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[00:00:00] Christine, to all esteemed member of JABE, distinguished guests and fellow 

members, I am Dr. Drew. I'm pleased to welcome you all to this on air sharing. Thank 

you to all our stakeholders, members and Crane for sticking with us since our soft 

launch in July. On behalf of GIBI, I would like to commend you all on your recent 

success during the Grand Ronge Global Investment Bank and Capital Trust Review that 

is working in cooperation with Capital Investment Bank SIBELLA, one in which a 

memorandum of agreement has been signed. 

 

[00:00:39] Another huge revelation from the grand launch last month was the 

groundbreaking ceremony, which was held in state after location across the world to 

build luxurious and grand gibi towers in which can increase investment and customer 

resources such as real estate, which proved to be one of the primary lucrative 

investment that ever return to the job. 

 

[00:01:06] We are now more achievement that it has accomplished within the past 

month. That's an update for all the our members and stakeholders. Gebek, the holding 

company in the United States of America. We will be listed in the over-the-counter OTC 

Kilbey market. This is not huge news. Despite a pandemic and locked out in many 

countries as promised in July, Gibby's now and wrote to being listed on Nasdaq US 

Stock Exchange. Gibeah is an auto we do. If you recall in mid-July I mentioned that 

GIBI would be going to the LTC market and by the second quarter of two 022, Gibbs is 

aiming for an hour. Gibeah New Shacklett will be officially announced by the over-the-

counter OTC market in the third or fourth week of September, 21 days after its official 

approval. So please stay tuned. This put grb on track to be listed on the Nasdaq stock 

exchange. But in time during the second quarter of the year 2022, it would not have 

been possible without the help of every single one of you. Now we can invest, trit, buy 

and sell our very own gwg on this global global electronic marketplace in the United 

States and other continents that we have yet to tap into. 

 

[00:02:40] Not only that, but today I would like to announce some ground breaking news 

here that is about infinancial IPO and financial backed by Alibaba Group holding 



planned to list simultaneously in the Hong Kong stock market and on Shanghai Nasdaq 

style stock market and raise as much as US 30 billion, according to Reuters. 

 

[00:03:06] That would make it the world because IPOs in Saudi Aramco raise us twenty 

nine point four billion last December, which surpassed the record set by Alibaba in 2014. 

And Jayyousi are the first major Asian investor to be linked to any financial IPO. So 

what does this have to do with you? Everybody, please listen carefully. Starting from 

tomorrow, which is Monday, 21st of September to 020 members who purchase or 

reinvest a GIBI package starting from a minimum of USDollar 15000 and above can get 

a free initial share of givebacks with one to one ratio. Gibeah Global Investment Bank 

has been sponsored by our correspondent banks JP Morgan Chase, and has been 

invited to participate in the private pressmen sales of 50 million. In the listing of any 

financial pre-IPO equity of Alibaba Group, GIBI had pledged 20 million shares. The GIBI 

acts as an asset transfer agreement so that J.B. X is the holder of to share, thereby 

giving GIBI increase in value. The share are to be held in an escrow account with a law 

firm to address any security concerns. All members will be given a share of debate and 

are open to redeem the actual share equity. Three months after JP has been listed at 

Otey C Kilbey, all conversion ratio will be one to one. 

 

[00:04:53] Let me give you an example. A package purchase of USD fifteen thousand. 

 

[00:05:00] We will be entitled to 15000 initially share these precious opportunities, very 

limited, Gibby's only capable to offer up to 5000 slot following a first come first serve 

basis. 

 

[00:05:13] Members can get Gibby's share in two a number one, but chase or reinvest 

package of GIBI minimum US dollar 15000 and above to get the one to one ratio free 

grb initial share. Second, you can transfer a minimum USDollar 15000 thousand and 

above into a share wallet. Of course you can transfer from your current deposit it or 

deposit it or you can combine to transfer in. Gibeah offer is limited to the first five 

thousand and Ruhlman only and first come first serve basis beside that job growth 

investment into the bank to USDOT. See what an extraordinary deposit members can 

transfer from their current deposit wallet, discount it migration and USDOT into the 

ROTC sea water for sticking while enjoying a five percent monthly compounding interest 

charge in increasing the amount of GWP. When goes Derwish one dollar, it will be 



going on the New York Stock Exchange immediately and Gibby's strive to achieve this 

target within three to six months, after which Gibril will head on into the world. Top 10 

exchange, including exchange finance. Hoby OK, yes. 

 

[00:06:37] And as a striving to move from OTCBB to be listed in Nasdaq within two 

years of the exchange, are the necessary links for Brocton cryptocurrency holding onto 

the coin and withdrawal of money based on the strong uptrend of GST? Teresina, it is 

predicted that at the end of this year, December, the actual value will rise from zero by 

one, two by three US dollar and agreed this new is that member all across the world can 

do stocking based on the lowest value of zero by one in September, buying the GST 

and transferring it into the OTC. What it wants to OTC exchange is open. Member can 

then enjoy the enormous profit gain from the rising price of the GST. According to the 

professional prediction, those who enter now will get five hundred of the profit once GST 

rise up to fifty fifty dollars in a year. Joining the Office of Great Fortune Otik provide a 

fast, safe and stable cryptocurrency channel for those who hold no coin allowing 

members to participate in it directly. EIB Group Investment Digital Bank has already 

applied for a license and authorization from 15 different countries. Since our launch, we 

have been highly recognized from the market and gained global attention just equal in 

terms of security. The use more than thirty security technology to ensure the safe 

operation of the wallet. 

 

[00:08:20] At the same time, once to us, Ötzi launched in that cooperation will be 

established with a top number one companies in various industry. The other big news 

today is that GIBI Global Investment Digital Bank is also about to carry out in-depth 

strategic cooperation with Goldman Sachs and Softbank. The two top investment 

institution, GIBI Digital Bank, will join hands with these two heavyweight Fortune 500 

giant to record an online video. Congratulation and signing the more you on site. First of 

all, representative of Softbank and Goldman Sachs will hold online. Summit or live 

broadcast will be the official WeChat account of the two major group announced a 

capital injection and deployment of the Gibeah Digital Bank Rakhshan Project, the local 

TV station. Also the report on this Strategic Investment Corporation. So please state on 

the recently launch multi-function is the first step for GIBI Global Investment Bank to be 

a one stop trading platform. In addition, Gibeah is actively seeking to define track, 

seizing the new blue ocean and seizing this opportunity of getting rich so that ordinary 

people can realize their dream of getting rich. Utilizing crypto financial management to 



create a chain future, GRB launched this enterprise financial defined protocol to seize 

billions of new opportunity from Bitcoin to yttrium from platform token to the. 

 

[00:10:00] There is no shortage of miracle in the Brocton Field, a new miracle perform 

every year for digital currency and yet an investor, the most important thing is to take 

advantage of opportunity before they come. Since 2019, DFI has become more and 

more popular in the currency circle. In 2020, it will become the hottest term in the 

industry. 

 

[00:10:27] In September this year, Biffy hit the record high again with a total value that 

US nine point seven seven billion that on the overall number of defined user has 

increased by more than 600 percent from last year to this year. 

 

[00:10:45] To Funi modify its decentralized finance is operating smart contract 

technology to realize the complex business of traditional finance is characterized by 

transparency, decentralization and automatic execution without intervention, a level 

playing field for everyone to participate in it to generate return higher than the current 

additional investment market. With the recent launch of the defined protocol governance 

doctrine, the price of your unfinanced wi fi has increased from USD 1000. By talking to 

USD 40000, we are on our way of more than eighteen thousand percent. This implies 

that if I is putting into the investment field why a five percent annualized rate is one 

thousand eight hundred twenty eight percent. That is the annualized rate of 18 cm high 

and a return on investment is thirty four thousand nine hundred and ninety eight percent. 

And the rate of return is USDollar forty three thousand three hundred and seventy eight 

per y y y. If I pass, the annualized rate is one thousand two hundred twenty eight 

percent. That is the annualized rate of twelve times high and the return on investment is 

more than thirty thousand percent and the rate of return is nine thousand four hundred 

forty eight US dollar per y y. 

 

[00:12:21] If we passed, the annualized rate is nine hundred eighty eight to one 

thousand six hundred eighty eight percent. That is the annualized rate of nine to 16 time 

high. 

 

[00:12:30] The return on investment is two thousand seven hundred ninety one percent 

and the rate of return is eighty three point three dollars per yfc. The popularity of defying 



has penalty did not need to enter your market and a new round of ImageWare is coming. 

This is the era where when ordinary people are most likely to turn over in addition to wi 

fi and other defined products such as bass and sushi, I also suspect that job growth 

investment to get a bang breaking the new pattern of well and creating a prosperous 

digital financial ecosystem. As a world leading digital asset trading platform, Gibeah 

take the lead and actively participate in the deployment of defined and bewell structure 

defined ecosystem belonging to GRB. 

 

[00:13:25] Today, we GwG gibes see the current potential and development of 

decentralised financial defined and is committed to developing, transforming and 

reforming. GwG is negotiating cooperation with some popular defined project on the 

market and is creating Gibeah decentralised financial agreement on platforms such as 

UNISOM Curve and Balanced. The new funding and liquidity mining. 

 

[00:13:51] You faming mean that the cryptocurrency investor can invest funds into 

different defined protocol to own the largest return, whereas liquidity mining mean that 

liquidity provider provide liquidity to the platform in the form of cryptocurrency asset and 

a platform that, if taken in return based on an annualized rate that can generate more 

than 50 percent of the two gibes about the launch of decentralised financial protocol to 

enter the defined for you to GwG to provide Eco-System participant revenue money and 

using GwG to provide liquidity to obtain revenue. Moreover, Dusit he would be able to 

be used as a cultural asset to provide total liquidity on a decentralised financial network 

protocol. When mortgage assets are added to the asset pool, the network protocol will 

reward the liquidity provider in the form of token. In simple terms, this allows US liquidity 

provider to obtain liquidity reward by collaterally Cornetta. Realizing the. I said August 

18th century, what will be returned from fixed or variable number of different 

agreements currently actively discussing cooperation with one undefined partner? This 

will allow us to be used as a platform to my other decentralised financial defined option, 

such as wi fi, wi fi and why we and etc.. 

 

[00:15:26] The GIBI decentralised financial protocol will soon be launched globally using 

chains to create a future dialogue in the financial era. Good news come one after 

another. Last but not least, GIBI, our real estate investment continued to treat the letters, 

which is very dear to us is to give Gwangju Towers Giggity that would be available in 

several countries very, very soon. The aim is to generate profit too for our member 



investment and also help community to grow GIBI in time to take charge of the sales 

and marketing for this unit and they will be sold using GwG. This will help increase the 

value of our own digital currency and based on research, we granda an eight percent 

annual return and the rental return over six year of which we call a grand and return 

jarra. We have so much more in store for you, J.B.. Tim and I are continuously 

brainstorming every day to bring the very best to our customer and success usually 

come to those who are busy looking for it and we are growing investment bank and 

capital trust do just that. That's all for my sharing today. Thank you very much. And 

good night, everyone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[00:00:00]クリスティン、GIBの尊敬されているすべてのメンバー、著名なゲスト、そ

して仲間のメンバーの皆さん、私はドリュー博士です。エアシェアリングで皆様をお迎

えできることをうれしく思います。 7月のソフトローンチ以来、関係者、メンバー、

クレーンの皆様にご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 GIBを代表して、覚

書が締結されたキャピタルインベストメントバンク SIBELLAと協力しているグランド

ロンジグローバルインベストメントバンクアンドキャピタルトラストレビューでの最近

の成功を称えたいと思います。 

 

[00:00:39]先月のグランドローンチからのもう一つの大きな啓示は、投資と不動産など

の顧客リソースを増やすことができる豪華で壮大な GIBタワーを建設するために世界

中の場所で次々と開催された起工式でした、これは仕事に戻る主な儲かる投資の 1つ

であることが証明されました。 

 

[00:01:06]これで、過去 1 か月以内に達成したより多くの成果が得られました。これは、

すべてのメンバーと利害関係者にとっての最新情報です。アメリカ合衆国の持ち株会社

である GIBX。店頭 OTCQB 市場に上場します。これは大きなニュースではありません。 

7月に約束されたように、パンデミックが発生し、多くの国でロックアウトされたにも

かかわらず、GIBは現在、ナスダック米国証券取引所に上場するように書いています。

GIBは私たちが行う自動車です。 7月中旬に GIBが OTC市場に参入し、2022年の第

2四半期までに GIBが 1時間を目指していることを思い出してください。 GIB新しい

株は、正式な承認から 21日後の 9月の第 3週または第 4週に、店頭 OTC市場から正

式に発表されます。どうぞお楽しみに。これにより、GIBはナスダック証券取引所に上

場される予定です。しかし、2022年の第 2四半期には、皆さん一人一人の助けがなけ

れば、それは不可能だったでしょう。今、私たちは、米国やまだ活用していない他の大



陸のこのグローバルなグローバル電子市場に、独自の GUSDTを投資、試用、購入、販

売することができます。 

 

[00:02:40]それだけでなく、本日、香港株式市場と上海ナスダックスタイルで同時に上

場する予定のアリババグループが支援する金融 IPOと金融に関する画期的なニュース

をここで発表したいと思います。ロイターによると、株式市場で 300億米ドルもの資

金を調達している。 

 

[00:03:06]サウジアラムコの IPOが昨年 12月に 29億 4千万ドルを調達し、2014年に

アリババが設定した記録を上回ったため、世界になります。そして、ジャックマーはア

ジアで最初の主要投資家です。金融 IPO。それで、これはあなたと何の関係があります

か？みなさん、よく聞いてください。 9月 21日月曜日の明日から、最低 15000米ドル

以上から GIBパッケージを購入または再投資する 5000人のメンバーは、1対 1の比率

で無料の初期シェアを獲得できます。 GIB Global Investment Bankは、コルレス銀行

の JP Morgan Chaseが後援しており、5,000万の民間プレスマンの売上に参加するよ

う招待されています。アリババグループの IPO前の金融株式の上場において、GIBは

2000万株を差し入れました。 GIBは資産譲渡契約として機能するため、J.B。Xが株式

の保有者となり、GIBの価値が高まります。株式は、セキュリティ上の懸念に対処する

ために、法律事務所のエスクロー口座に保管されます。すべてのメンバーに討論のシェ

アが与えられ、実際のシェアエクイティを償還することができます。 GIBが OTC QB

に上場してから 3か月後、すべての換算比率は 1対 1になります。 

 

[00:04:53]例を挙げましょう。 15,000米ドルのパッケージ購入。 

 



[00:05:00]最初に 15000がこれらの貴重な機会を共有する権利がありますが、非常に限

られており、GIBは先着順で最大 5000スロットを提供することしかできません。 

 

[00:05:13]メンバーは GIBのシェアを 2つのナンバーワンで取得できますが、GIBの最

低米ドル 15000以上のパッケージを追跡または再投資して、1対 1の比率の無料 GIB

初期シェアを取得します。次に、最低 15000千米ドル以上をシェアウォレットに転送

できます。もちろん、現在の預金から移すか、預けるか、組み合わせて移すことができ

ます。GIBのオファーは、最初の 5000と Ruhlmanのみに制限されており、USDOTへ

の銀行への雇用拡大投資のほかに先着順です。臨時預金メンバーが現在の預金ウォレッ

トから何を転送できるかを確認し、GUSDTの量を増やす際に毎月 5％の複利を享受し

ながら、その移行と USDOTを ROTC海水に割引して貼り付けます。ダーウィッシュ

が 1ドルになると、すぐにニューヨーク証券取引所に上場し、GIBは 3〜6か月以内に

この目標を達成するよう努めます。その後、GUSDTは世界に向かいます。為替ファイ

ナンスを含むトップ 10の取引所。ホビーOK、はい。 

 

[00:06:37]そして、交換から 2年以内に OTCBBからナスダックに上場するための努力

として、ブロックチェーン暗号通貨がコインを保持し、GUSDTの強い上昇傾向に基づ

いてお金を引き出すために必要なリンクはありますか？テレジナ、今年の終わり、12

月に、実際の値は 0から 1、2、3米ドル上昇すると予測されており、この新しいメン

バーは、世界中のメンバーが最低値に基づいてストッキングを行うことができることに

同意しました。 9月に 1つずつ、GUSDTを購入して OTCに転送します。 OTC交換に

欲しいものはオープンです。その後、会員は GSTの価格上昇による莫大な利益を享受

することができます。専門家の予測によると、GUSDT が 1 年で 50 ドルに上昇すると、

今入国した人は 500の利益を得ることになります。 Office of Great Fortune Otikに参加

すると、コインを持っていない人に高速で安全かつ安定した暗号通貨チャネルが提供さ



れ、メンバーが直接参加できるようになります。 GIB Group Investment Digital Bank

は、すでに 15か国からライセンスと認可を申請しています。発売以来、市場から高い

評価を得ており、セキュリティ面でも同様に世界の注目を集めています。ウォレットの

安全な操作を保証するために 30以上のセキュリティ技術を使用します。 

 

[00:08:20]同時に、一度私たちに、その協力で立ち上げられた ÖTCは、さまざまな業

界でトップの企業との協力関係を確立します。今日の他の大きなニュースは、GIBグロ

ーバルインベストメントデジタルバンクもゴールドマンサックスとソフトバンクとの綿

密な戦略的協力を実行しようとしているということです。 2つのトップ投資機関であ

る GIB Digital Bankは、これら 2つのヘビー級のフォーチュン 500の巨人と手を組み、

オンラインビデオを録画します。おめでとうと署名します。まず、ソフトバンクとゴー

ルドマンサックスの代表がオンラインで開催します。サミットまたは生放送は、地元の

テレビ局である GIB Digital Bank RakhshanProjectの資本注入と展開を発表した 2つの

主要グループの公式WeChatアカウントになります。また、この戦略的投資法人に関

するレポート。したがって、最近立ち上げられた多機能は、GIBグローバル投資銀行が

ワンストップ取引プラットフォームになるための最初のステップであることを述べてく

ださい。さらに、GIBは、一般の人々が金持ちになるという夢を実現できるように、軌

道を定義し、新しいブルーオーシャンをつかみ、金持ちになるこの機会をつかむことを

積極的に模索しています。 GIBは、暗号通貨の財務管理を利用してチェーンの未来を

創造し、このエンタープライズ財務定義プロトコルを立ち上げ、ビットコインからイー

サリアム、プラットフォームトークンからに数十億の新しい機会をつかみました。 

 

[00:10:00]ブロックチェーンフィールドには奇跡がたくさんあります。デジタル通貨の

ために毎年新しい奇跡が行われていますが、投資家にとって最も重要なことは、機会が



来る前にそれを利用することです。 2019年以降、DeFIは通貨界でますます人気が高

まっています。 2020年には、業界で最もホットな用語になります。 

 

[00:10:27]今年の 9月、DeFIは再び過去最高を記録し、定義されたユーザーの総数に占

める米国の合計値は昨年から今年にかけて 600％以上増加しました。 。 

 

[00:10:45] DeFIが分散型金融を変更するために、スマートコントラクトテクノロジー

を運用して、従来の金融の複雑なビジネスを実現します。透明性、分散化、介入なしの

自動実行、誰もが参加して生成するための公平な競争の場が特徴です。現在の追加投資

市場よりも高いリターン。定義されたプロトコルガバナンスの原則の最近の開始により、

資金調達されていない DeFiの価格は 1000米ドルから上昇しました。40000米ドルと

話すことで、18,000パーセント以上の道を進んでいます。これは、私が投資分野に参

入している場合、なぜ年率 5％が 188％であるかを意味します。これは 18cmの高さの

年率であり、投資収益率は 34,998パーセントです。また、収益率は 1年あたり 4万

3,378ドルです。私が合格した場合、年率は千二百二十八パーセントです。これは年率

12倍の高さであり、投資収益率は 3万パーセントを超え、収益率は年間 9,448米ドル

です。 

 

[00:12:21]合格した場合、年率は 988から 168パーセントです。それは 9から 16倍の

高さの年率です。 

 

[00:12:30]投資収益率は 2,779％で、収益率は yfcあたり 83ドルです。反抗することの

人気にはペナルティがあり、市場に参入する必要はありませんでした。ImageWareの

新しいラウンドが来ています。これは、DeFiやバスや寿司などの他の定義された製品

に加えて、一般の人々が転倒する可能性が最も高い時代です。また、新しいパターンを



打ち破り、繁栄するための雇用拡大投資も疑われます。デジタル金融エコシステム。世

界をリードするデジタル資産取引プラットフォームとして、GIBは主導権を握り、

GRBに属する定義済みおよび構造定義済みエコシステムの展開に積極的に参加してい

ます。 

 

[00:13:25]今日、私たち GIBは、分散型金融の現在の可能性と発展が定義されているこ

とを認識し、発展、変革、改革に取り組んでいます。 GIBは、市場で人気のある定義

済みプロジェクトとの協力を交渉しており、UNISOMCurveや Balancedなどのプラッ

トフォームで GIB分散型金融契約を作成しています。新しい資金調達と流動性マイニ

ング。 

 

[00:13:51]あなたの名声は、暗号通貨投資家が最大のリターンを所有するために異なる

定義されたプロトコルに資金を投資できることを意味しますが、流動性マイニングは、

流動性プロバイダーが暗号通貨資産とプラットフォームの形でプラットフォームに流動

性を提供することを意味します。分散型金融プロトコルの立ち上げについて 2つの GIB

の 50％以上を生成できる年率に基づいて見返りとして、エコシステム参加者に収益金

を提供するために GUSDTに定義を入力し、GUSDTを使用して流動性を提供する場合

収入を得る。さらに、GUSDTは、分散型金融ネットワークプロトコルで完全な流動性

を提供するための文化的資産として使用することができます。住宅ローン資産が資産プ

ールに追加されると、ネットワークプロトコルはトークンの形で流動性プロバイダーに

報酬を与えます。簡単に言えば、これにより、米国の流動性プロバイダーは、コルネッ

タを担保として流動性報酬を得ることができます。の実現。私は 18世紀 8月に、1つ

の未定義のパートナーとの協力について現在活発に議論している固定または可変数の異

なる協定から何が返されるのでしょうか。これにより、wi fi、wi fi、およびなぜ私たち



などであるかなど、他の分散型の財務定義オプションのプラットフォームとして使用で

きるようになります。 

 

[00:15:26] GIB分散型金融プロトコルは、金融時代の将来の対話を作成するために、ブ

ロックチェーンを使用してまもなくグローバルに開始されます。良いたよりが次々とや

ってくる。最後に大事なことを言い忘れましたが、GIB、私たちの不動産投資は手紙を

扱い続けました、それは私たちにとって非常に大切なことです、それは非常にすぐにい

くつかの国で利用できる光州タワーズギギティを与えることです。目的は、メンバーの

投資のためにも利益を生み出すことであり、コミュニティがこのユニットの販売とマー

ケティングを担当するのに間に合うように GIBを成長させ、GUSDTを使用して販売さ

れるようにすることです。これは私たち自身のデジタル通貨の価値を高めるのに役立ち、

調査に基づいて、私たちは 8％の年間収益と 6年間のレンタル収益をグランダし、その

うちのグランドとリターンのジャラと呼びます。 GIB。ティムと私は、お客様に最高

のものを提供するために毎日ブレインストーミングを続けています。通常、それを探し

ている人には成功がもたらされ、投資銀行と資本信託は成長しています。それだけ。今

日の私の共有は以上です。どうもありがとうございました。そしておやすみなさい、皆

さん。 


