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[00:00:01] A very good evening to our beloved members of GIBI, I am Daddo 

Dhurringile. There has been a period of time since the Internal Placemen period that I 

haven't done much was sharing. I have been busy working with the bank, handling a lot 

of business metal. I'm very happy that I'm able to do this online sharing with all of you. 

Once again, I believe that many people are quite concerned with mine, whereabouts 

and status. I'm very grateful for the trust and concern from all of you. I've been doing 

fine. I have always been together with everyone. First of all, as an advisor, consultant of 

GIB, I have a few things I like to discuss regarding the direction and let us update of GIB 

would do it first time acquiring such a huge database. There are certain implementation 

in certain issue, therefore resulting in the server in issue. We previously met at the 

beginning stages of internal placement period, but so far the progress are going 

smoothly. After a multiple upgrade and update in a server and system, we believe that 

we are now more equipped to serve the whole GIB community. GIB will focus on each 

and every refractor issue circulating around and give a reply and a proper answer as 

quickly as we can and also to resolve our technical issue you may encounter. We 

appreciate your understanding and graciousness. GIB will keep improving and get 

better, especially with all your variable feedback and suggestion we will move toward a 

better future together. 

 

[00:01:43] There are quite a number of normal problems which are not reflected by the 

market leader regarding the GIB member site showing a status being paid but still don't 

receive any until today. We have already finished communicating with the payment 

gateway. We believe that member will meet with this sort of issue on many. But if you 

are and on this issue, please don't worry or hesitate to contact our customer service and 

they will resolve all your issue as soon as possible. So can some member already 

bought Digital Bank while they were in good company, but they forgot to register or 

didn't make it in time for this member who have not registered, please don't worry and 

rest assured, GIB will have. And now someone telling you how can you register for 

digital bank very soon? We also have a member who forgotten the G company login 



password. Therefore they cannot do the first time in. So how shall we resolve this issue 

if everyone and this sort of problem, please look for Jiyu company customer service or 

consultors, let them assist you in resolving it. Besides, I also received some feedback 

from the leader that some member key in the wrong address in G company, resulting in 

some of the account not being able to receive the temporary password if any members 

and on this issue simply submit the name list to GIB customer service, then if member 

already activated the account but cannot use the new email or phone number in the 

newly assigned email or phone, you simply have to submit a name list to customer 

service. 

 

[00:03:29] Another type of problem is when member activate the account and while they 

are editing the information, they are screen hang and they refresh the page and it 

became a wide screen. Therefore they didn't manage to receive the authenticating 

number. Similarly, simply submit to name list to the customer service. Number five 

certain due company account after migrated to GIBI, the withdrawal was written or didn't 

manage to acquire. The one resulting in the discount amount is inaccurate. After 

eligibility department verification. We have already verified all account and doing the 

calculation and we adjust or discount what a figure and correction. If, however, anyone 

encountered the same calculation error again, please submit to customer service and 

they will. Happy to assist you. Number six, for a certain number, there are men are tied 

to a different name in the subaccount, if there's any one who wish to be separate from 

the other account, they need to submit the form of separation ID and a brand new umu 

phone number and handheld qualification and submit to the customer service to 

process after verifying they will process it. Since the start of internal pressmen period till 

today, it's been nearly a month. JDBC system are constantly upgrading after the 

upgrade of Gib Apply for the safety of personal data protection. As long as members 

can lock in the first time, they can only fill in the ID number or other personal information 

once. 

 

[00:05:12] If the member wish to make any amendment afterwork, they need the 

approval of GIB in order to edit or change it. By then, you simply need to submit 

relevant document to customer service. There are many customer feedback that gwg 

listed for sales has exceeded three plus five days. I believe that these members are 

those who did not invest in GIB. If those who invest in GIB, they have already 

experienced that pacifies successfully sold 100 percent for those who didn't invest. Like 



what Elvin say clearly in his voice message recently. And they're on after there will be 

announcement as well. We like to remind everyone that this ensure that your KYC is 

approved. You need to do a second KYC in the internal selling system in order to 

successfully withdraw the USDT into your own wallet. This is the second safety net 

system to protect members digital asset to also realize the security and safety of. There 

are several type of question, for example, regarding the lock in password of members. If 

you forgot your password, you simply have to press the forgotten password button or 

Dilling's. If energy company leaders or members already acquire other other people 

account, then they have to submit relevant document to the customer service. There are 

many feedbacks, such as when members submitted a request to change their email 

account, message became other people. Message is because the system identified the 

first, which is the entire email account as the main account. 

 

[00:06:58] If member investor to manage the account, then the above mentioned 

problem will occur. If there are any changes needed, simply submit to customer service. 

All this related issue can be resolved. Members do not have to worry at all. Besides 

another one of the concerns of member other gibi a.T.M they become OK. After we 

officially launch GIB, we require member to do a special KYC for digital Bank card upon 

notification member will be able to obtain the mail cut from GIB, the first of its kind. That 

integrated cryptocurrency into this will be a whole new beginning piece stating why I can 

say the function of the debit card KYC will be appear in your system. Let leave by next 

week. You will see this mean that after you've done the Kamasi the cut recorded you. 

OK, this is a is a good news for everyone. Actually. At the same time, I believe that 

everyone already to that this job has already signed the Bank Lending Memorandum of 

understanding with the CIS International Trust in the end of August. We now have an 

extraordinary whoosh and full stream of revenue or investor. We stand a chance to 

have our own anonymous Swiss bank account and they can proceed to transfer the 

asset into sizzlin or asset can be exchanged with fiat currency or of metal. This can be a 

one stop solution for many frozen account issue around the world. This is also why we 

must enter the realm of digital bank quickly. I believe that my fellow friend in China know 

what is the sky or facts such as affects one one zero. 

 

[00:08:52] There are more than eight mainstream media give a good review for job from 

brokerage and digital bank. They are give us a high score, high rating and they fully 

agree with the development and vision of GIB knowing that we hold the trend and this is 



very influential for the growth of our digital by and future. In addition, many members 

have already seen our job exclusive liepman, a hedging module system and our IP 

Trust. Statistic from our digital official members, like a lot of members, are very curious 

and are rushing to inquire about this with our company consultant or our customer 

service with or without this exclusive AP system. We estimate that it will bring a break to 

profit of at least 60 percent interest and approximately about 100 million US dollar trust 

becoming one of the powerful revenue stream within our company. GIB Digital Bank will 

officially be launched after a few days on the 24th of August. Well, coming market of all 

financial feel were right and right after the member hedging system will be adjust from 

60 40 to 70 30 and the discount window package at additional promotion rebate of 50 

percent will be. And thus we would like to remain and encourage everyone to grab this 

opportunity by doing package activation during the soft launch period. By doing so, we 

can maximize our profits due as he was introduced by Global Investment Bank. 

 

[00:10:38] But what is the current trend of the coin? This is one of the major topic that 

people are concerned about after three weeks of soft launch. I believe that everyone 

has observe due you a rapidly growing trend in addition to OTC value has already 

double its value. This is a very uplifting good news to digital bank has already started to 

actively make preparation to be listed on top to exchange. We are also prioritizing good 

coin management before OTC trading is available. We estimate that after it is available, 

the value of GUSDT will grow by multiples. Both at least multiple of 10 times is maybe 

20, maybe 30 or even up to 50. Nobody. No, this is not only a vision, but will be realized 

very, very soon. As long as everyone believe and follow GIB along this journey, why we 

are so confident that Usted will we will boost the value, will become a boon is is 

because we know that the amount of the GUSDT it now will stop. Did you know that 

every time when you want to buy a package for GIB, you need to use at least 30 

percent your discount and your discount what it is only you can deposit using GUSDT. 

This is the everybody. That's why the demand for GUSDT we will never stop. Only in 

our P2P will never stop. What will happen after we leave the GUSDT in all the major, 

major crypto exchange you can think about. 

 

[00:12:25] Ok, besides, I want to share about another thing is. Yeah, previously during 

the soft launch period they were mentioned about a broken online game. OK, this will 

launch in our system, but on very, very soon to spend it further. This is a combination of 

online gaming and Broxson using this to achieve a fair, just and transparent usage. GIB 



will soon introduce online betting using Broxson whether we want to be 100 percent 

distributed and it will be a highly anticipated even more will. A really good news is that, 

GIB, we have a new video of this. We will be the World Exclusive Ruction G-mall, which 

is our G-mall within the more Ezo GUSDT holder, are able to purchase premium 

product at a low price. We have more for different category, including brands section. 

Watch us go and diamond jewelry. Brenda car, luxury goods, limited edition products, 

healthcare products and property and etc. members can use to us from the gym or what 

to do. But this is also part of the ecosystem of GUSDT to increase the value of GUSDT. 

Lastly, concerning the empty wallet GUSDT, how do we utilize the GUSDT in the 

empty? Want to. 

 

[00:14:00] Members that invest in GIB has 10 percent of the profit go to modify what it 

is. Think many members cannot wait to understand the use of the GUSDT to incite to 

create even more profit. The main function of this wallet is to enable members to trip 

individually in the near future to create a profitable. Scenario at the same time, the 

company will soon launch the, well, exclusive air insurance hedging, but again, like what 

we do in Giacomini, let us start anew and create a new. Hi, everyone. Please stay 

tuned. We are coming to an end to my wife's sharing today. Lastly, I would like to thank 

every single one of your support all the way from Jegan Commenee until now in GIB 

Global Investment Bank. Thanks to you and GIB's. Where is today. Let us meet at the 

top in Malaysia after a pandemic. I am. I can't wait to meet everyone so hopefully we will 

meet very very soon in Malaysia in our Juban very very soon. So thank you very much. 

Good night everyone. Thank you. 
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[00:00:01]私たちの愛する GIBIメンバーの皆さん、こんにちは。ダッドデュリンギルで

す。私があまりやっていなかった内部プレイスメンの期間から共有している期間があり

ました。私は銀行との仕事で忙しく、たくさんのビジネスメタルを扱っています。皆さ

んとこのオンライン共有ができてとてもうれしいです。繰り返しますが、多くの人が私

のもの、居場所、身分にかなり関心を持っていると思います。皆様からの信頼とご心配

に心より感謝申し上げます。私は元気にやっています。私はいつもみんなと一緒にいま

す。まず第一に、アドバイザー、GIBのコンサルタントとして、方向性について話し合

いたいことがいくつかあります。GIBを更新すると、このような巨大なデータベースを

初めて取得するときにそれを実行できます。特定の問題には特定の実装があるため、サ

ーバーに問題が発生します。以前は社内配置期間の最初の段階で会っていましたが、こ

れまでのところ順調に進んでいます。サーバーとシステムで複数のアップグレードと更

新を行った結果、GIBコミュニティ全体に対応できるようになったと確信しています。 

GIBは、循環しているすべての屈折器の問題に焦点を当て、できるだけ迅速に、また発

生する可能性のある技術的な問題を解決するために、適切な回答を返します。何卒ご理

解賜りますようお願い申し上げます。 GIBは改善を続け、より良いものになります。

特に、さまざまなフィードバックや提案をすべて一緒にして、より良い未来に向かって

一緒に移動していきます。 

 

[00:01:43]ステータスが支払われていることを示す GIBメンバーサイトに関してマーケ

ットリーダーが反映していないが、今日まで何も受信しない通常の問題がかなりありま

す。支払いゲートウェイとの通信はすでに終了しています。私たちは、メンバーがこの

種の問題に多くの人と会うと信じています。ただし、この問題が発生している場合は、

心配せずに遠慮なくカスタマーサービスにご連絡ください。問題が解決されると、でき



るだけ早く問題が解決されます。良い会社にいる間にすでにデジタルバンクを購入して

いるメンバーもいますが、登録していなかった、または登録していないこのメンバーの

ために間に合わなかったメンバーもいます。心配せずに安心してください。GIBが参加

します。さて、すぐにデジタルバンクに登録する方法を教えてくれる人がいますか？ 

G社のログインパスワードを忘れた方もいらっしゃいます。したがって、最初は実行で

きません。この問題をすべての人とこの種の問題が解決した場合は、Jiyuの会社のカス

タマーサービスまたはコンサルタントを探して解決を支援してください。また、リーダ

ーからいくつかのメンバーキーが G会社の間違ったアドレスに入力されたというフィ

ードバックも受け取ったため、メンバーの一部がこのパスワードで GIBに名前リスト

を送信すると、アカウントの一部が一時パスワードを受信できなくなりましたカスタマ

ーサービスの場合、メンバーがすでにアカウントをアクティブ化しているが、新しく割

り当てられた電子メールまたは電話で新しい電子メールまたは電話番号を使用できない

場合は、名前リストをカスタマーサービスに送信するだけです。 

 

[00:03:29]別のタイプの問題は、メンバーがアカウントをアクティブ化し、情報を編集

しているときに画面がハングし、ページが更新されてワイド画面になった場合です。そ

のため、認証番号を受け取ることができませんでした。同様に、名前リストをカスタマ

ーサービスに送信するだけです。 GIBIに移行した後の 5番目の特定の正当な企業アカ

ウント、引き出しは作成されたか、取得できませんでした。割引額になるものは不正確

です。適格部門の確認後。私たちはすでにすべてのアカウントを検証して計算を行って

おり、どのような数値と修正を調整または割引します。ただし、同じ計算エラーが再び

発生した場合は、カスタマーサービスに送信してください。お手伝いさせていただきま

す。番号 6、特定の番号の場合、サブアカウントで別の名前に関連付けられている男性

がいます。他のアカウントとの分離を希望する人がいる場合は、分離 IDのフォームと



新しい umu電話を送信する必要があります番号とハンドヘルド資格を取得し、カスタ

マーサービスに送信して、処理することを確認した後に処理します。社内報道官時代が

始まってから今日まで、ほぼ一ヶ月。 JDBCシステムは、個人データ保護の安全のた

め、Gib Applyのアップグレード後に常にアップグレードされます。メンバーは、初め

てロックインできる限り、ID番号またはその他の個人情報を一度だけ入力できます。 

 

[00:05:12]メンバーがアフターワークを修正したい場合、GIBを編集または変更するに

は、GIBの承認が必要です。それまでに、関連するドキュメントをカスタマーサービス

に提出するだけです。販売用にリストされた gwgが 3日と 5日を超えたという多くの

顧客フィードバックがあります。これらのメンバーは GIBに投資しなかったメンバー

だと思います。 GIBに投資する人は、投資をしなかった人のために、その鎮静剤が

100％売れたことをすでに経験しています。エルビンが最近彼の音声メッセージではっ

きり言っているように。そして、彼らも同様に発表があるでしょう。これにより、

KYCが確実に承認されることをお伝えします。 USDTを自分のウォレットに正常に引

き出すには、内部販売システムで 2番目の KYCを実行する必要があります。これは、

メンバーのデジタル資産を保護し、セキュリティと安全性も実現する 2つ目のセーフ

ティネットシステムです。メンバーのパスワードのロックなど、いくつかの種類の質問

があります。パスワードを忘れた場合は、パスワードを忘れたボタンまたはディリング

を押すだけです。エネルギー会社のリーダーまたはメンバーがすでに他の人のアカウン

トを取得している場合、関連するドキュメントをカスタマーサービスに提出する必要が

あります。メンバーがメールアカウントの変更リクエストを送信したとき、メッセージ

が他の人になったなど、多くのフィードバックがあります。メッセージは、システムが

最初のメールアカウント全体をメインアカウントとして識別したためです。 

 



[00:06:58]メンバーの投資家がアカウントを管理する場合、上記の問題が発生します。

変更が必要な場合は、カスタマーサービスに送信してください。このすべての関連する

問題を解決できます。メンバーは全く心配する必要はありません。メンバーの他の gibi 

a.T.Mの懸念の 1つに加えて、彼らは OKになります。正式に GIBを立ち上げた後、会

員にデジタルバンクカード用の特別な KYCを実行するように要求します。通知の際、

会員は最初の種類の GIBからの郵便物を入手できます。これに統合された暗号通貨

は、デビットカード KYCの機能がシステムに表示されると私が言える理由を説明する

まったく新しい始まりです。来週までに出発しましょう。これは、Kamasiを実行した

後、カットが記録したことを意味します。 OK、これは誰にとっても良いニュースで

す。実は。同時に、この仕事にすでに参加しているすべての人が、8月末に CISインタ

ーナショナルトラストとの銀行貸付覚書に既に署名していると思います。私たちは今、

並外れた売春婦と収入または投資家の完全な流れを持っています。私たちは自分の匿名

のスイスの銀行口座を持つチャンスがあり、彼らは資産をシズリンに移すことができま

す、または資産は法定通貨または金属で交換できます。これは、世界中の多くの凍結ア

カウント問題のワンストップソリューションになる可能性があります。これが、デジタ

ルバンクの領域に迅速に参入しなければならない理由でもあります。私の中国の仲間の

友人は空が何であるかを知っていると信じています。 

 

[00:08:52]証券会社やデジタルバンクからの求人に対して良いレビューを提供する 8つ

以上の主流メディアがあります。彼らは私たちに高スコア、高評価を与えており、私た

ちがトレンドを保持していることを知っている GIBの発展とビジョンに完全に同意

し、これは将来のデジタルの成長に非常に影響します。さらに、多くのメンバーが、私

たちの職のリープマン、ヘッジモジュールシステム、および IPトラストをすでに見て

います。多くのメンバーのように、私たちのデジタル公式メンバーの統計は非常に好奇



心が強く、この排他的な APシステムの有無にかかわらず、当社のコンサルタントまた

はカスタマーサービスにこれについて問い合わせることを急いでいます。これにより、

少なくとも 60％の利子と約 1億米ドルの信頼が失われ、当社の強力な収益源の 1つに

なると予測しています。 GIB Digital Bankは、8月 24日の数日後に正式にローンチさ

れます。まあ、すべての金融感覚の今後の市場は、メンバーのヘッジシステムが 60 40

から 70 30に調整され、50％の追加のプロモーションリベートでの割引ウィンドウパ

ッケージが調整された直後に正しくなりました。したがって、私たちは残り、全員がソ

フトローンチ期間中にパッケージのアクティブ化を行うことでこの機会をつかむことを

お勧めします。そうすることで、彼がグローバル投資銀行によって紹介されたので、私

たちは私たちの利益を最大にすることができます。 

 

[00:10:38]しかし、コインの現在の傾向は何ですか？これは、3週間の立ち上げ後に

人々が懸念する主要なトピックの 1つです。 OTCの値に加えて急速に成長している傾

向に加えて、誰もが気付いていると思いますが、OTCの値はすでに 2倍になっていま

す。これは、デジタル銀行にとって非常に活気のある朗報です。取引所に上場するため

の準備を積極的に始めています。また、OTC取引が利用可能になる前に、優れたコイ

ン管理を優先します。利用可能になった後、GUSDTの値は倍数になると予測していま

す。少なくとも 10倍の倍数は、おそらく 20、多分 30、または最大 50です。いいえ、

これはビジョンであるだけでなく、すぐに実現されます。誰もがこの旅に沿って GIB

を信じ、それに従っている限り、Ustedが価値を高め、利益になると確信しているの

は、GUSDTの量が今や止まることを知っているからです。 GIBのパッケージを購入す

るときは常に、少なくとも 30％の割引と、GUSDTを使用して入金できる唯一の割引

を使用する必要があることをご存知ですか。これがみんなです。そのため、GUSDTへ

の需要は決して止まりません。私たちの P2Pでのみ停止することはありません。あな



たが考えることができるすべての主要な、主要な暗号交換で GUSDTを去った後に何が

起こるでしょうか。 

 

[00:12:25]わかりました、それ以外に、別のことについて共有したいと思います。え

え、以前はソフトローンチ期間中に、オンラインゲームの破損について言及されていま

した。 OK、これは私たちのシステムで起動しますが、それをさらに使うために非常に

すぐに起動します。これはオンラインゲームと Broxsonを組み合わせたものであり、

これを使用して公正で公正かつ透明な使用法を実現します。 GIBはすぐに Broxsonを

使用したオンラインベッティングを導入します。これは、100％分散したいかどうか、

そしてそれはさらに期待されます。本当に良いニュースは、GIB、これの新しいビデオ

があります。私達は、より多くの Ezo GUSDT所有者の中で私たちのジェマルである世

界独占のオークションジェマルになります、低価格でプレミアム製品を購入することが

できます。ブランドセクションを含む、さまざまなカテゴリの詳細があります。ダイヤ

モンドジュエリーをご覧ください。ブレンダカー、高級品、限定商品、ヘルスケア商

品、物件など、ジムからのご利用や、ご利用方法などをご紹介しています。しかし、こ

れは GUSDTのエコシステムの一部でもあり、GUSDTの価値を高めます。最後に、空

のウォレット GUSDTについて、空で GUSDTをどのように利用しますか？をしたい。 

 

[00:14:00] GIBに投資するメンバーは、利益の 10％を変更するために利用します。多

くのメンバーが GUSDTの使用を理解して、さらに多くの利益を生み出そうとするのを

待つことができないと思います。このウォレットの主な機能は、メンバーが近い将来に

個人で旅行して収益性の高いものを作成できるようにすることです。同時に、同社はま

もなく、排他的な航空保険ヘッジを開始しますが、ここでも、ジャコミニで行っている

ように、新たに始めて新しいものを作成しましょう。皆さんこんにちは。しばらくお待

ちください。今日、妻の分かち合いは終わりに近づいています。最後に、ジーガンコメ



ンニーから現在まで、GIBグローバルインベストメントバンクの皆様のご支援に感謝い

たします。あなたと GIBに感謝します。今日はどこですか。パンデミックの後、マレ

ーシアで首脳会談しましょう。わたし。皆さんにお会いできるのが待ち遠しいので、ま

もなくマレーシアのジュバンでお会いできることを楽しみにしています。どうもありが

とうございました。おやすみなさい、皆さん。ありがとうございました。 


