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包括的な統合デジタル資産管理および金融サービス

“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”

デジタル資産の中の真の「デジタル銀行」
デジタル時代の「連邦資産」
デジタル資産の「ゴールドスタンダード」

GIB デジタルバンキン
グ

プラットフォーム



GUSDTTM



合法的

持続可能

規則を守る

合理的

GUSDT
GIB Digital Banking Platformの唯一の多目的トークン

50% 

21% 

29% 

総取引
50億

ICO トランザク
ションリベート

マーケット投資

財団、コンサルタント、コ
ミュニティ、および技術
チームの開発 GUSDT TM

Presented by GIB’s Parent company, AFF Holding Group
*Etherscan*で情報を見ることが
できます。

TM



GUSDT 

価値が増加する可能性が非常に大き
く、総流通量がわずか10億の限定的
な流通

交換または使用後に永久に破壊され、置き
換えられることはない

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、
利益を生み出す唯一のトークン

GUSDTTM

TM

は全てのブロックチェーンテクノロジーを超えて
2年以内にEthereumとBitcoinさえも超越します。



GIBは1年以内に世界30
ヶ国以上に拡大します

“内部取引”

P2Pデータは、IEOなどの世
界の支配的なデジタル通貨
取引所に直接リンクされ、
固定価格は1.00で、当初の
値の10倍まで上昇し、保険
低値は0.10を含みます。

GIBデジタルバンキング
プラットフォーム



暗号通貨
チャージ

GUSDT はGIB Digital Banking Platformの
唯一の多目的トークン

これが、ブロックチェーンテクノロジーにおける真の
「内部取引」----「P2P売買注文システム」です。

暗号通貨
取り引き

売買注文
投資パッケージ/

ROI発行

GIB ウォレット：
Activation Wallet, 
Current Deposit Wallet, 
Fixed Deposit wallet, 
Discount Wallet, 
MT5 Wallet, 
G-Share Wallet, 
G-Mall Wallet.

GUSDT

TM

TM



GIB Digital Banking Platform 

GUSDT – 産業構造全体の概要

GUSDT

8つの有望戦略 8つの主要戦略

不動産 CBD栽培 ギャンブル バンキング

フィンテック エンターテイメント 鉱山業 上場/ M&A

貯金 財務管理
(短期・中期・長期)

融資
（デジタル

資産貸付、消費ロー
ン）

分割
(車、住宅など)

クラウドファ
ンディング。
(高収入産業、

株式投資)

決済
(必需サービス:ガス、

水道、電気など、
航空運賃、携帯電話料

金)

不良資産（住宅、車両
など）の処分

TM

TM

ビルトインP2P
の交換
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GUSDTTM

保証

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。

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。

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

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。



Activation Wallet
ユーザーは自分のアカウントに暗号通貨を追加でき、その金額は「アクティベーション
ウォレット」に入金されて投資パッケージが購入できます。ユーザーは全額を支払うか、
ディスカウントウォレットで部分的に支払うか選択できます。

Current Deposit Wallet

Fixed Deposit Wallet

Discount Wallet

MT5 Wallet

G-Share Wallet

G-Mall Wallet

収入配分計画により、ユーザーの投資パッケージROIの70％は「Current Deposit Wallet
」に保持されます。ユーザーは「Current Deposit Wallet」からGUSDT™を出金できます。
出金為替レートは、公式ウェブサイトに表示されている現在のレートによって決まります。

収入配分計画により、ユーザーの投資パッケージのROIの10％は「Fixed Deposit Wallet
」に保管されます。ユーザーは、「Fixed Deposit Wallet」を通じて定期預金証明書を購入で
きます。ロックアップ期間は1年間です。ユーザーは毎年FDボーナスの18％を獲得する資格
があります。

移行したユーザーの資金の一部は「Discount Wallet」に送金されます。ユーザーの上位
ユーザが自分のアカウントを登録すると、上位ユーザはGUSDT をユーザーのDiscount 
Walletに送金できます。「投資パッケージ」を購入すると、ユーザーは「Discount 
Wallet」を介してパッケージ価格の 大30％を支払うことができ、同時にDiscount 
Walletに50％のリベートを得ることができます。

収入配分計画にり、ユーザーの投資パッケージのROIの10％は「MT5 Wallet 」に保持
され、ユーザーは「MT5 Wallet 」を使用してMT5プラットフォームで取引できます。

収入配分計画により、ユーザーの投資パッケージのROIの5％は「G-Share Wallet」に保持
されます。
「G-Share Wallet」の金額は会社の株式と同等であり、株式の値は会社が上場した後に
取得できます。

収入配分計画により、ユーザーの投資パッケージのROIの5％が「G-Mall Wallet
」に保管されます。
「GG-Mall Wallet」の金額は、予定の会社デジタルモールで使用できます。

多彩な
Wallets

TM

GIB Digital Banking Platform 



GIB Platformのパッケージ商品
A. Activation Wallet + Discount Wallet

ユーザーは、アクティベーションウォ
レットから70％+ディスカウントウォ
レットから30％を支払いに利用できま
す。さらに、ディスカウントウォレット
から使用された30％には、50％のリベー
トが付与されます。

+

B. Activation Wallet
ユーザーはアクティベーション
ウォレットを使用して全額を
100％で支払うことができます。

*ユーザーは主要な暗号通貨のみが
選択できます
（BTC、ETH、USDTなど）



GIB Digital Banking Platform
新規ユーザー登録プロセス



以前のユーザー/リーダーは、GUSDT™を「 Discount Wallet 」に
マンスリーROIとして獲得

GIBプラットフォーム開発の初期段階では、
GUSDT™はP2Pシステムまたは「 Discount 
Wallet 」の元のリリース金額からのみ取得
できます

新しく登録したユーザーが投資パッケージ

を購入して収入の管理を開始したい
場合、P2PからのGUSDT™または
「 Discount Wallet 」からの元のリリース
金額のみを取得できます。

投資商品を購入

「Activation Wallet」（主流の
暗号通貨）で100％チャージして

開始

+
「Activation Wallet」
の70％を利用する（主
流の暗号通貨）

「Discount Wallet」の
GUSDT™を30％利用して

開始

ユーザーがこの方法を選択する
と、使用された30％の50％がリ
ベートとして「Discount Wallet 」に
戻ります。

投資パッケージ金額の30％は「Discount 
Wallet 」から徴収されます。

ユーザーは、主流の暗号通貨を交換した
り、GIBプラットフォームを通じて上位
リーダーからGUSDT™を購入したりで
きます。

開始

30%



GUSDT™ Notes

現在の Deposit
wallet

GUSDT™
自動発行

ユーザーは直接次のことができる

出金
投資商品を

購入するため
Discount Wallet

に移動

他のユーザー
のヘッジを
支援

GUSDT™を利用するには

MT4 Walletの元Gカンパニーのメンバーは解除され、一度にDiscount 
walletに転送されます。

メンバーは、利益を得るために直接市場を開発することができます
または、毎週のポイントがアカウントに付与されるのを待ってから、

現金化できます。

GIB プラットフォームでの取引、また
は P2P システムでの売り注文の処理。
(受注処理手数料 10%)

GUSDT™は、投資の購入や他のユーザーのリスク回避
するため「Discount Wallet」に支払われる場合があり
ます。
(このプロセスにより、処理コストを 10% 削減）

ユーザーは「Discount Wallet」で投資商品を
購入でき、 大50%の追加リベートを楽しめる

1
2
3



例:
Unit Manager「 Top UP P2P Internal Exchange」で1000 GUSDT™を購入すると、購入金額の30%が追加
でもらえ、合計 1300 GUSDT™がもらえます。

+30%
購入価格で追加の

クレジット

+40%
購入価格で追加の

クレジット

+50%
購入価格で追加のク

レジット

各ユーザーランキングに応じて、ユーザーはGUSDT™購入時に
追加GUSDT™クレジットを適用受けることができます。

グループマネージャー
(Unit Manager)

地域マネージャー
(Regional Manager)

グローバルマネージャー
(Global Manager)



GIBANK.IO ユーザーマニュアル

デジタルファイナンスへのステップ
数兆のグローバルマーケットをマスター

デジタルファイナンスエコシステムの
世界を征服



ウォレット送金機能ガ
イド

GIBANK.IOユーザーマニュアル

アカウント登録

メンバーログイン

サブアカウン
トの登録

2FA 機能

マイKYC(実名認証)

受益者KYC(実名認証)

暗号通貨預金

投資パッケージ購入ガイド

系譜

ボーナス/投資収益率

招待リンク

FD 証明

CSR 寄付

ウォレット支払い

早期解約条件

サポートチケット
関連

P2P内部取引について



メンバーログイン

GIBANK.IOユーザーマニュアル



メンバーログイン

メールアドレス/携帯番号を入力し
ます。

パスワードを入力します。

確認コードを入力し、「ログイン」
ボタンを選択して投資を開始しま
す。

1

2
3



1
ログイン後、左上に「Registration」をクリックし
た後、「Sub Accounts」（サブアカウント
）を選択します。

サブアカウント



サブアカウント

3

4

「Sub Accounts」領域で、「Add New 
Sub Account」（新しいサブアカウン
ト開設）を選択します。

Referral Code（参照コード）を入力した
あと、Agreementチェックボックスを
チェックします。

「Transfer Credits to Sub Account」領域では、目的のア
カウント振替方式を選択します。

アクティベーションウォレット（Activation Wallet）+
ディスカウントウォレット（Discount Wallet）：転送
時、転送クレジットの70％は、アクティベーション
ウォレット、残りの30％は、ディスカウントウォレッ
トからインポートされます。

アクティベーションウォレット（Activation 
Wallet）：転送クレジットの100％は、アクティベー
ションウォレットからインポートされます。

振替金額を入力したあと、Security 
Password（セキュリティパスワード）を
入力します。

5 入力した内容を確認した
上、「Proceed」を選択します。 6

2



ウォレット機能案内

• アクティベーションウォレット(Activation Wallet)
• 預金ウォレット(Current Deposit Wallet)
• 固定預金ウォレット(Fixed Deposit Wallet)
• ディスカウントウォレット(Discount Wallet)
• MT5 ウォレット(MT5 Wallet)
• G-シェアウォレット(G-Share Wallet)
• G-モールウォレット(G-Mall Wallet)

GIBANK.IOユーザーマニュアル



ウォレット (Wallets)機能ガイド
投資を開始する前に、様々なウォレットの機能を必ずお読みください。

アクティベーションウォレット(Activation Wallet)

預金ウォレット(Current Deposit Wallet)

固定預金ウォレット
(Fixed Deposit Wallet)

ディスカウントウォレット
(Discount Wallet)

収入配分計画によると、ユーザーの投資
パッケージROIの70％は「現在の預金ウォ
レット」に保持されます。 ユーザーは
「現在のデポジットウォレット」から
GUSDT™を出金できます。 出金為替レー
トは、公式ウェブサイトに表示されてい
る現在のレートによって決まります。

移行したユーザーの資金の一部は「ディスカウントウォ
レット」に送金されます。 ユーザーのアップラインが
自分のアカウントを登録すると、アップラインは
GUSDT™をユーザーのディスカウントウォレットに転送
できます。 「投資パッケージ」を購入すると、「ディスカ
ウントウォレット」からパッケージ価格の最大30％を支払
うと同時に、ディスカウントウォレットから50％のリ
ベートを利用できます。

収入配分計画によると、ユーザーの投資パッ
ケージのROIの10％は「固定預金ウォレット」
に保管されます。
ユーザーは、「 固定預金ウォレット」を通じ
て固定預金 証明書を購入できます。ロック
アップ期間は1年間です。 ユーザーはFDボー
ナスの18％を獲得する資格があります。

ユーザーは自分のアカウントに暗号通貨を
チャージでき、その金額は「アクティベー
ションウォレット」に入金され、投資パッ
ケージを購入します。ユーザーは、全額を
支払うか、ディスカウントウォレットで
部分的に支払うかを選択できます。



MT5 ウォレット (MT5 Wallet)

収入配分計画によると、ユーザーの
投資パッケージのROIの10％は「MT5
ウォレット」に保持され、ユーザーは
「MT5ウォレット」を使用してMT5プ
ラットフォームで取引できます。

G-シェアウォレット
(G-Share Wallet)

収入配分計画によると、ユーザーの投資
パッケージのROIの5％は「G-Share Wallet」
に保持されます。
「G-Share Wallet」の金額は会社の株式と
同等であり、株式の値は会社が上場した後
に取得できます。

収入配分計画によると、ユーザーの投資
パッケージのROIの5％が「Gモールウォレッ
ト」に保管されます。
「Gモールウォレット」の金額は、会社の次
のデジタルモールで使用できます。

G-モールウォレット
(G-Mall Wallet)

ウォレット (Wallets)機能ガイド
投資を開始する前に、様々なウォレットの機能を必ずお読みください。



アカウント登録

GIBANK.IOユーザーマニュアル



アカウント登録

1

2
1. スクリーンショットの下にGIB使用同意書と

個人情報保護方針に関連チェックボックスにチェッ
クして同意してください。

2.提出の後、個人情報ページにリンクされ、これを確認
した後、「Confirm」を選択します。

3.その後、アカウント開設時登録した電子メールにアカ
ウントを開設する確認メールが送信されます。

「Account Information」（アカウント情報）との関連の
個人情報を入力します。

新しいアカウント登録時、「Register Now」（新規アカ
ウント登録）ボタンをクリックします。



マイプロフィール

• プロファイル
• パスワード変更
• セキュリティ パスワードの変更
• 二重認証を有効にする
• マイKYC (Know Your Client)
• 受益者KYC

GIBANK.IOユーザーマニュアル



マイプロフィール

1 メニューバーの左上の「Profile」（プロファイル）を選択します。

新しいユーザーは、いつでもアカウント情報を修正することができます。



パスワード変更

1 ログイン画面では、「Forgot 
Password」（パスワードを探す）
を選択します。

2 アカウントに登録したメールを入力します。

「Proceed」（続き）を選択すると、仮パスワードがアカウント
登録された電子メールに送信されます。3



パスワード変更

仮パスワードでログインした後、左上のメ
ニューから「Profile」（プロファイル）を
選択し、「Change Password」（パスワード
の変更）を選択します。

新たに設定するパスワードを入力したあと、「Confirm 
Password」（パスワード再確認）に新しいパスワードを
再入力します。

2

3

1

セキュリティパスワードを入力したあと、
画面の左側に「Update」（アップデート）を
クリックして、パスワードの変更を完了しま
す。



セキュリティ パスワードの変更

1
ユーザーがセキュリティパスワードを忘れてしまった場合
は、メニューバーの左上に「Profile」（プロファイル）を
選択した後、「Change Security Password」（セキュリ
ティパスワードの変更）を選択します。

設定する新しいセキュリティパスワードを入力し、次にも
同じ新しいセキュリティ番号を再入力します。2
「Security Password」領域の横にある「Forgot 
Security Password」（セキュリティパスワードを
忘れた）をクリックして、セキュリティパスワード
を新たに設定します。

3

新たに登録したセキュリティパスワードを入力し
た後、「Update」（アップデート）をクリックし
て、セキュリティパスワードの変更を完了しま
す。

4



GIBANK.IOユーザーマニュアル

二重認証を有効にする
(2FA)



二重認証を有効にする(2FA)

パスワードは、ユーザーのアカウントを保護するために多く使用されている検証手段であり、GIBプラットフォーム
で発生する可能性のある金融詐欺、不正なアクセスや個人情報の盗難などの脅威から保護することができます。
当GIBは二重認証（2FA）の活性化を介して、より安全に使用することができます。

二重認証を有効にした場合、ユーザーは、パス
ワードだけでログインすることができません。
ログイン時に、必ず承認コード（Authorization 
Code）を使用する必要があります。承認コード
は毎回新しく生成され、既に1回使用された承認
コードは、再利用することができません。

GIBは、デジタル資産アカウントを安全に保つことに全力を尽くしています。

2 要素認証による複数のセキュリティ
手順により、アカウントをより安全
に保護し、不正なアクセスを阻止で

きます。



1
左上のメニューバーから「Profile」（プロファ
イル）を選択した後、「Enable 2FA」
（二重認証の有効化）を選択します。

モバイルアプリGoogle Authenticator Appを携帯電話にダウ
ンロードします。アプリを起動させ、「Set Up 
Account」（新規アカウントの作成）をタップし、「Scan a 
barcode」（バーコードスキャン）を選択します。

携帯電話のスキャンモードで左側にQRコード
をスキャンします。スキャン後6桁のデジタ
ルコードが発行されます。

3

4 6桁の二重認証コード（2FA Code）を入力します。

5
「Proceed」ボタンを押すと、二重認証機
能が有効にされたというメッセージが表
示されます。

2

二重認証を有効にする(2FA)



マイKYC (実名認証)
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マイKYC (実名認証)

実名認証は、ほとんどのブロックチェーンプラットフォームで適用されています。

アカウント検証メカニズムは、GIBと顧客を保護するための 初のステップです

GIBは、ユーザーとプラットフォーム間のより良い使用経験と良いサービスを
提供するために絶えず努力しています。

お客様実名認証ツールは（KYC Verification Tool）GIBですべての顧客を金融詐
欺や不正侵入から保護し、安全な投資プラットフォームにする為に欠かせない

ものです。

GIBは私達のプラットフォームに関連するすべての法律を遵守しており、不法
行為と非盗賊的な行動から保護します。



1 左上のメニューバーに「Profile」を選択した
後、「My KYC」（実名認証）を選択します。

身分証明書やパスポートなど身分を証明できるファ
イルを選択します。

アップロードする前に、写真の画質と文字の可読性
が良いか確認した後、アップロードしてください。

3
ユーザーは自画像を撮影する必要があります。 アップロードする前
に、ユーザーは自画像で、署名と撮影する日付が記載された紙を持っ
てお撮りください。

4 「The GIB Bank Account Application Form"
（GIB銀行口座申込書）というポップアップウィンドウで、
必要な個人情報を記入してください。

5

6 提出した後、弊社から約3日の検討期間を経て、
ユーザーに関連する結果をご案内いたします。

2

4番を行った後、実名認証の設定ページに戻り
来、セキュリティパスワードを入力したあと、
「Proceed」をクリックします。

나의 KYC (실명인증)



受益者KYC
(Beneficiary KYC)
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受益者KYC(Beneficiary KYC)

1 左上のメニューバーから、「Profile」を選択した
後、「Beneficiary KYC」（受益者実名認証）を
選択します。

受信者の身分証明書の両側をアップロードします。
アップロードする前に、写真の画質と文字の可読性
が良いことを確認した後、アップロードしてくださ
い。

セキュリティパスワードを入力した後、左に
「Proceed」をクリックします。

3

提出後、弊社から受益者実名認証申請書検収
を3営業日以内に完了して結果をご案内いたし
ます。

4

2



暗号通貨預金
• アクティベーションウォレット(Activation Wallet)チャージ
• ディスカウントウォレット(Discount Wallet)チャージ
• P2P (USDT)預金履歴

GIBANK.IOユーザーマニュアル



•アクティベーションウォレットチャージ

1
左上のメニューバーから「Crypto 
Deposit」（暗号通貨預金）を選択し
た後、「Top Up Activation 
Wallet」（アクティベーションウォ
レットチャージ）を選択します。

2
次のいずれかの支払い方法を選択してください -
BTC、ETH、USDT-ERC20、USDT-Omni

すべてのパスワード為替レートは、以下のトップアップ
（Top Up）ページに記載されています。

3
「Create Wallet Address」を選択すると、画面に
受信者のQRコードやウォレットアドレスが表示
されます。

4 左のQRコードをスキャンしたり、ウォレット
アドレスをコピーして、外部ウォレットプラッ
トフォームでチャージすることができます。

このアドレスは、BTCでの入金のみを受け付けま
す。 BTC以外のデジタルアセットをこのアドレスに
預けないでください。預けたアセットが復元されま
せん。

5

6
チャージされた預金の処理のために、ウェブ上の結果の
確認は時間がかかることがあり、デジタル支払方法に応
じて異なる場合があります。



1

ディスカウントウォレットチャージ

左側のメニューバーの上部に「Crypto 
Deposit」（暗号貨幣預金）を選択した
後、「Top Up Discount Wallet」ディ
スカウントウォレットチャージ）を
選択します。

2 「Buy GUSDT」ボタンが画面
の右上にあります。

3 チャージする金額を米ドル（USD）で
入力すると、GUSDT™為替レートで確認
できます。

4 セキュリティパスワードを入力
したあと、「Buy」（購入）ボタ
ンをクリックします。

5
すべての情報を正しく入力し、確認ウィンドウで内容
を確認した後、「Proceed」をクリックします。
購入価格は、ディカウントアカウントに反映されま
す。

1



+30%
購入価格で追加の

クレジット

+40%
購入価格で追加の

クレジット

+50%
購入価格で追加のク

レジット

各ユーザーランキングに応じて、ユーザーはGUSDT™購入時に
追加GUSDT™クレジットを適用受けることができます。

グループマネージャー
(Unit Manager)

地域マネージャー
(Regional Manager)

グローバルマネージャー
(Global Manager)



1 左側のメニューバーの上部に「Crypto 
Deposit」（暗号貨幣預金）を選択した
後、「P2P USDT Deposit History」（P2P
預金の履歴）を選択します。

ユーザーは、下記に該当される取引履歴を確認する
ことができます：日付、暗号貨幣種類、取引ID、
取引住所、預金額および状態

2

P2P (USDT)預金履歴



投資パッケージ (Investment 
Package) 購入ガイド
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投資パッケージ購入ガイド

左側のメニューバーの上部に「Investment 
Package」（投資パッケージ）を選択した
後、「Purchase Investment Package」（投資パッ
ケージ購入）を選択します。

1



投資パッケージの週類

USD 500-7,499

USD 7,500-14,999

USD 15,000–49,999

USD 50,000–99,999

USD 100,000 以上

7%

10%

15%

20%

25%

金額 月の投資収益率。

2 ご希望のパッケージの種類を
選択します。



A.アクティベーション＋ディスカウント

ユーザーは、アクティベーションウォ
レットの70％+ディスカウントウォレッ
トの金額の30％を支払いに利用できま
す。ディスカウントウォレットの金額の
30％には、さらに50％のリベートが付与
されます。

B. アクティベーション

ユーザーはアクティベーション
ウォレットを使用して全額を
100％で支払うことができま
す。

*ユーザーは主要な暗号通貨のみ
を選択できます
（BTC、ETH、USDTなど）

3 ご希望の投資パッケージ購入金額を入力しま
す。

4 ご希望の支払いウォレット（Wallet）の種類
を選択します。

5 左のセキュリティパスワードを入力し
た後、右の「Proceed」を選択します。

投資パッケージ購入ガイド



「ディスカウントウォレット」を活用して、より多くの利益を得ることができます。

コイン

コインさんはUSD 1,000相当の投資パッケージの購入を希望しており、

(A) 70% アクティベーションウォレット + 30% ディスカウントウォレット

1. USD700をアクティベーションウォレットにチャージ
（可能な貨幣の種類：BTC, ETH or USDT 」 +

2. USD 300をディスカウントウォレット
にチャージ (GUSDT™ のみ使用可)

その後、コインさんは

システムで自動的にUSD700を「ア
クティベーションウォレット」か

ら差し引かれます。

-USD700
システムは自動的にUSD300を差
し引きます USD300

USD150
(追加の50％リベート付き)

-USD150

コインさんは、以下の方法で1,000米ドル相当の投資パッケージの購入に成功しました。

USD150はディスカウントウォレットに入金され後日、コインさん
が追加投資パッケージのお買い上げに使用することができます。

アクティベーション
ウォレット

アクティベーション
ウォレット

ディスカウント
ウォレット

ディスカウント
ウォレット

(A) 70%アクティベーションウォレット + 30%ディスカウントウォレット



6 左側のメニューバーの上部の「Investment Packages」（投資パッケー
ジ）を選択した後、「Investment Package History」（投資パッケージ
内容）をクリックします。

投資パッケージ購入ガイド



ウォレット送金
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ウォレット送金

GIBプラットフォームにおけるウォレット送金規定

ウォレット
送金

預金ウォレット
(Current Deposit 

Wallet)

預金ウォレット

送金不可

他アカウント
送金可

本人アカウ
ントのみ可

アクティベーショ

ンウォレット
(Activation Wallet)

ディスカウント

ウォレット
(Discount Wallet)

固定預金ウォレッ
ト(Fixed Deposit 

Wallet)

受取人のウォレット
アクティベー

ションウォ
レット

ディスカウント
ウォレット

固定預金ウォ
レット

MT5ウォレット G-シェアウォ
レット

G-モールウォ
レット

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可 送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可

送金不可他アカウント
送金可

本人アカウ
ントのみ可

本人アカウ
ントのみ可

本人アカウ
ントのみ可

本人アカウ
ントのみ可

本人アカウ
ントのみ可

本人アカウ
ントのみ可

本人アカウ
ントのみ可



1
左側のメニューバーの上部に
「Wallet Transfer」（ウォレット
送金）を選択します。

2 「Own」（本人）または「Others」（他のアカウント）
を選択します。

自分のアカウント

• 送金するウォレットまたは受信者ウォレットを選択します。
• 送金金額を選択します。参照：送金可能な最小量は、10米ドルです。
（100 GUSDT™）送金金額の調整は10ドル単位で増加/減少します。

• 最後に、参照、およびセキュリティパスワードを入力したあと、「Proceed」をク
リックします。

その他のアカウント

• 送金するウォレットまたは受信者ウォレットを選択します。
• 送金金額を選択します。参照：送金可能な最小量は、10米ドルです。
（100 GUSDT™）送金金額の調整は10ドル単位で増加/減少します。

• 最後に、参照、およびセキュリティパスワードを入力したあと、「Proceed」をク
リックします。

ウォレット送金



早期解約リクエスト
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早期解約リクエスト

1
左側のメニューバーの上部に「Investment Package 
History」（投資パッケージ内容）を選択したあと、
「Early Termination Request」（早期解約リクエスト
）をクリックします。

2 リストの上部にある赤い [X] をクリックします。



3

• セキュリティパスワードを入力した後、「Proceed」ボタ
ンを選択します。

• 5日後、システムは投資パッケージの資本をユーザーに解
放します。

早期解約リクエストの費用と
合計金額の画面を確認することができます。

4

早期解約リクエスト



0~183日 30%
15%

0%

184日~365日

365日以上

4 要請を作成した後、5日以内に、ユーザーは早期解約
リクエストをキャンセルすることができます。
左上の「Investment Package」を選択した後、「Early 
Termination Request」をクリックします。

以下のように早期解約期間に応じて
GIBは解約関連手数料を請求します。

早期解約リクエスト



招待リンク
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招待リンク
1 ユーザーは、投資のパッケージを購入することで、

「Invitation Link」（招待リンク）を有効にすることが
できます。

2
投資パッケージを購入した後、ユーザーは
招待のリンクをメイン画面で確認できます。

ユーザーのニーズに応じて、招待のリンクをコピーした
り、参照コードを選択することができます。

4 招待されたユーザーは、招待のリンクまたは参照コー
ドを利用して、アカウントを登録することができま
す。

3



固定預金認証
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固定預金認証

1

左側のメニューバーの上部の「Fixed Deposit 
Wallet」（固定預金ウォレット）を選択した後、「Fixed 
Deposit」（固定預金）を選択します。

固定預金の金額を入力します。最小量は、500米ド
ルです。2

セキュリティパスワードを入力した
後、「Proceed」を選択します。3

ユーザーは、定期預金ヒストリーで新たに追加さ
れた預金の内訳を確認することができます。4



社会慈善寄付
(CSR Charity Donation)
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CSR 社会慈善寄付

GIBは、ユーザーに「社会から、社会のために」という慈善イデオロギーに取り組むことを奨励しています。 世界を愛に満
ちた場所にするための取り組みに貢献しましょう。 寄付するには以下を参照してください。

1左側のメニューバーの上部の
「CSR」（社会慈善寄付）を選択
します。

2
ポップアップウィンドウにて、
現在GIBで進行しているCSRイベ
ントを確認することができます。

3 寄付関連の画面で、希望の寄付金額を入力し
てください。

*最低額は100 GUSDT™であり、100 
GUSDT™（$10）単位で価格が調整されます。

4 預金ウォレット（Current Deposit 
Wallet）でのみ寄付が可能であることに
注意ください。

5 セキュリティパスワード
を入力したあと、
「Proceed」をクリックし
ます。

6 正常に処理された寄付は、図のように表示されるこ
とで寄付参加に関連詳細とタイムラインを確認する
ことができます。

1



ボーナス/ 投資収益率
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ボーナス

1 左側のメニューバーの上部に「Bonus/ ROI」（ボー
ナス/投資収益率）を選択した後、「Bonus」を選択
します。

ユーザーは、さまざまな種類のボーナスに関する金額を
確認することができます。：スポンサーボーナス、グルー
プ販売ボーナス、グローバル配当ボーナスと最高募集ボー
ナス

2



投資収益率

1 左上のメニューバーの「Bonus/ ROI」から
「ROI」（投資収益率）を選択します。

ユーザーは、投資パッケージと固定預金のROIレコードを確認す
ることができます。2



系譜
• スポンサー系譜
• ネットワーク閲覧
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1 左上のメニューバーから「Genealogy"（系譜）で
「Sponsor Geneology」（スポンサー系譜）を選択
します。

セキュリティパスワードを入力したあと、スポンサー
系譜を確認しながら、追加の計画を構想してください。2

スポンサー 系譜



ネットワーク閲覧

1 左側のメニューバーの上部にある「Genealogy"で" 
Network View」（ネットワーク閲覧）を選択します。

セキュリティパスワードを選択して、ネットワークを
確認しながら、追加の計画を構想してください。2



サポート チケットの
提出ガイド
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サポート チケットの提出ガイド

1

2
カテゴリー閲覧ページでGIBプラットフォームから送られたす
べてお知らせとメッセージを期間、送信者、件名、リクエスト
チケット提出状況別に確認できます。

3

左上のメニューバーから「Request Ticket Submission」か
らSupport Ticket（お問い合わせ提出）を選択します。次
のページでメールを選択します。

4

5

サポートチケットのタイトルをクリックして閲覧された
後、返信も作成出来ます。

必要に応じて、ユーザーはファイルを返信回答に添付すること
ができます。
許可されているファイル形式：jpg、png、jpeg。
最大アップロードできる画像は、5つまで、ファイルあたり
10MBを超えるといけません。

＂Send Message” を選択します。



1
左側のメニューバーの上部に「Request Ticket 
Submission」を選択した後、Support Ticketを選択しま
す。「Compose」（作成）を選択した後、タイトルを
作成します。

2 お問い合わせの種類、使用言語を選択し、メッセージ
のタイトルと内容を入力してください

3

4

必要に応じて、ユーザーはファイルを返信回答に添付するこ
とができます。
許可されているファイル形式：jpg、png、jpeg。
最大アップロードできる画像は、5つまで、ファイルあたり
10MBを超えるといけません。

“Send Message”をクリックします。

サポート チケットの提出ガイド



P2P取引きガイド
• 購入者GUSDT™チャージガイド
• 販売者 GUSDT™セールスガイド
• P2P USDT引き出しガイド
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GUSDT™チャージのために、GIB銀行メインインタ
フェースに接続します。1

左側のメニューバーの上部に「Internal 
Exchange」（内部取引）をクリックしま
す。その後、「Top Up P2P Internal 
Exchange Wallet」。（P2P内部取引ウォ
レットトップアップ）をクリックします。

2

購入者GUSDT™チャージガイド



使用する暗号通貨を選択します。

3

暗号通貨アドレスを作成しま
す。

4

USDTチャージのために上記の画面でアド
レスをコピー/ペーストしてください4a

購入者GUSDT™チャージガイド



正常にチャージされた後、左側のメニュー
バーから「Internal Exchange」を選択した
後、「Available Balance」（利用可能残高）
を確認します。

5

GUSDT™を購入するには、同じページの下
部に移動し、購入金額を入力してください。
最小金額は10米ドルです。 （100 GUSDT™
）

6

セキュリティ パス
ワードを入力してく
ださい。

7

Buy ボタンを押しま
す。8

購入者GUSDT™チャージガイド



システムがお支払いを確認すると、GUSDT™が
「ディスカウントウォレット」に入金されます。8

購入者GUSDT™チャージガイド



注文がまだキューにある場合は、[注文のキャ
ンセル]をクリックし、[注文キャンセル金額]
と[セキュリティパスワード]を入力するだけで
続行できます。9

購入者GUSDT™チャージガイド



成功した入札は、「Buy Order 
History」（購入注文履歴）で確認できます。10

購入者GUSDT™チャージガイド



グループ
マネジャー

+30%購入した金額

USD 1,000相当の
GUSDT™ 購入

合計1,300ドル相当のGUSDT™は
ディスカウントウォレットに保管さ

れます

+30%購入した金額

할인월렛

+USD1,300
GUSDT™ 
価値

GUSDT™の購入中、ユーザーはランキングごとにそれぞれ異なるリベートを受け取り、
そのリベートは「ディスカウントウォレット」に保管されます。

グループ
マネジャー

地域
マネーャー

グローバル
マネジャー

+30%
購入した金額

+40%
購入した金額

+50%
購入した金額



次のページの「取引チャートごとのメンバー販売注文制限」によ
ると、注文ごとに販売できる最小金額は50米ドルです。メン
バーは次の販売注文を申請する前に注文を正常に販売する必要
があります。

「Sell GUSDT」を選択した後、以下を参照
して、売りたいGUSDT™を入力します。2

販売者 GUSDT™セールスガイ
ド

左側のメニューバーの上部に
「Internal Exchange」（内部取引）を
選択します。1



コインさん
ディスカウント
ウォレット

50ドル相当のGUSDTを売却™ - USD55

システムは自動的に「ディスカウントウォレット」から

55(50+10%の手数料、約550 GUSDT™)を請求します。

システムは 10%の手数料を請求します。3

販売者 GUSDT™セールスガイ
ド



「セキュリティパスワード」を入力し
て注文を確定する為に、「Sell」をク
リックしてください。

4

販売者 GUSDT™セールスガイ
ド



システムが購入者が売り注文を
購入したことを確認した後5

購入者 販売者

販売者のGUSDT™は購入者のウォレットに入金されます。

販売者は
USDT（貨幣）で
販売金額を受け取るこ
とになります。

+USDT

販売者 GUSDT™セールスガイ
ド



成功した販売は、受注履歴 (販売注文履歴) 
にあります。6

販売者 GUSDT™セールスガイ
ド



ユーザーは「Internal Exchange」（内部取引）
で「My Sell Order List」（私の売り注文）で
状態確認が可能です。

7

販売者 GUSDT™セールスガイ
ド



「Internal Exchange」（内部取引）で「P2P 
USDT withdrawal“（P2P USDT引き出し）を
クリックしてください

1

P2P USDT引き出しガイド



ウォレットの種類を選択します。2

「ウォレットアドレス」、「出金金額」、「セキュリティ
パスワード」を入力し、「 Proceed 」をクリックして出
金プロセスを完了します。3

P2P USDT引き出しガイド



一般投資家
エージェント
エージェンシーマネージャー

上記の場合は、P2P ONCEで営業できます。
取引日+5日まで

グループマネージャー
地域マネージャー

グローバルマネージャー

上記の場合は、P2P ONCEで営業できます。
取引日+3日間まで

GUSDT ™が正常に販売された後、USDT は GIB USDT ホットウォレットに転送されます。ユー
ザーは、引き出しのための交換プラットフォームから自分のUSDT財布のアドレスを入力する必要
があります.各引出金額は、 大 5,000 USD に上限を設けており、交換プラットフォーム間の交換
手順に従って行われます。ユーザーのUSDTウォレットへの引き出し期間はT +2日です。



メンバーごと、売り注文件当たり限度額

USD1,500 USD2,000 USD2,500 USD4,000 USD5,000

投資

パッケージ

アカウント
ごとの販売
制限



新しく登録されたすべてのユーザーには、専用の「Crypto-
Asset Bank Card」が発行されます

GIB Digital Banking Platform Bank Card

カード保有者は、暗号通貨で世界中で使用したり、あらゆる国のATMから金額を引き出
すこともできます。これは、ユーザーが自分のオンラインデジタル資産銀行口座を管理
するための便利な方法です。

GIB
BANK CARD

Fiat Money 引出し

グローバルのATMマシンで
決済と引き出し

Mastercard, UnionPay, and 
プリペイドカード



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、国境を越えた安全な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™)

Crypto-Asset Bank Card



GIBは、グローバルなデジタルファイナンスエコシステムを

「透明」「公平」「Win-Win」「共有」
の方法で実行します。

数兆ドルに相当するデジタル時代を活用する
ために、ぜひご参加ください。
この新しいテクノロジーの
アーリーアダプターとなって

巨大な富を創出してみてください。



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

GIB プライムブローカーの公式サイト
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 ホールディングスグループ公式サイト
https://www.aff.finance



ありがとうございました


