
GIB Meeting Minutes 
 

1. Company Introductions – GIB and AFF 
a. Please refer to GIB Company Profile for better understanding on the company and their 

holding company AFF. 
b. AFF is a legit Finance Company with 15 finance licenses across US, UK, AUSTRALIA, 

MALAYSIA, THAILAND and etc… 
c. GIB Nasdaq OTC Listed Company (Quasi-listing) Listing Code: GIB 
d. GIB have head office at Australia, US, Hong Kong, New Zealand, Singapore and Dominica. 
e. GIB is among the few Digital Bank worldwide That Successfully Procured SWIFTCODE 

from JP MORGAN CHASE, Swift Code: CHASUSU3XXX 
f. GIB current profit generation business include the following, 

- MT5 LP MAM+5A Forex Trading 
- MT5 Crypto currency Trading 
- MT5 Precious Metal Trading 
- MT5 CFD (Contract For Different) Trading 
- MT5 INDEX Trading 
- AI Quantitative Technology on Crypto currency Trading 
- Interbank Lending Markets (approx. 1% daily Interest) 
- GUSDT (Digital Asset Bank) 

g. GIB is interconnected with AFF through 8 Grand Strategies (Please refer to Company 
profile) 

h. Events in 2020 will postpone to 2021 (Please refer to profile) 
 

2. Company Marketing Plan – GIB 
a. Please refer to GIB Marketing Plan for better understanding on the Company Marketing 

Plan. 
b. There are 7 countries nationality NOT ALLOW to Invest in GIB. 

- US 
- Australia 
- Cambodia 
- Thailand 
- North Korea 
- Cuba 
- Syria 

c. Every members can have 1 main accounts + 9 sub accounts in GIB 
d. Anyone that Invest in GIB will contact for 1 year and this Investment package will be 

auto-renew after maturity without any annual fees. 
e. All GIB members need to complete their own KYC and beneficiary KYC in order to sell 

GUSDT at P2P Platform. 
f. All FD Interest, Investment ROI, Overriding Bonuses (OB) and Group Bonus (GB) will 

credited into Current Deposit Wallet (CDW) (70%), Fixed Deposit Wallet (FDW) (10%), 
MT5 Wallet (10%), G-Share Wallet (GSW) (5%), G-Mall Wallet (GMW) (5%). 

g. All GIB Investor will receive their ROI, OB and GB daily into all their wallets and member 
can withdraw their GUSDT according to their Investment Packages. 

h. All GUSDT withdrawal on P2P is strictly on T+5 time frame. If no taker for GUSDT after 
T+5, GIB have an average calculations on buying and selling ratio to let all members 
receive their part pay-out according to T+5 time frame. 

i. All GIB members will receive 3 types of income when they Invest into GIB, 
- Investment Package Monthly ROI (Range from 7% to 25% monthly) 



- Sponsor Bonus Overriding (Override every members max 200% from own 
Investment Package) 
Example: 
Someone Invested USD1000, then only can override USD2000 max from every 
members. If someone Invested USD100,000 under his level 1, which his monthly ROI 
is USD25,000, said member only can override USD2000 from this member and 
balance USD23,000 back to company pool. 
 

- Group Bonus (Follow company marketing plan to upgrade position in order to get 
more Group bonus monthly. 
 

j. Every Investment Package will have their Maximum Capacity range from 400% to 1000% 
according to their Investment. In order to breakthrough this rule, member need to have 
minimum 5 direct level 1 members with total investment USD25,000 or more.  

 
3. G Company Members Migrate To GIB Information 

a. All G Company members that already enrolled to GIB but didn’t reinvest GIB Investment 
Packages will still receive their Debit Card. 

b. All G Company members that enrolled Digital Bank will have their MT4 amount (0.5x, 
1.5x or 2x) migrate to GIB Discount Wallet and will release to members in 156 weeks. 

c. All G Company members that didn’t reinvest GIB is still GIB Customers with 1 year Fixed 
Deposit and get 18% annual Interest. 

d. If any G Company members choose to terminate their GIB accounts before 156 weeks, 
all their Discount Wallet points will be gone and only can get back their Fixed Deposit 
amount. 

e. All G members which enrolled Digital Bank will move to GIB together with their 
respective network team/family tree. Anyone that did not reinvest GIB after 5 Aug 2020 
will remove from their current position in their family tree and temporally park under 
Company 001 Tree. 

f. G Company members Income Wallet Profit migrations will announce on 10 November 
2020. 

 
4. Q&A Session 

a. Do up line need to invest equivalent amount as down line member in order to get the 
bonus overriding? 
- NOPE. We can override bonus from any members regardless to any investment 

amount. 
b. Investment Maximum Capacity apply to own Investment ROI, bonus overriding and 

Group bonus. Once Max Cap reach, account will be temporally frozen. 
c. Current Deposit Wallet points only can transfer to own DW, FDW, MT5W, GSW and 

GMW. 
d. Activation Wallet points can transfer to other member AW within the same family tree. 
e. Discount Wallet points can transfer to other member DW within the same family tree. 
f. Main Account need to submit KYC and all sub-accounts must follow main accounts 

details. If anyone their sub-accounts personal details different with Main Account, then 
they need to amend it via GIB Support (support@gibank.io) after 6 August. 

g. Official age limit for GIB is from 18 to 80 years old. 
 
Conclusions from Chris NG own point of view 

1. Since GIB already bought over G Company, we need to follow company plan and start to get 
to know GIB more in order for us to move together. Besides taking back our previous G 

mailto:support@gibank.io


Company MT4 Investment, we also should look into GIB marketing plan on how to earn 
passive income. 

2. GIB is an online Bank which offers complete range of services like an ordinary Bank but with 
an advantage of being a Crypto currency + Block chain + Bank. 

3. GIB have a very strong GUSDT ecosystem which will be able to increase GUSDT value in near 
future. 

4. All members will be able to participate into company MT5 Forex and IPO practise with their 
G-Share profit. 

5. GIB have very strong risk management/control with AI Quantitative Technology and The 
Liquidity of Dark Pool. 

 
Thanks. 
 
CN. 
 
  



GIB 会議議事録 
 

1.会社紹介– GIB および AFF 

a。会社とその持株会社 AFF の詳細については、GIB 会社プロファイルを参照してくださ

い。 

b。 AFF は合衆国、英国、オーストラリア、マレーシア、タイなどで 15 のファイナンスラ

イセンスを持つ合法的なファイナンス会社です… 

c。 GIB Nasdaq OTC 上場企業（準上場）リストコード：GIB 

d。 GIB の本社はオーストラリア、アメリカ、香港、ニュージーランド、シンガポール、ド

ミニカにあります。 

e。 GIB は、JP MORGAN CHASE、Swift コード：CHASUSU3XXX から SWIFTCODE を正常に調達

した世界でも数少ないデジタル銀行の 1 つです。 

f。 GIB の現在の利益創出ビジネスには、次のものがあります。 

-MT5 LP MAM + 5A 外国為替取引 

-MT5 暗号通貨取引 

-MT5 貴金属取引 

-MT5 CFD（別の契約）取引 

-MT5 INDEX トレーディング 

-暗号通貨取引に関する AI 定量化テクノロジー 

-インターバンク貸出市場（1 日あたり約 1％の金利） 

-GUSDT（デジタル資産銀行） 

g。 GIB は 8 つの大戦略を通じて AFF と相互接続されています（会社のプロファイルを参照

してください） 

h。 2020 年のイベントは 2021 年に延期されます（プロファイルを参照してください） 
 

2.会社のマーケティング計画– GIB 

a。会社のマーケティング計画の理解を深めるには、GIB マーケティング計画を参照してく

ださい。 

b。 GIB への投資が許可されていない 7 か国の国籍があります。 

- 我ら 

-オーストラリア 

-カンボジア 

- タイ 

- 北朝鮮 

-キューバ 

-シリア 

c。すべてのメンバーは、GIB に 1 つのメインアカウント+ 9 つのサブアカウントを持つこと

ができます 

d。 GIB に投資する人は誰でも 1 年間連絡し、この投資パッケージは満期後に年会費なしで

自動更新されます。 

e。すべての GIB メンバーは、P2P プラットフォームで GUSDT を販売するために、独自の

KYC および受益者 KYC を完了する必要があります。 

f。すべての FD 金利、投資 ROI、上書きボーナス（OB）およびグループボーナス（GB）は、

現在の預金ウォレット（CDW）（70％）、定期預金ウォレット（FDW）（10％）、MT5 ウ

ォレット（10％）に入金されます。 G-Share Wallet（GSW）（5％）、G-Mall Wallet（GMW）

（5％）。 

g。すべての GIB 投資家は、ROI、OB、GB を毎日すべてのウォレットに受け取り、メンバー

は投資パッケージに従って GUSDT を引き出すことができます。 



h。 P2P でのすべての GUSDT の引き出しは、厳密に T + 5 の時間枠で行われます。 T + 5 以降

に GUSDT のテイカーがいない場合、GIB は T + 5 時間枠に従ってすべてのメンバーがそれぞ

れの部分の支払いを受け取ることができるように、売買比率の平均計算を行います。 

私。 GIB に投資すると、すべての GIB メンバーは 3 種類の収入を受け取ります。 

-投資パッケージ毎月の ROI（毎月 7％から 25％の範囲） 

-スポンサーボーナスオーバーライド（すべてのメンバーを自分の投資パッケージから最大

200％オーバーライド） 

例： 

誰かが USD1000 を投資した場合、すべてのメンバーからの USD2000 の上限のみを上書きで

きます。誰かが彼のレベル 1 で 100,000 米ドルを投資し、その月の ROI は 25,000 米ドルで

ある場合、このメンバーはこのメンバーからの USD2000 を上書きし、USD23,000 を会社のプ

ールに戻すことができます。 
 

-グループボーナス（会社のマーケティング計画に従って、毎月より多くのグループボーナ

スを獲得するためにポジションをアップグレードしてください。 
 

j。すべての投資パッケージの最大容量は、投資に応じて 400％〜1000％です。このルール

を突破するには、メンバーは最低 5 つの直接レベル 1 メンバーを持ち、総投資額が 25,000

ドル以上である必要があります。 
 

3. G 会社のメンバーが GIB 情報に移行する 

a。 GIB にすでに登録しているが、GIB 投資パッケージを再投資しなかったすべての G 会社

メンバーは、引き続きデビットカードを受け取ります。 

b。 Digital Bank を登録したすべての G Company メンバーは、MT4 の金額（0.5x、1.5x、また

は 2x）を GIB ディスカウントウォレットに移行し、156 週間でメンバーにリリースされま

す。 

c。 GIB に再投資しなかったすべての G 会社のメンバーは、1 年間の定期預金の GIB 顧客で

あり、年間 18％の利息を受け取ります。 

d。 G 会社のメンバーが 156 週間前に GIB アカウントを終了することを選択した場合、割引

ウォレットポイントはすべてなくなり、定期預金の金額のみを取り戻すことができます。 

e。デジタルバンクを登録したすべての G メンバーは、それぞれのネットワークチーム/家系

図とともに GIB に移動します。 2020 年 8 月 5 日以降に GIB を再投資しなかった人は、家系

図の現在の位置から移動し、一時的に Company 001 Tree の下に駐車します。 

f。 G Company メンバーの収入ウォレット利益の移行は、2020 年 11 月 10 日に発表されま

す。 
 

4.質疑応答 

a。アップラインはボーナスを上書きするためにダウンラインメンバーと同等の金額を投資

する必要がありますか？ 

-いいえ。投資額に関係なく、メンバーのボーナスを無効にすることができます。 

b。投資最大容量は、独自の投資 ROI、ボーナスの上書き、およびグループボーナスに適用

されます。最大上限に達すると、アカウントは一時的に凍結されます。 

c。現在のデポジットウォレットポイントは、自分の DW、FDW、MT5W、GSW、および

GMW にのみ転送できます。 

d。アクティベーションウォレットポイントは、同じファミリーツリー内の他のメンバーAW

に転送できます。 

e。割引ウォレットポイントは、同じファミリーツリー内の他のメンバーDW に転送できま

す。 



f。メインアカウントは KYC を送信する必要があり、すべてのサブアカウントはメインアカ

ウントの詳細に従う必要があります。サブアカウントの個人情報がメインアカウントと異な

る場合は、8 月 6 日以降に GIB サポート（support@gibank.io）で修正する必要があります。 

g。 GIB の公式の年齢制限は 18〜80 歳です。 
 

クリス・NG 自身の見解からの結論 

1. GIB はすでに G Company を買収したので、一緒に行動するためには、会社の計画に従い、

GIB についてもっと知る必要があります。以前の G Company MT4 投資を取り戻すことに加え

て、受動的収入を獲得する方法に関する GIB マーケティング計画も検討する必要がありま

す。 

2. GIB は、通常の銀行と同様に幅広いサービスを提供するオンライン銀行ですが、暗号通貨

+ブロックチェーン+銀行であるという利点があります。 

3. GIB には非常に強力な GUSDT エコシステムがあり、近い将来に GUSDT 値を増加させるこ

とができます。 

4.すべてのメンバーは、会社の MT5 Forex および IPO プラクティスに G 株の利益で参加でき

ます。 

5. GIB は、AI 定量テクノロジーとダークプールの流動性を使用して、非常に強力なリスク管

理/制御を行っています。 
 

ありがとう。 
 

CN。 
 


