべての人に配布するコーデ

ィングとプログラミングのプロセスが行われているため、定義されたアクティブ報酬は

11月 15日に配布され、その直後に定義されたアクティブ報酬システムが発表され、魅

力的です。だから、毎週の巨大な利益はあなたを驚かせるでしょう秋の家が豊富で豊富

であり、それはすべて私だけです n GIBグローバル投資デジタル銀行今日のスピーチ

を終える前に、GIBのシェアが外部の市場で急速かつ着実に発展し、徐々に拡大してい

ることの喜びの一部を共有したいと思います GIBは現在、すでにコードを使用してい

ることを公式に宣言しています GIBxが米国の店頭デリバティブリストに掲載される一

方で、私たちは非常に短い期間で otcqbに進み、私たちの信念を堅持し、第 2四半期ま

でにナスダック党のメインボードに上場されるという私たちの使命に向かって歩みま

す。 2022年の 

 

私たちの GIB投資パッケージまたは最低 15,000米ドルの定義済みパッケージを購入ま

たは再投資する人のために、境界の未来を航海して歓迎しましょう。GIBは、g-share

ウォレットの GIBxの新しい元の 1対 1のシェアに報酬を与えます同時に、g-shareが

少なくとも 15000を蓄積している場合は、GIBxの元のシェアを手動で購入できます。

これを取得したいメンバーは、5000のリストが短期間でいっぱいになると思います。

誰もが席と財政の端にいる最新ニュースの機会は、最終的にはスピーディーに上場さ

れ、親会社とグループが持っているアリペイと一緒に香港と中国で一緒に上場されるハ



ッシュを求めている証拠です 10月 21日に最後の障害を通過した中国証券規制委員会

は、nグループの科学技術革新委員会の IPOの登録を承認しました。これは、最初の株

式がまもなく保証されることを意味します。資本市場の見積もりに基づいて上場されて

いるインターネットの巨人は、今年最大の IPOになる可能性があり、世界で最も価値

のあるフィンテック企業の 1つであり、金融は 7月 24日に、nグループでもプラス h

が同時に上場されることを最終的に宣言しました以前はリストされていませんでした

が、米国の 2,000億のバリュエーションと公開情報の統計によると、進化評価機関のニ

ュースによると、それはすでに巨大な力であり、金融成長が終わった後、600億人近く

の億万長者を生み出します。多数の数十億の億万長者がエンドファイナンシャルが世界

最大のユニコーンになったことは間違いありませんこの富を生み出す流れは、誰もが生

涯で会うことができるチャンスではありません GIBグローバル投資デジタル銀行は

GIBxを通じて強力な能力を使用して機会を生み出します世界中の貴重なクライアント

が独自のシェアを獲得して、砦を多様化および拡大するために uneそして圧倒的な場

所と世界中からのリクエストのために GIBは誰もが GIBxの元のシェアを購入できるよ

うに最後のフィールドスロットを開くことにしましたリストは非常に限られていますあ

なたはこの最後の絶好の機会をつかまなければなりません gosdtに戻ると、otcの

geosdtの価格はすでに失われ、60セントを突破しました。otc交換はすぐに完全にア

クティブになり、geosdtの値は現在世界から注目を集めて 5〜30倍に上昇すると予測

しています。 OTCウォレットの交換価格はすでに 20セントに達しています。つま

り、交換できる gus dtの量はすでに半分未満です。OTC交換が開始されたら、価格が

まだ低いうちに、すべての人にコインを買いだめすることをお勧めします。価格は大幅

に上昇し、それまでに誰もが世界中の主要な主流の取引所に参加し、GIBカードの店頭

支払いに加えて大金を稼ぐことができますまた、ジブカードはグループ全体で 100種

類以上の通貨を引き出すことができ、国境を越えた為替利息の面で最も競争力のある優



位性を提供します。最初の 5000枚のカードは 10月末までにすでに発送されます。メ

ンバーは、カード所有者に GIBの誠実さを体験させるためのギフトとして、各カード

に 25米ドルがプリロードされています。 

 

GIBグローバルファイナンスプライムブローカレッジ 9月と 10月の世界初のユニット

mt5lpmトレーディングモデル mt5lp mmはすでに小道具の結果を取得しており、レガ

シーを再び作成しており、待望のツインターボ保険エージェントがすぐに再びアクティ

ブになります GIBプライムブローカレッジが再びアクティブになります世界の外国為

替市場をサポートしてください GIBbai定量的取引システムの横にあるゼロレイテンシ

ーアービトラージは、9月から現在までの投資家とクライアントの基本的な利益を保証

します 1日取引の最新レポートと 7日間の累積収入も異常な結果を生み出します総利

益は、この画期的なテクノロジーを使用して、すでに 5,000万米ドルの米ドルデジタル

資産を釘付けにしており、そこに新しい高さの GIBbを作成し、先駆者としてのイニシ

アチブを取り、逃した場合に多くの恐怖を達成することを夢見ています。 GIBは、

1000倍の富を生み出すための変化を失うことに相当します。 ady here一緒に勝利を収

めましょうこの伝説の見物人になるだけでなく、GIBは、古い資本リリースの問題に関

して、通常のフォークでも最後にうまく作成できるようにします。新しいポリシーが登

場するため、リリースを一時的に停止します来週からのすべての資本の中で、IT部門

との話し合いが終わったら、すべての新しい詳細を発表し、11月 15日にすべての資本

のリリースを再開します。今日はこれですべてですが、ここに行く前に穏やかです。 

GIBクォンタムリープカンファレンス 2が 10月 31日と 11月 1日午後 8時にライブに

なります。世界のトップ 500企業が GIBに正式に参加し、華麗で繁栄した時代をます

ます手にしています。重要でエキサイティングなニュースがこの 2日間のイベントで

公式に発表されるので、皆さんおやすみなさい。安全を確保してください。 


