
Global Investment Bank & Capital Trust 

暗号ファイナンスが

国境を越える:フィンテックを超越したデジタルバンキング

無制限の未来を創造します



ブロックチェーン暗号化デジタルバン
キングの時代が到来しました!

暗号通貨の総市場価値は
2023年に11兆米ドルを超える見込み

評
価

7500倍に成長

2,200万倍の成長

2,600万倍の成長

5000倍に成長

爆発的な成長

ビットコイン
2009年にリリース後6年間

ライトコイン
2011年にリリース後

7年間

リップル
2013年にリリース後

4年間

イーサリアム
2014年にリリース後

3年間



外国為替は、現代の世界における
投資・財務管理プロジェクトの第一選択です。

1日取り引き量
６兆米ドル達成

米国株式市場総取引量の50倍!

中国株式市場総取引量の200倍!

米国証券市場

中国の証券市場。

外国為替市場



マーケットプレー
ヤーのための新し

い戦略エ
コ
シ
ス
テ
ム

過去5年間、世界の銀行業界はデジタル時代に移行し、
デジタル化イノベーション戦略を開始しました



ブロックチェーンVS
世界中の200を超える銀行が、ブロックチェーンとファイナンスの組み合わせに関する深い洞察

を得始めています。 ブロックチェーンと伝統的な銀行の組み合わせが世界を劇的に変えるで
しょうか？

Global Investment Bank & Capital Trust （GIB）

GIBがその答えです!

インターネット



紹介
GIBはブロックチェーンコンセンサスをベースにした世界初のデジタル資産のための「銀行」のプ
ラットフォームとして、「GIB」という所コードでOTCに上場される予定です。 GIBは米国公認企
業であり、150人以上のトレーダーや通貨価値の管理専門家で構成されたチームを保有していま
す。 GIBの親会社は、オーストラリアのAFF総合金融グループ（AFF Multi Finance Group）です。
AFFはAFF Holding Group inc。という社名でナスダックOTCに上場しています。 GIBは、アジア太
平洋地域内のAFFグループの主要販売代理店であり、GIBは、地域のビジネスを展開し、全世界に
GIB運営所を設立するために努力しています。

GIB Global Investment Bank＆Capital Trustは、デジタル資産預金、デジタル資産の処分、デジタル
資産の取引、デジタル資産金融、デジタルショッピングモール、ゲームおよびソーシャルメディア
を統合するデジタル資産管理プラットフォームです。
GIBは、デジタル資産管理の分野での確実なリーダーです。

現在GIBは、特定の通貨を保有している機関やグループにデジタル資産の価値を実現、維持、開発
のためのワンストップデジタル資産管理ソリューションを提供しています。加えて、デジタル資産
の量的価値を高め私募ファンド商品、ツール、およびデリバティブを提供することができる能力を
備えています



AFF	Holding	Group	AFF	

ナスダックOTC上場企業(準上場)



本社



会社オフィス

本社（オーストラリア）

Australia Square Tower
264 George Street Sydney

オペレーションオフィス
67 Burnside Ave
East Hartford, CT 06108
USA

事務局
1717 N street  
northwest , suite 1 
Washington DC 20036 
USA 



グローバルサービスセンター
香港
GIB銀行サービスセンター

OFFICE ADDRESS :
Room 1502-3, Connaught Commercial 
Building, 185 Wan Chai Road, Wan Chai, 
Hong Kong
Fax : +85237403135
Tel no : +852 25930122

シンガポール
AFF Multi Finance Group, AUSTRALIA & 
group member: GIB Bank & Capital Trust 

OFFICE ADDRESS :
46 East Coast Road #10-01 Eastgate
Building Singapore 428766.
Name : BizGlobalService Pte Ltd 
Email : joanna@bizadv.com.sg
Tel :+65 63487115

ドミニカ
GIB オフィス

OFFICE ADDRESS :
Cara Shillingford,
Cara Shillingford Chambers,  
Corner of Hanover Street and Hodges Lane,  
Roseau, 
971 Commonwealth of Dominica
Tel:+1 (767) 225-4563

オーストラリア
GIB オフィス

OFFICE ADDRESS :
Suite 6303 Q1 Tower,
9 Hamilton Avenue,
Surfers Paradise,
QLD 4217
Tel:+61(0)755389377

ニュージーランド
GIB オフィス

OFFICE ADDRESS :
ANZ Center
Level 15, 171 Featherston Street,Wellington
6011,New Zealand
Tel : +64 48946500

会社オフィス



Global Investment Bank & Capital Trust
GIB グローバル投資デジタルバンキング。

GUSDT
(グローバル・ユーティリティー・スマート・デジタル・トークン)

AFF Multi Finance Group
AFFマルチファイナンスグループ

フィンテック ブロックチェーン

Gib Capital Group
GIB キャピタルグループ

GIB 国際ビジネススクール

TM

クラウドファンディング

AFF ホールディンググループ

• 10億に制限された流通量
•コインバーン
•限定配布
• P2P オンチェイン
•仮想通貨取引所
•仮想通貨ポータル
•仮想通貨ディーラー
•仮想通貨発行
• OTC 市場
•暗号化権利
•暗号化ゲーム
•暗号化資産のための専属保険
•ウォレットサービス
•脱中央化金融(DeFi)
•ステイキン
•仮想通貨公開(ICO)
仮想通貨交換(IEO)
仮想通貨取引所公開(IDO)
仮想通貨ウォレット(IWO)

•資産アンカートークン
• 8つの戦略的価値バックアップ
•トークン交換
• Coinmarketcapの10第トークン
•上位 10第の取引所
• 5G + Iot管理
• AI アービトラージ
•コイン交換。
•証券型トークン公開(STO)
• 私募ファンド保証
•債券保証。
•ダークプール
•高頻度取引

• デジタルバンキング
• プライベートバンキング
• ビジネスバンキング
• デジタル資産管理
• 投資と資産管理
• 定期預金
• 当座預金
• 暗号現金カード
• グローバル保険会社。
• 専属保険
• 国際保険グループ。
• 再保険相談
• 保険ブローカー。
• 地域保険会社。
• 企業顧客。
• 個人投資プログラム(PPP)
• 弾丸の取引
• 暗号化取引ゲートウェイ
• インターバンク取引。

•資産管理
•上場企業の合併
•私募ファンド
•キャピタル・トラスト・ファンド
•資産再編
•香港ライセンス金融会社
•ラブアン・マネージメント・トラスト・ライセンス会社
•私募債券
•スイスの金融監督当局によって認定
•ナスダック OTC 
•ナスダックメインボード
•上位 8 ビジネス/プロジェクト予測価値
•医療用大麻
•暗号通貨取引プラットフォーム
•オンラインギャンブルプラットフォーム
• GUSDT™ - Global Utility Smart Digital Token
•エンターテイメント制作
•個人投資プログラム (PPP)
•金の探査と採掘
•企業開示 & RTO
•株式の発行
•負債増加
•機関投資の価値
•技術知的財産
•市場創造
•リーツ (REITs)
•不動産トークン化

•流動性プロバイダー
•プライムブローカー
•マーケットメーカー
•外国為替取引
•米国株式CFD 
•貴金属
•仮想通貨
• Index 
•ヘッジ
• Futurオプション。

• グローバル投資ビジネススクール
• 実績のあるブロックチェーンの専門家
• 実証済みのブロックチェーンコース。
• ブロックチェーン起業家セミナー
• ブロックチェーンアプリケーションプランナー
• ブロックチェーンのビジネスモデルマスタークラス
• 実績のある財務分析。



AFFマルチファイナンスグループ
John Joseph Foley
B.D. LLB. BL(Dub). KHS.
MAICD. Barrister-At-Law
創設者 & グループディレクター

Richard Chiang
BE Hons (Uc Bekerly)
M&A コンサルタント

Nick Barton Grimley
(LLB)
法務コンサルタント& 
OTC 株式管理マネージャー

Li Ling (ICEY)
広報マネージャー

Steven 
Stanbrook
GAICD Dip. FP 
and BA
チーフマーケティ
ングディレクター

Steven Kong
F.C.I.B
チーフ・インベストメント
ディレクター

Adrian Lee
UK ACCA, MIA
マレーシア 高財務
責任者

Dato Sri Gobinat
MBA BEng. CEn
チーフテクニカル
ディレクター

Dr David Evan
新規株式公開(IPO) 逆引
き (RTO) コンサルティ
ングディレクター



グローバル投資銀行・資本信託

KENNY THAM
会長代行

Nick Barton Grimley
(LLB) UK
法務コンサルタント&OTC
ストックマネージャーBenedict Cotte

科学修士 IBD
高経営責任者(CEO)

理学修士
博士進行中

David Cameron 
ビジネスマーケティング学位保有者
営業担当副社長

Ragunathan
Dip.CS. MCSE. CBE
製品デジタルエグゼクティブ担当副
社長

Adrian Lee
UK ACCA, MIA
マレーシア会計・財務・税務
担当上級副社長

Mark Wang 
BBS (アカウンティング・メ
ジャー)
アジア太平洋地域マーケティング
ディレクター

Dr Iain Gray PhD
銀行コンサルタントベテラン
創業者・グループディレクター



GUSDT   就任チーム
Nick Barton-Grimley
会長

Shahrizan Ferouz
Bin Hassan
副プロジェクト長

Steve Vasant
副プロジェクト長

ADRIAN LEE
財務・
原価計算

LI LING (ICEY)
パブリックリ

レーションシッ
プマネー
ジャー

Dhimas
Pambudi
ブロック
チェーンコン
サルタント

Ragunathan
コンテンツ
本部長

Steven 
Stanbrook
マーケティ
ング責任者

STEVEN 
KONG
戦略責任者

Kush 
Khandelwal
Ba Hons. IMD
デザイン
チームリーダー

Dato’ Sri Gobinath
CEO

TM



創業者・グループディレクター

ドクター・イン・グレイ博士

• オーストラリアで正式な教育を受け、学士号、修士号、建築学の博
士号を取得

•ラプター・グローバル・コーポレーション、KGTなど世界的に有名
な数多くの企業で取締役を務め、同時に10,000人以上の従業員を管
理しています。

•
Iain Gray博士は、確固たるリードスタイルを持ち、市場に敏感で
会社経営の経験があり、彼の優れた運用判断と国際的な視点は彼
に成功を与えました。40年間の実務経験の中で、建築計画、建
設、鉱業、IT、不動産のプロジェクトに参加し、国と企業にとっ
て大きな経済的、社会的利益を生み出しました。

コアメンバー



会長代行

ケニー・タム

• オーストラリア・東南アジアを含むアジア太平洋銀行産業のシ
ニアマネージャー

• Myworld Rewards Sdn
Bhd(http://www.myworldholdings.com)、マレーシアの規制当局
によって発行された直接販売ライセンシー、Wow Fintech Sdn
Bhdを含むいくつかのカード管理会社のナショナルアドバイ
ザー

• 100万人以上のカード保有者がクレジットカードおよびデビッ
トカード管理ポートフォリオで実践的な経験を持っています

コアメンバー



• 西オーストラリア大学会計学部卒業
• 10年以上のマーケティング経験
• 銀行、不動産、金融投資グループのマーケティング
ディレクター、投資ディレクターを務めた

コアメンバー

マーク・ワンは現在、米国金融投資グループの責任者です。中国、
韓国、日本、タイ、ベトナム、インドネシアで事業投資モデルや計
画を主宰し、新たな市場を活用するために、企業の取締役がマーケ
ティングスキルを身に付けるための支援を行っています。

アジア太平洋地域マーケティングディレクター

マーク・ワン



ベネディクトコートは、30年間の幅広い企業分野の経験があります。コート
は、優れた対人コミュニケーションネットワークとコミュニケーションスキル
を備えており、デジタルマーケティングだけでなく、企業経営、マーケティン
グ、市場分析、セールスの創造的な識見があります。

このように証明された能力で、Wall Street Education Institutionのマーケティン
グディレクター、デジタルマーケティング機関のCEOと創業者などの上級職を
務めました。

高経営責任者(CEO)コアメンバー

• University of Southern Brittany ・インターナショナル・
ビジネス・マネジメントの修士号。

•フランス・ Audencia Nantes School of Managementで
国際経営学修士号を取得。

•タイUniversity of Mahidolで博士号を取得。

ベネディクト・コート



AFF Multi Finance Group アドバイザリー取締役
デビッド・エヴァンス

デビッド・エヴァンスはユナイテッド・ロイヤ
ル・ホールディングス(UNITED ROYAL 
HOLDINGS)のCOOです。彼は多くの企業の成功
的な上場を支援しました。彼はOTC、グループ
上場、共同事業のマスターです。

コアメンバー



彼はオーストラリアと外国の資源、金融、法律、ビジネス、投資業界の
専門家であり、コンサルタント、会長、ディレクターなどの複数の主要
なポジションを歴任しました。

フォーリーはまた、政府、企業、投資コミュニティの代表者と影響力の
あるネットワークを確立し、業界当事者の代表として、いくつかの委員
会や州政府や連邦政府と交渉しています。近年、デジタル通貨の研究を
開始し、国際的なブロックチェーン学者や金株(gold stock)保証デジタル
通貨を創出しています。

AFF Multi Finance Group 創業者兼会長
ジョン・ジョセフ・フォーリー

• オーストラリア証券取引所(A.S.X.)に上場し
ているCitigold Corporation Limitedの取締役

•A.S.Xに上場している資源会社の会長。

コアメンバー



Core Member 営業マーケティング担当シニアバイスプレジデント

デビッドキャメロンは、自信、創造的で忍耐強いリーダー
シップ戦略を持っています。キャメロンは、マーケティング
手法が会社のビジネス開発を達成するための も信頼性の高
いガイダンスを提供するように、販売戦略の開発を支援しま
す。

完全なマーケティング計画の策定、変動性の高い市場の 新
動向の把握、競争やマーケティング戦略の調整に直接情報を
活用するのが得意です。

デイビット キャメロン



コア技術チーム
GIBは、より広いグローバルなビジョンと戦略で、従来の銀行ビジネスモデルと取引所プラットフォームを変革します。強固な経
済的背景を持つGIBは、勝利に向かって急速に成長しています。

• Goldman Sachs
• JPMorgan Chase
• Morgan Stanley

• IronFX
• LMAX Group
• GeTCO
• Knight Capital Group 

GIBは、世界中のすべてのユーザーに「ワンストップ」のデジタル資産管理
と金融サービスを提供し、デジタルの世界で「連邦準備制度」になるために

善を尽くしています。

•Chicago Mercantile   
Exchange (CME)

•Saxo Bank
•Forex Capital Markets 
(FXCM)

GIBの専門技術チームは、以下のような 上級の国際外国為替/暗号通貨の取引協会出身のメンバーで構成されています。



合法的で合理的な運営
国際ライセンス

優れた能力と共に、GIBは、国際AAAレベルの金融監督局が発行したデジタルバンキング、外国為替、ブロックチェーンおよび暗号通貨に関
連する資産の管理とデジタル資産の国際ライセンスを取得しました。ほとんどのメジャー仲介ライセンスの承認を受けており、すべてのラ
イセンスは、法的検証の 終段階にあります。ライセンス照会番号は次のとおりです。

Washington DC District 
Government
Information and Services Digital 
Bank Legal Registration

-純資産調査レポートが完了✅
-販売および購買契約書への署名の準備✅
-株式スワップ用CICドキュメントの準備
For more details：https://dc.gov/

Global Investment Bank & capital trust

Australian Securities and 
Investments Commission (ASIC)

GIB & Capital Group 
マーケットメーカーライセンス
-完了✅
-会社のドキュメントの送信済み✅
https://connectonline.asic.gov.au/
RegistrySearch/faces/landing/
ProfessionalRegisters.jspx?_adf.ctrl-
state=yu8fhbze9_4✅

U.S. Financial 
Regulatory (MSB)

GIB Investment Trust LTD
-完了✅
-会社のドキュメントの送信済み✅
For more details: https://www.fincen.gov/ 
GIB Investment Trust LTD

Australian Transaction 
Reports and Analysis 
Centre (AUSTRAC)

AFF Blockchain Payment Group LTD
-オーストラリア取引報告書分析センター
-オーストラリアのデジタル通貨取引所のライセンス
（フィアット外貨両替の適格性を含む）
完了✅
For more details: 
https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam
AFF Blockchain Payment Group LTD name 
available for inquiry



Financial Conduct Authority (FCA)
GIB & Capital Group
-純資産調査報告書が完成✅
-販売および購買契約書への署名の準備✅
-株式スワップ用CICドキュメントの準備
For more details: https://register.fca.org.uk
/ShPo_firmdetailsPage?id=0014G00002VqJpHQAV 

Labuan Financial Services Authority (FSA)
AFF Assurance Ltd 
-専属保険ライセンス
-For more details: https://www.lfsacoral.gov.my/
申請した書類のレビュー中

Bank of Lithuania 
European Union Central Banking Regulatory Authority of Lithuania

-EMI payment license Search AFF Payment Group LTD 
For more details: https://www.lb.lt/zh/enforcement-measures-1/listing_licenses?ff=1&type=47
BP レビュー中

名前の更新を待機中✅

Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
資産管理ライセンス
-For more details: https://www.finma.ch
Application review in progress

Bank of Lithuania European Digital Currency 
Payment License Issuance
AFF ブロックチェーン決済グループUAB名の検索
が可能✅

-ライセンス申請契約に署名
For more details: 
https://www.lb.lt/en/enforcement-measures-1/listing_licenses?ff=1&type=47
Monitored by Bank of Lithuania
-現地の法律に準づる従業員の雇用、履歴書待機中

Canada Financial Transaction and Report Analysis Centre (FINTRAC) 
GIB Investment Capital LTD
-完了✅
-会社のドキュメントの送信済み✅
For more details: https://www.fintrac-canafe.gc.ca✅

合法的で合理的な運営
国際ライセンス



The National Enterprise Database of Laos (NED)
FORTUNABET Sole Co., Ltd
ICA オンラインギャンブリングライセンス
For more details:
http://www.erm.gov.la/index.php/en/explore-data-en/search
完了✅

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
AFF Payment Group LTD name available for inquiry ✅
-オーストラリア信託口座に会社アプリ検索が含まれている
完了✅
株主が銀行口座を開設するのを待っている
For more details:
https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam

Securities Commission Malaysia (SC)

Asia Vision Capital 
For more details: https://www.sc.com.my/
完了✅

VCMC Malaysia Investment Risk Management License
The Securities and Exchange Commission, 
Thailand (SEC)
Full Crypto License
Exchange –Evobit Co.,Ltd
Ico Portal –Evobit Co., Ltd
Dealer – CryptoVolt Co .,Ltd
Ico issuer – CryptVolt Co., Ltd 
-すべてのドキュメントが完了
-会社名の変更が進行中
For more details:
https://www.sec.or.th/EN/Pages/Shortcut/DigitalAsset.aspx

Financial Service Unit of Dominica National Investment 
Bank License (FSU)
Global Investment Bank 
-純資産調査報告書が完成✅
-販売および購買契約書への署名の準備✅
-株式スワップ用CICドキュメントの準備
For more details: http://fsu.gov.dm/

合法的で合理的な運営
国際ライセンス

GIBはNational Futures Association（NFA）ライセン
スGLOBAL INVESTMENT BANK＆CAPITAL TRUSTを
正常に調達し、米国と世界の認定を受けて登録された加
盟国になって、投資家の利益を保護することができま
す。

Details :
https://www.nfa.futures.org/BasicNet/basic-profile.aspx?nfaid=kfj6zgTQMxI%3D



絶対的な強さは過小評価されてはならない

GIBは、 SWIFT CODEを正常に取得した
数少ないデジタルバンクの一つです

為替取引銀行 : JPMorgan Chase Bank

SWIFT CODE：CHASUSU3XXX

臨時 SWIFT: GIBUS114XXX
口座：4338647047
受取銀行：Global Investment & Capital Trust



• 真の「デジタル銀行」、デジタル時代の「連邦準備制度」になること、デジタルの世界
では、デジタル資産の「ゴールドスタンダード」になること

•国際金融業界の 高の資源と主要流動性を集めること
•「プラットフォームの中のプラットフォーム」、「エコシステムの中のエコシステム」
を作るために努力すること

•世界 大の共有金融流動性の管理者になること

• デジタル経済の分野で市場性の有用性の特性を提供する世界的なレベルのデジタル
銀行設立

•デジタル資産管理、取引、デジタル資産配分、デジタル財団と信託、デジタル資産保
証の統合サービス

•全世界のすべての人々に、包括的で統合的なデジタル資産管理と金融サービスを提供

ミッション

目標

コアバリュー



• 拡張性と柔軟性に富む外国為替取引プラットフォームの
新しい形

• ミリ秒単位で取引を完了し、利益ヘッジのために世界中
の複数の資産グループの異なる産業からの巨額の資本投
資を誘致することが可能

• 莫大な資本はGIB5つのアカウントの方法を短縮し、顧客
のBアカウントに提供される

GIBの将来

支配的な位置

• 小待機時間に、ヨーロッパ 大規模の資本プールと投資ネットワー
ク連携

• 主要な国際金融機関と上場企業で構成されたネットワークに接続し
て、世界 大の市場性と も広範な流動性提供者と投資銀行との円滑
な相互接続

• GIBだけMT5 LP MAM+5Aヘッジに登録して、透明にアカウントを監
視し、注文を国際市場に堂々と公開することができる潜在力のある企
業を歓迎します

• メンバーはGIB取引プラットフォーム上で様々な金融商品を直接取引することができます(英国
株式や投資取引商品を含む)

• メンバーは、国際注文書(IOB)プラットフォームおよび貿易債券で株式預託証書を取引すること
ができます

GIBがロンドン証券取引所のメン
バーになった後:

革新的な方法で富の時代を切り開く

例外的な効力を持つGIBは、まもなくLSEロンドン証券取引所に正式に招
待されます。 終的には、GIBは2022年にナスダックに上場する予定で
す。



世界の比類のないMT5 LP MAM+5Aヘッジモジュール

1. PrimeXmポータル外国為替ブリッジングは、すべてのMT5トランザクションが清算銀行の記録と
一致することを示します

2.月別清算報告書 *流動性供給者および小売ブローカーからの注文を表示します

例

貴金属 INDEX暗号通貨 CFD外国為替

GIBだけが達成出来る成果である
各取引と一致する個々のブローカーや流動性の提供者を証明

例 IG Market = IGM FXCM = FXM

GIBバックエンドシステムはMT5に完全にアップグレードされ、オンサイト取引監視を提供して良好な取引
経験を 大化します。
A.「MT5クライアントターミナル」を使用すると、預金口座内の各流動的な取引を即座に照会することができます。
B. 各取引のオープンポジションは、GIB銀行に注文した主要な小売ブローカーおよび流動性プロバイダーの名前を表示
します。



暗号通貨外国為替

GIBバックエンドシステムはMT5に完全にアップグレードされ、オンサイト取引監視を提供して良好な取
引経験を 大化します。
A.「MT5クライアントターミナル」を使用すると、預金口座内の各流動的な取引を即座に照会することができます。
B. 各取引のオープンポジションは、GIB銀行に注文した主要な小売ブローカーおよび流動性プロバイダーの名前を表示
します。

世界の比類のないMT5 LP MAM+5Aヘッジモジュール



世界の比類のないMT5 LP MAM+5Aヘッジモジュール

INDEX貴金属 CFD



「GIBのプライム仲介サービスの「5つのマスターアカウント」は、世界中の誰もついてくることができ
ません！
A.「MT5クライアントターミナル」を使用すると、預金口座内の各流動的な取引を即座に照会することができます。
B. 各取引のオープンポジションは、GIB銀行に注文した主要な小売ブローカーおよび流動性プロバイダーの名前を表
示します。

世界の比類のないMT5 LP MAM+5Aヘッジモジュール



GIBプラットフォームは、プラットフォームが流動性提供者のリスク・コントロー
ル・システムとブリッジヘッジアプローチに適応して、アップストリームと銀行の
プライムブローカーが小売ブローカーの危険をヘッジするために、リスク管理で
も厳しいメカニズム、特に取引のリスクコントロールメカニズムを備えています。
また、リスクコントロールシステムは、さまざまな戦略と機能により、リテール顧
客のリスク注文を監視する機能も行うことができます。

「ダークプール」の流動性
リスク
コントロール

AI技術で入力されたご注文の流れを分析、フィルタリングし、損失率が高い顧客の注文を購入すること
ができ、マーケットメーカーの資格で、これらの注文を着実に締結することができます。逆に、高リス
ク取引注文（勝率が高い注文）は、上位アップストリーム流動性提供者または銀行の入札もしくは売却
注文とマッチするように流動性プールまたはダークプールの流動性に割り当てます



マーケットメーカー/流動性プロバイダー/プライムブローカー

帳簿 B 低リスク注文は、GIBマーケットメーカー/流動性プロバ
イダー/プライムブローカーによって直接処理されます。

帳簿 A リスクの高い注文は、アップストリームの銀行または
ダークプールの流動性内に割り当てられます

Risk
Control



GIBは、グローバル投資家に新たな投資経験を提供して、画期的
な、従来の物を覆す金融プラットフォームの開発するプライムブ
ローカーにアップグレードします。

世界の金融構成の再構築

• 市場で 大の流動性提供者となります。
• 世界中の小売業者と個人の取引取引から利益を創ります。
• グローバル顧客と富の創出することです。
• デジタル銀行はワンストップ海外決済ゲートウェイになります。



新しい流動性プロバイダーのマルチアカウント管理システム「LP MAM」は5Aコンセプトに革命をもたらします

乗り越えられない持続可能な富

推定月間利息:
純利益の60%以上

推定月間取引量:
100億米ドル以上

私たちの歩みに従うだけで、すべてのトレーダーは私たちの取引シス
テムから完全に恩恵を受け、見返りに乗り越えられない持続可能な富

を得るでしょう

GIBは、外国為替およびデジタル通貨での裁
定取引から利益を得るようにする革新的なAI
の技術を独占的に所有しています。これによ
り、GIBデジタル銀行は「遅延時間ゼロ」と
「一対一裁定取引」を披露する予定です。

調査によると、個人口座の約90％と小売ブ
ローカーからの投資家は一般的に
6か月以内に損失を出し、市場から追放され
ます。



Core Technology A.I. 定量的技術

このシステムは、取引の研究を調整して、過去のデータに基づいた数学的モデルです。コンピュータ技術を使用して、膨大な過去のデー
タから超過利益を誘導することができる可能性が高い、複数の可能性を選別して取引戦略を策定し、厳格なリスクコントロールのため
に、市場ビッグデータ、政策、数学、コンピュータ、フラクタル理論、確率的プロセスのようなスーパー取引プログラムを統合して、数
学的モデルは、統計分析、プログラミングのデザインをツールにします。これは、定量化された取引を形成するようになります。

現在GIBは全世界に150名以上のレベルの高い技術者を保有しています。
技術者は6万ビットコイン以上を管理しており、金融商品の開発、資産管理、取引、高度な技術のR＆Dを専門に扱っています。
GIBの量的経営チームは主要なデジタル資産取引市場取引量の4％以上に貢献しています。

GIB A.I. 定量的
トレーディング
システム

リアルタイムの利益

リアルタイムBTC取引
価格(実質為替レートと

一致)



安全装置の面では、A.I.定量的技術は、多様で複雑な投資目標からインテリジェントなコンビネーションとリス
クヘッジを動的に実行し、「年中無休」の取引を達成するために自律的な意思決定を構成するために 適な戦略
の組み合わせを適用することにより、全世界の市場を変化させることができます。持続可能な収益性を確保する
ために、リスクと差し戻しは、より安全で制御可能な範囲で 小限になります。

リアルタイムの注文書(取引価格
付き)

リアルタイム金
利(秒当たり)

リアルタイム入札と

リアルタイムリクエ
スト価格の変動。
(リアルタイム取引価
格と一致)

日次利益の概要、

クリックしてダッ
シュボードにリダイ
レクトします。

GIB A.I. 定量的
トレーディングシステ

ム

コアテクノロジー A.I. 定量的技術



A.I. 定量技術はユーザーに対して完全に透過的であり、すべてのトランザク
ションシグナルはユーザーの設定に従って自動的に開始され、ユーザーのト

ランザクションの安全性を確保します。

取引所でのプライベート
オークションの規模

利益チャート

毎日の利益計算書に戻る 言語を選択/ログアウト

利益率

GIB A.I. 定量的
トレーディングシステム

コアテクノロジー A.I. 定量的技術

取引所でのプライベートセー
ルの量

日次利益合計明細書

毎日の利益計算書は、CSVファイルにエクスポートしてチャートを設計したり、他のドキュメントに簡単に
インポートすることもできます。



A.I. 高頻度取引裁定システム

異なる取引者の間で裁定取引の機会が繰り返し出現されるに応じて、GIBのAI定量取引システムは、
少数の主要な暗号貨幣取引所プラットフォームで見つけることができる適応性を備えており、GIBの
裁定取引は、週に数回発生することです。

例:Binance Exchangeプラットフォームを介して$800,000で100	BTCを購入し、BKEXで$810,000で100	BTCを同時に販売すると、即座に
$10,000を獲得できます。

100BTC

+Profit

コアテクノロジー



銀行間貸出市場
銀行間貸出市場は資金市場で発生した銀行間取引の一部です。銀行は、十分な流動資産を保有しているが、これらの流動性の要件
を満たしていない場合、不足額をカバーするために、銀行間市場で資金を借ります。一方、いくつかの銀行は流動性の要件を上回
る過剰流動資産を保有しています。これらの銀行は、銀行間市場でお金を貸しローンの利子を受け取ります。

中央銀行

中央銀行預金口座

銀行 A 銀行 B

金融会社1

金融会社 2金融会社 4

これらの取引活動には、決められたプラットフォームがなく、主に通信を介して取引成立
されます。納付期限は毎日計算され、一日、二日または5日の間隔で計算されることもあり
ますが、一般的に1ヶ月未満、長くは120日であり、短くは半日だけの取引続くこともあり
ます。ローンの利子は、Interbank Offered Rateと呼ばれ、これは、相互の当事者によって
設定され、一般的に調達コストよりも高くなります。銀行間の融資は、銀行営業活動に合
わせて取引ごとに取引量が多いです。

銀行借入金利

銀行B貸出金利

Bid	Rate

Offered	
Rate

金融会社 3



LIBORおよび銀行間貸出金利
ロンドン銀行間貸出オペレート（LIBOR）は、大規模な国際銀行間の
流動資産を融資する際の金利です。LIBORはロンドン銀行の内部取引
市場の銀行が米国の銀行のほか、米ドルを取引する場合にも適用され
ます。

銀行間貸出市場

手形市場

株式市場

外国為替市場

金市場

銀行間市場
銀行間融資で生成された市場のほか、借入証書、手形、外国為替お
よびその他の市場に派生します。参加者は、すべての銀行、ブロー
カー、およびその他の金融機関です。GIBは銀行間貸出市場で行わ
れ、キャッシュフローの観点から、潜在的に有益な戦略をグループ
に提供しています。

銀行間貸出市場



GIBは、スイスの金融市場監督庁（FINMA）の認証を受けた
銀行間貸出市場の開発と資産の蓄積の伝説を作成することがで
きる企業です

スイス国際ホールディング・トラストAG (Swiss 
International Holding Trust AG (FINMA認定)
との覚書締結

1日利率1%、1億ドル分の借用資産で計算

GIB獲得した日利子収入：USD1,000,000
GIB 獲得した月利子収入：USD30,000,000

GIBは速い銀行間市場を構築するために

Swiss International Holding Trust AGと協力しています。

LIBOR：1.0%
月次金利の合計：30%

Going strong hand in hand
in creating Everlasting Wealth for GIB and members



GUSDT
特別デビュー

TM



数千億ドルの市場を征服する

ビットコインは、デジタル通貨市場に革命をもたらすのに約10年かかりました。現在、ブロックチェーンデジタル全体
資産価値は数千億ドルを超え、これはデジタル資産が徐々に安定し、成熟していることを意味します。

1.0 世代

ビットコインに代表され
る分散、ピア・ツー・ピ
アの取引は、匿名性

2.0 世代

イーテリアムに代表

されるスマートコン
トラクト

現在 3.0 世代

現在ブロックチェーンの発展はコイン発行と利
益を計るだけでなく、分散アプリケーション
（DAPP）の生態適応性の実行に重点を置いて
生活のあらゆる側面に深く染みることです。

ブロックチェーンの
発展

あなたはビットコインの機会を逃した場合!
GUSDT ™の出現あなたの唯一のチャンスです!



GUSDT™すべてのパブリックブロックチェーンを上回る

2020年、暗号通貨市場は218.4億米ドルから349.44米ドルに66%急騰しました。
GIBは、 も先進的なブロックチェーン技術を持つブロックチェーンデジタル資産を開発し、
世界中の5000万人の会員に広報します。

•暗号貨幣が「産業間」、「バーチャルリアリティ間"、"国家間の"に適
応性を実現して循環することができる生態系

• GIB親会社AFFで発売
•消費データとデジタル資産の定期的増加に合わせてイーサリアムERC-
20ブロックチェーンの技術に裏付けされたデジタル資産

•（すべての取引は、発行、循環は正直で透明に公開されます。）

GUSDT™

50% 

21% 

29% 

発行合計 ICO取引リベート

市場投資

資金、コンサルタント、コミュニ
ティ、技術チームの開発

GUSDT™

GUSDT™は、すべてのオープンブロックチェーンを上回
ると予想されており、その価値は2年以内にイーサリアム

とビットコインを超えることでしょう。



預金

資産管理計画

GUSDT ™ 収益精算

主流の暗号通貨： BTC, 
ETH, USDT, etc

交換プラットフォー
ム

投資

GUSDT ™
アプリ
エコシステム

GUSDT ™

資本市場

定量的OTC取引

Loan (GUSDT ™loan)

デジタル資金

デジタル信託

デジタル資産保険

ブロックチェーン+金融

従来の成熟した金融市場モデルをブロックチェーン
とデジタル通貨に変える

グローバル・ファイナン
ス・インクルージョン

海外決済

デジタルビジネスサービス

上場企業のM&A

資産再編

支払い資産管理

GIB デジタル資産銀行

GUSDTは、GIBがUSDTを固定通貨のGUSDT™を配布するように
アンカーすると同時に、主要な世界の第1層の為替でローンチされます。

取引量は約10億を超えようとしています。

不動産 CBD栽培 ギャンブリング バンキング

金融
テクノロジー

映画産業 鉱業 上場/M&A

30%
消費

インスタン
ト交換

取引

8 戦略

国際・FX
ヘッジ

不良資産の処分
海外決済

海外送金

海外電子商取引

デジタル銀行カード

便利なサービス

Eコマース、ガソリンカード、
航空券、宿泊施設、
高速鉄道、
映画やテレビの会員、
エンターテイメント, 旅行,
ソーシャル, ダイニング

コイン簡単
取引

資金振替



GIB 貿易取引 GIB 電子商取引

GIB 銀行カードGIB デジタルファイナンス

GIB デジタルウォレット

GIB Digital Bank

GIB GUSDT

数字で世界をつなぐ!

GIB デジタルバンク

GIB ソーシャル

TM



海外デジタル通貨取引市場に参入

医療用CBCの栽培と生産における先
駆者

ゲームとブロックチェーン技術を組み
合わせてクロスプラットフォーム、多
様なオンラインゲームを開発

GUSDT™ AFFメインビジネスサー
クルに適用され、フィアット通貨の
基本的価値を投影します

多様化し、高品質のエンターテ
イメントコンテンツ。

取引市場における も安全な取引戦略
を提供する - PPPと弾丸貿易計画

金鉱業を探る

IPO, RTO and M&A 

1
2
3
4

5
6
7
8

GIBは8つの大戦略を通じてAFFと相互接続されています



海外デジタル通貨の取引市場への進出1
AFFの支配的な位置

• 頑丈な財政状態
• 一級ネットワークセキュリティシステム
• 優れた経営陣と 高の協力機関

2019年AFF取引プラットフォームは、タイのSEC（
Securities and Exchange Commission）で付与するデジタル
資産取引のライセンスを取得するための 初の一歩を正常に
踏み出しました。これは、デジタル資産取引の合法化と定式
化を意味します。

私たちの取引プラットフォームは、すぐに安全で合法的なデ
ジタル資産取引サービスでローカルおよびグローバルユー
ザーに正式に挨拶を申し上げます。

将来
世界中のAFFデジタル資産取引プラットフォームを構築
し、グローバルデジタル通貨サービスシステムを作るため
に努力します。

医療用大麻の栽培と生産の先駆者2
• 2000億ドルの市場への進出
• オーストラリア政府の認可を受けた医療用大麻の
研究開発会社との協力

• 130人以上の癌患者の治療の事例
• 5000人以上の中国人観光客から流入される資本
• オーストラリア政府の全面的な支援

東南アジアにおける医療用大麻の栽培と生
産のパイオニアになる

主なクライアント
Australia Protected Crops Holdings Ltd, Hong Kong Watson, America
Cascadia Blossom,米国トップ10合法的な医療大麻オンラインストア
、ラオス政府病院、タイ軍病院、および国際的な癌グループ。

1.約100エーカー（約12万坪）の医療用大麻食材収入年間240万ドル
x3年=720万ドル

2. 18000件の医療観光収入と3500人のがん患者provides18,000-unit年
間320万ドルx3年=960万ドル

3. 10億ドルの価値のシンガポールの上場企業の株式の20％

3年以内の推定利益と収益



クロスプラットフォーム、多様なオンラインゲームを開発
するためのゲームとブロックチェーン技術の結合3

• 専門のゲーム開発と経営陣
• 他の市場の期待に応えるために、ゲームマ
スター

• ゲームとブロックチェーン技術組み合わせ
てクロスプラットフォーム、様々な上昇で
あるゲーム開発

• より安全でバランスのとれたゲーム体験

ブロックチェーン技術の分散化、透明性、不
当操作されていない特性を活用してゲームプ
ラットフォームに機能トークンメカニズムを
実装し、プレイヤーがトークンでゲームをプ
レイして、トークン報酬を獲得してGIB内部
生態系内で消費することができます。

GUSDT™高い価値を持つ強固な基盤4• AFFシステムの前提条件 -
GUSDT™

• フィアット通貨の基本価
値を創出

• AFF中央ビジネス界に適
用

暗号資産管理、暗号資産
ローン、交換生態学、gモー
ル、決済システム、インド
ネシアの不動産業界への投
資など

GUSDT™の適用性:

信頼できるインフラ開発の次元を備えたAFFは変動
性が大きいデジタル通貨市場でGUSDT™の価値を比
較的安定的に維持して、ユーザーのデジタル資産と
取引の安定性を確保します。



多様で高品質なエンターテイメント
サービス5• 多数の映画制作に莫大な資本投資

• A級スター、有名な監督や映画業界のベテランを正常に
招待

• 投資に比べ収益率が高い映画やTV投資プロジェクト
• オンラインビデオプラットフォームに発売
• 24時間円滑クロスチャンネルアプリ
• 革新的な文化伝達媒体を提供

AFFは豊富で高品質のエンターテイメント体験を提供するオンラ
インビデオサービスだけでなく、オリジナルの映画とTVの開発、
独立系映画制作、家族レジャーエンターテイメント、オンライン

ビデオサービスなどを統合した多様化されたエンターテイメント
会社を設立します。

収入源

• ブランドスポンサーシップ
• 広告代行手数料
• プレミアイベント/感謝祭
• Film Equity Transferring
• ボックスオフィス配当
• オンライン映画やTVプラットフォームの
視聴率

安全で堅牢でコスト効率の高い個人投
資誘致計画 (PPP)6PPPと弾丸取引計画は、大きな利益
を生み出す

•コスト効率が も良い投資方法

•取引の匿名性を維持
•独立した取引
•多数の銀行との接続
•簡単な決済手続きなど

PPPは、取引市場で も安全な戦略で
す。裁定取引を通じて投資家は、事前に決
定された低価格でストックオプションを販
売することができ、事前に決定された価格
が高い株式オプションを買収することがで
きます。



金鉱業における無限の可能性7
•強力なパートナーとのコラボレーション
•先端の金探査と採掘技術
•長期投資に適した、より安全で、高い費用対収益率
• AFFコアビジネス -金の探査と採掘

AFFは、国際的に有名な純金探査や開発会社と長期的な協力関
係を構築しました。かなりの能力と高度な採掘技術は、金鉱の
品質が会社の価値と株主の権利維持基準を満たすことを保証し
ます。加えて、収益分配の継続性と安定性を提供して信頼性の
高い、高度に発展したビジネスチャンスをもたらしてくれま
す。

競争力を高めるための買収・上場戦略8
• 新規企業公開(IPO)
• Reverse Takeover Offering (RTO)
• 買収 & 合併 (M&A)

グループは、さまざまな柔軟性の戦略と資産リストラ計画につい
て深い議論を経て、資金調達、上場を行い、企業公開（IPO）を
行う予定です。
• 現金の流れと成長潜在性のある企業買収

• エンジェル投資樹立
• すべての評価の投資家を誘致および高い投資比収益率を実現

• 内部成長と買収計画の同時実行

AFFは、投資家と株主の声援と引き換えに、持
続可能で継続的な投資収益率のメカニズムを構
築するために努力します。



4
場所の制限のない便利なアクセス
GIBの本質は貯蓄であり、投資ではありません。GIBは、支払いのために普通預金口
座の資金を使用しません。

1
サードパーティの監督、アカウントのセキュリティ保護

すべてのデジタル資産は、アカウントセキュリティのために第
三者が監督する信頼されたアカウントに保存されます。

2
主流通貨の互換性のある変換

直接保存されているすべての主流の通貨

GUSDT™は、ワンクリックで様々な主流の通貨と交換することができ、マ
ルチ通貨ストレージの問題を解決します

3
定量的ヘッジ、リスク制御
流動性プロバイダーとのヘッジ契約。預金の10%は、財務管理のための
保証基金に投資されています。財務業務中に10%の損失が発生した場
合、口座は自動的に損失をブロックし、流動性プロバイダーは投資家の
口座に資本を返します。

4
GUSDTTM

保証



GUSDT™ は未来、価値を換算することのできない企業になります。
参加順序が将来の資産を決定します！

GUSDT™

価値の増加の巨大な可能性、市場全
体の循環を有する限られた分布 10
億。

交換または使用後に永久に破壊され、置き
換えられることはありません。

2倍の収益を上げ得る利息ロールオー
バーで、価格は毎日3%から5%に上昇

GIBアプリケーションで流通し、価
値を生成する唯一のトークン

GUSDTTM
は2年以内にイーサリアムとビットコインを含む
すべてのブロックチェーン技術を上回る

GIBは1年以内に世界30カ国以上に広がります。
P2Pデータは固定価格1.00で、IEOなどの世界で も支配的なデジタル通貨取引所に直接リンクされます。
予想上昇は元の値の10倍まで上昇し、保険 低値0.10を含みます。



専門的金融青写真

専属保険

• 投資家の資金の安全を確保
する

• • 投資額に対して、投資家が
平等な報酬を受け取ること
を保証する

IPO/RTO/M&A Listing, クラウドファンディ
ング、合併・買収

• 新規上場 -新株式発行にGIBの株式を一
般に提供

• RTO -企業公開（IPO）に依存せず公開
的な取引のために、民間企業の参加

• 買収 -株式会社会社の形成のために複数
の独立した企業をGIBに吸収

• OTC市場での上場価格
• OTCからナスダックへ移動
•

OTC ナスダック 初期株式

• 上場前に発行された株式
• 投資家は大きな利益を調達

GIB暗号交換プラットフォーム
• 世界のトップA.I.システムの機能
を集めるデジタル資産交換

• 無限の富を複製する投資家
•

ステーキ
ング

DEFI 暗号デジタルウォレットDAPP
• 投資家は、誓約、投票、委任さ
れた権限を通じてブロック
チェーンの報酬と配当を獲得す
る

•

• 分散型ファイナンス
•

• コインホルダーは、価格が安いさ
まざまな暗号通貨を即座に交換す
ることができる



GIB 銀行カード

• GIBは、現在の暗号貨幣通貨方式でのクレジット
カードのサービスを提供しています

• GIBカードはUnionPay、MasterCard、Visaをサ
ポートします。

• GIBはブロックチェーンおよび従来の金融の分野で
広範な技術開発と運用の経験を持っています。

• GIBは、主要なデジタル通貨、クレジットカード
サービスプロバイダに選ばれました。

カード保有者は、世界中の商品に暗号通貨を使ったり、どの国のATMでも金
銭を引き出すことができます!

GIBは、新たに登録された各メンバーに対して、世界で独占的な「暗号資産銀行カード」を設定します。



暗号化資産銀行カード

GIBは「暗号化資産の銀行カード」海外版の配
布のためにVisa、MasterとUnion Payを統合し
ました。これは、暗号通貨で商品の支払いだけ
でなく、現金の引き出しの便利さを提供し、安
全なキャッシュフローを可能にします。

GIBは、効果的かつ安全なプレミアム海外決済
サービスを提供するために 善を尽くしていま
す。

プレミアムで効果的で安全な国境を越えた支払いサービスを提供

主要な暗号通貨を支援 (BTC, ETH,USDT and GUSDT™)



脱集中金融分散ローン+権利抵当ステイキング

Malaysia

Indonesia

Hong Kong 
Vietnam

Thailand

GIBは、他の国の開発者との戦略的パートナー
シップ契約を締結しました。

すぐに世界中の顧客にプレミアム不動産プロジェ
クトを紹介する予定です。

GUSDT™ (予定)

デフィ脱集中金融分散ローン

ステーキング: 権利抵当

+

GUSDT™保有者は、市場価格以下で超費用対
効果の高い不動産を購入します



Labuan FSA Captive Insurance

GIBは、投資家の資金の安全性を確保します
世界 高の第三者損害賠償保険会社である
Labuan FSA Captive Insuranceに加入する予定です。

投資家の資金

安全 · セキュリティ · 保証

安全で信頼性の高い投資環境

• 安定した価値
• 信頼関係の構築

報酬の100%全額投資額

GIBは、一連のリスク管理戦略を採用し、投資家の資金の
セキュリティを強化と金融市場の不安と不確実性の影響の
小化のためにFSAの認証を受けた投資家特化保険対策を

開始しました。

FSAについて
1996年、マレーシアでLabuan IBFC（Labuan IBFC）の開発と管理を担
当する法定機関として設立されました。IBFCは、マレーシアで も強

力な金融監督システムに金融サービス業界の国際ベストプラクティス標
準を厳格に遵守し、様々な国内の金融ニーズにサービスを提供していま
す。

偶発的な損失



2020年
重要な行事のロードマップ

GIBオーストラリア本社——高周
波トレーディングセンターを観察・研
究する

GIBデジタルバンクライセン
スのリリースとグローバル暗号
資産銀行カード会議の立ち上げ

ロンドン証券取引所(LSE)のベルリンギ
ングセレモニー、証券取引所のメンバーに
なる(FCAライセンス記者会見と調査)

タイにおける完全ライセンスの
デジタル通貨交換の取得のため
の署名式

ラオス国立医療マリファナプラ
ンテーションと医療センターへ
の観察旅行

オーストラリアの金鉱区
探査

インドネシアにおける重要な不
動産プロジェクトの販売前会議

中国と香港の映画業界の影響力のある首相
に参加し、テレビ局訪問、VIP有名人との舞
台裏の集合写真

GIBは、100%子会社を取得し、世界
的に有名な再保険機関(アリアンツ、
グレートイースタン、プルデンシャ
ル、AIAなど)との協力契約の締結に努
めています。



逃したチャンスは
試行錯誤よりも高価です！

デジタル資産の新しい時代を作成し、世界で も大きい
デジタル資産の勝者になってみてください！

2009年にビットコインを捕まえることができなかった
あなたは2020年にGIBの機会をつかむ必要があります！



GIBは2年以内に
ナスダックに上場する見込みです。

5年以内にフォーチュングローバル500企業の
うち一つになってみせます。

GIBは伝説の時代を開拓するためにより大きな富の価値を定式化します。
持続可能な富のパターンに飛び込むために普通の人々に利益をもたらします！



GIBANK.IO プラットフォーム

Soft Launch
リリース日: 

21  07 2020
st



GIB Digital Bank APP 
同時公式デビュー21  07 2020 st



Global Investment Bank & Capital Trust 

グローバルブロックチェーンデジタル金融基準の革新

暗号ファイナンスが
無制限の未来を創造します



GIBank 公式サイト
Https://www.global-investmentbank.com

GIB Prime Brokerage 公式サイト
https://www.gib.group (Online on 17th July) 

GIB ログインプラットフォーム
https://www.gibank.io (Online on 21st July)

GUSDT™ 公式サイト
Https://www.gusdt.io

AFF Holding Group 公式サイト
https://www.aff.finance



ありがとうございました


