
good evening to all us team family members I am DR DARREN YAW I am really glad to be 

able to have a moment with everyone to report on the latest development and some good news 

on the digital bank first of all concerning the recent emergence of withdrawal delay cases we 

have finally received the official solution from the bank that is GIB digital bank in the month 

of November will introduce the trc20 USDT blockchain technology and once and for all soft 

current TRC20 congestion situation caused by the traffic overload this situation has lead to a 

large number of members to request for cancellation for current deposit wallet and USDT hot 

wallet and then later realizing that the fund will actually already transfer to their account and 

this caused all the data to experience a server overlap furthermore because of the high network 

fees that have exceeded the bank acceptable parameter due to the extreme circumstances all 

data was required to be cancelled and everyone has to uh cs make new withdrawal once the 

system goes live again 

 

I believe everyone has witnessed the current global market of blockchain especially outside 

the country first-year exchange have received strict supervision and restriction we are very 

fortunate that this time the bank is able to decisively and completely cancel all cell order and 

withdrawal to make way of the more stable TRC20 while still simultaneously using multiple 

TRC20 wallet as combination for funds transfer so as to ensure our withdrawal are smoothly 

executed currently the bank has already confirmed that starting from 9th of November it will 

allow all withdrawal to fully return to T plus 2 on time to be received this is absolutely fantastic 

news GIB digital bank is about to re-embark on the route of rapid growth currently a series of 

good news keep coming one after another regarding the haters that are constantly spreading 

rumors and negatively negativity we do not have to explain anything because as long as every 

time we encounter an obstacle these people will also take advantage to fabricate lies in order 

to attack us we will only forge ahead and overcome all obstacles to create a wonderful future 

for all family members we only have to stay one thing if GIB aimed to disappear or swindle 

money then they would be uncontactable by now and it will be even more impossible to be 

able to hear my voice will there still need to be a fast to update all of you on the current 

development is goldman sachs and softbank from fortune 500 still willing to join us it's funny 

but it's a simple fact everyone can understand if they stop to think for a while which 

corporation have no obstacle I believe everyone also know that the plan for n financial group 

to be listed was delay but whether it's GIB or n groups we have been forging ahead through 

tick and tin 

 

entering the start of October GIB has already fully launched its DEFI plan and has produced 

an achieved fantastic result according to DEFI pulse recent data worldwide DEFI project total 



value lock TVL has exceeded 12.3 billion us dollar it's a record high in just 48 hours the total 

value lock amount increased by 1 billion us dollar under TVL creating a record high how will 

DEFI further involve currently while many people are thinking that the DEFI bubble bus and 

the market respond is cooling down DEFI project total value log actually broke another 

historical amount breaking through new height of TVL also illustrated that the DEFI field has 

already received positive approval by investor and the market currently GIB has introduced a 

brand new global DEFI direct referral grand challenge promotion event I believe it will bring 

a great boom for GIB sons in the coming weeks currently the U.S. election covid-19 and 

pandemic and worldwide economy in stability have pushed the cryptocurrency market and 

DEFI to soar bitcoin has been again almost broken through to 16 000 us dollar the GIB plus 

DEFI believe that Monday result will be quite impressive another good news today is everyone 

highly anticipated OTC trading will soon be open is currently estimated that the OTC price 

will exceed one dollar on December meaning that the GUSDT city held by everyone may be 

may very be the only opportunity this year and ultimate weapon for you to achieve thousand 

four or even ten thousand full of well once everything is ready it will create a shock wave in 

the entire cryptocurrency circle in the last watch note i mentioned that GUSDT will soon be 

listed in the world prestigious CMC current market cap top 50. we will first open GUSDT 

traffic data to worldwide major exchange institutional group by the time everyone can witness 

GUSDT traffic and the global market demand it is currently estimated that the daily liquidity 

will be 20 to 30 million as long as you have GUSDT in hand it can be exchanged for major 

cryptocurrency anytime anyway estimated that GIB will also open a trading experience to 

members on designated exchange in December for selling GUSDT  allowing everyone to 

witness themselves the authenticity of everything therefore we are definitely not only talking 

but actually having capability and we are able to withstand the test of time in the next few 

weeks earnest and young as well as deloitte from the big four of worldwide accounting firm 

will soon announce their evaluation of GUSDT which will surely make the people that gave 

up or prematurely sold their GUSDT to feel very regretful lastly GIB properties real estate 

that has been in preparation for quite some time will also be launching soon allowing everyone 

digit allowing everyone GIB digital asset to be able to be able to purchase prime properties 

below market price enjoying up to six years of grantee rental return GRR there is too much 

fantastic news I want to share but due to time constraint and other meeting I have to attend 

more information will be relayed to everyone in the upcoming business academy class 

everyone should eagerly anticipated and keep an ear out of it that is all for today's sharing 

good night and stay safe everyone 

 

 



私たちチームの家族全員にこんばんは私は DR DARREN YAW です。皆さんと一緒に、最

近の引き出し遅延事件の発生に関する最新の動向とデジタル銀行に関するいくつかの良い

ニュースについて報告できることを本当にうれしく思います。私たちはついに 11 月に GIB

デジタル銀行である銀行から公式ソリューションを受け取りました。TRC20 USDT ブロッ

クチェーンテクノロジーを導入し、トラフィックの過負荷によって引き起こされたすべて

のソフトカレント TRC20 輻輳状況に対して、この状況は多数につながりました。現在の預

金ウォレットと USDT ホットウォレットのキャンセルをリクエストし、その後、ファンド

が実際にすでに自分のアカウントに送金されていることに気付いたメンバーの数は、ネッ

トワーク料金が高額であるため、すべてのデータでサーバーのオーバーラップが発生しま

した。極端な状況のために銀行が許容できるパラメータすべてのデータをキャンセルする

必要があり、システムが再び稼働すると、誰もが新しい出金を作成する必要があります。 

 

ブロックチェーンの現在のグローバル市場、特に国外での 1 年目の取引所は厳格な監督と

制限を受けていることを誰もが目撃したと思います。今回、銀行がすべてのセルの注文と引

き出しを断固として完全にキャンセルして道を譲ることができたことは非常に幸運です。

より安定した TRC20 でありながら、複数の TRC20 ウォレットを組み合わせて資金移動を

行い、引き出しがスムーズに実行されるようにします。現在、銀行は 11 月 9 日以降、すべ

ての引き出しを T＋2 に完全に戻すことができることを確認しています。受け取る時間これ

は絶対に素晴らしいニュースです GIB デジタル銀行は急速な成長のルートに再び着手しよ

うとしています。現在、絶えず噂を広めている嫌悪者と私たちが持っていない否定的な否定

性に関して一連の良いニュースが次々と来ています私たちが障害に遭遇するたびにこれら

の人々も有利になるので、何かを説明する私たちを攻撃するために嘘をつくる時代私たち

は前進し、すべての障害を克服してすべての家族のための素晴らしい未来を創造します。 

GIB が消えたりお金を騙したりすることを目的とした場合、彼らは今では連絡が取れなく

なります。私の声を聞くことはさらに不可能になります。現在の開発については、すべての

人を迅速に更新する必要があります。フォーチュン 500 のゴールドマンサックスとソフト

バンクはまだ私たちに参加してくれます。面白いですが、それは単純な事実です。どの企業

に障害がないかをしばらく考えるのをやめれば、誰もが理解できます。上場する ANT の金

融グループの計画が遅れたことも誰もが知っていると思いますが、それが GIB であるか、

ANT グループであるかを問わず、ティックとティンの参入を通じて前進してきました。 

 

10 月の初めに GIB はすでに DEFI 計画を完全に開始しており、DEFI パルスによると、素

晴らしい結果を達成しています。世界中の DEFI プロジェクトの合計値ロック TVL は 12.3

請求を超えています。イオン米ドルそれはわずか 48 時間で過去最高です。TVL の下で合計

値ロック額は 10 億米ドル増加し、過去最高を作成します。多くの人々が DEFI バブルと市

場の反応が冷えていると考えている間、DEFI は現在どのようにさらに関与しますか。ダウ



ン DEFI プロジェクトの合計値ログは実際に TVL の新しい高さを突破する別の過去の金額

を突破しました。また、DEFI フィールドはすでに投資家から肯定的な承認を受けており、

現在 GIB はまったく新しいグローバル DEFI 直接紹介グランドチャレンジプロモーション

イベントを導入していることを示しています。それは今後数週間で GIB の息子たちに大き

なブームをもたらすでしょう。現在米国の選挙 covid-19 と安定したパンデミックと世界経

済は暗号通貨市場を押し上げ、ビットコインを急上昇させる DEFI は再びほぼ 16000 米ド

ルの GIB に突破されました。プラス DEFI は月曜日の結果が非常に印象的であると信じて

います。今日のもう一つの良いニュースは誰もが非常に期待されている OTC 取引です間も

なくオープンする予定です現在、OTC 価格は 12 月に 1 ドルを超えると推定されています。

つまり、今年は誰もが所有する GUSDT が唯一の機会であり、究極の武器として、すべて

の準備が整うと、最後のウォッチノートで暗号通貨サークル全体に衝撃波が発生します。

GUSDT はまもなく世界的に有名な CMC の現在の時価総額トップ 50 にリストされます。

誰もが GUSDT トラフィックを目撃できるようになるまでに、最初に GUSDT トラフィッ

クデータを世界の主要な取引所機関グループに公開します。GUSDT が手元にある限り、現

在、1 日あたりの流動性は 2,000 万から 3,000 万になると推定されています。とにかくいつ

でも主要な暗号通貨と交換される GIB は 12 月に指定取引所のメンバーに GUSDT を販売

するための取引体験を開き、誰もがすべての信憑性を目撃できるようにするため、私たちは

間違いなく話しているだけでなく、実際に能力を持っています。今後数週間の時間の試練に

耐えるために、世界的な会計事務所の 4 大会計事務所のデロイトと同様に真剣で若い人た

ちが GUSDT の評価を間もなく発表します。これにより、GUSDT をあきらめたり時期尚

早に売却した人々は非常に気分が良くなります。残念ながら最後にかなり前から準備をし

ていた GIB 物件の不動産もローンチします。すぐにすべての人に数字を許可し、すべての

GIB デジタル資産が市場価格を下回るプライムプロパティを購入できるようにし、最大 6

年間の被付与者の賃貸収益 GRR を享受できるようにします。共有したい素晴らしいニュー

スが多すぎますが、時間の制約などが原因です。私が出席しなければならない会議より多く

の情報が次のビジネスアカデミークラスのすべての人に伝えられます誰もが熱心に期待し、

今日の共有おやすみのためのすべてであることに耳を傾け、すべての人の安全を守る必要

があります。 


