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ブロックチェーン技術は、現在および将来において
最も投資関連の画期的な産業であり、1,000億以上の市場が
採掘されるのを待っています。 従来の投資業界と比較して、暗号

通貨への投資家の参入は一連の面倒な手順を経る必要があり、
これは新規投資家の参入を大きく妨げ、投資家の利益を深刻に
害します。

特に顕著な現象：アカウントを開くための複数の取引所の
必要性、KYC認証の繰り返し、クロスファンド分散の回転コストが
高く、時間がかかる、1通貨の複数価格市場の流動性の分散、

大きな資本参入チャネルの狭いコストなど、産業の発展に対する
深刻な制約があります。 Gives theanswer!

SO

PROJECT  
BACKGROUND



• IMBROKERは、デジタル通貨のクロストレーディング専用のワンストップサービスプラッ

トフォームであり、グローバルな国家所有権のワンストップ購入の構築にコミットし、
人々へ分散型クラウドを構築するための仲介システムシステムを提供するため、従来
の取引所とは異なります。

• 我々は、デジタル通貨仲介サービスに基づいており、ユーザーに複数の付加価値サー
ビスを提供することにより、安心してプロフェッショナル且つ、より収益性の高いサービ
スを提供します。

PROJECT INTRODUCTION

ImBrokerの位置付けによると、ImBrokerシステムの主な機能には、デジタル通

貨取引仲介サービス、マネージドサービスおよび投資サービス、ウォレットサー
ビス、AIトレーディングサービス、およびソーシャルサービスが含まれます。

ImBrokerは、ブローカー業務プラットフォームの完全な中核として、ブローカー
のすべての機能を完全に装備しながら、デジタル資産取引をより明確かつ信頼
できるものにし、信頼できる取引チェーンに基づく取引確認とトレーサビリティを
備えています。



PROJECT VALUE

⚫低コスト、高収益

⚫Web全体で最高の実行可能価格を検索して、利益幅を向上させます。

⚫専門的な取引ツールとカスタマイズされた市場リスク監視および管理システムを
ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズした市場リスク監視、管理システムを提供し
ます

⚫投資家にリアルタイムの取引確認、取引コスト分析、ポートフォリオ分析、その他の
投資ツールを提供します

⚫多様化する投資のニーズを満たすためのデジタル通貨デリバティブの購入

⚫ユーザー向けの投資家教育プラットフォームと投資家サービスの構築

⚫マーケティングやソーシャルサービスなどの多付加価値サービスでイングレスを開始
します。

ワンストップの完全な取引体験：

ユーザーは、ImBrokerプラットフォームにアカウントを

登録することにより、複数の取引所で複数の通貨ペア
を取引できます。また、資金調達やコインなどの取引に
直接関連するサービスも利用できます。



IMBROKER  

PRODUCT FEATURES
⚫10以上の交換を集約して、トラフィックの大部分をカバーします。

⚫Walletをダウンロードして登録をし、IBKを送信します。これは直接取引できます。

⚫CFD（フラッシュ）機能、完全なOTC交換チャネルの提供。

⚫ブロックチェーンに身分証明書等の証明を刻み取引を行い、センターのウォレットとクラ
ウドブローカレッジシステムプラットフォームに移動することができます。

⚫各アカウントは、ほとんどの取引所で最高価格のデジタル通貨を売買し、実行コストと
ショックコストを削減します。



IMBROKER  
GLOBAL PLAN

A NEW MODE

A NEW WAY



Fund Mall

Trading commissions

Investment banking business

Social Entertainment

Financing Coin

Technical services

取引手数料の割引を行うためにIBKで支払います。 スポット、先物、オプション、CFD、tcを含む；

リスクマージンとしてIBKの資金誓約を発行します。

代理店向けの製品やサービスを購入するためにIBKに支払います。

資金調達金利のIBK支払い

ソーシャルゲームなどのサービスをIBKで支払います。

IBKは、コンサルティング、資金調達、ロードショー、コインのスポンサー、その他のインキュ
ベーションサービスを楽しむために支払えます。



IBK DISTRIBUTION  

MECHANISM

—IBKは、第3世代のパブリックチェーンプラットフォーム通貨であるImBroker Trusted Gatebroker Brokerトークンです。

IBKの総発行部数は12億個、オンライン価格は0.1ドルで、ICO、IEO、IPOをすべて排除します。

◼ すべてのメンバーへのプラットフォームフィード
バック用：60,000,000IBK(5%)

◼ プラットフォーム運用：60,000,000IBK(5%)

◼ シンガポール財団：60,000,000IBK(5%)

◼ 先物契約：120,000,000IBK(5%)

◼ 契約報奨：900,000,000IBK(75%)



IBK ADVERTISER PACKAGESP

INVESTMENT

LEVEL

Note:毎日比率として、20％のIBKと

80％のUSDTを取得します。

-毎日の実行は0.8％から1.2％変動します（グローバル広告配信による）、

収益サイクルは365日です。

100 USDT

1000 USDT

3000 USDT

10000 USDT

V1

V2

V3

V4



IBK NODES INCOME
——コミュニティのパフォーマンス（範囲あり）を調べるため、ピアツーピア収益
の15％が同じレベルです。

Level Performance Appraisal Reward

I1 Small region scored $150,000 2% of sub-profit

I2 two I1，Small region scored

$500,000

4% of sub-profit

I3 two I2，Small region scored

$1,000,000

7% of sub-profit

IS

two I3，Small region scored

$3,000,000

9% of sub-profit，an additional 1% full  

network computing power daily node run

Note: 10% IBK and 90% USDT per node.



IBK PERMANENT RUN
——Take the team's daily earnings percentage. Personal merchant level standard limit of 1000 USDT, push the

user directly to the user of 1, push directly the standard limit of the level of 1000 USDT, push one household

directly to get 5% of the direct push static daily income, push 2 households directly to get 10%, push 3

households to get 15%, up to 50% cap. In order to obtain a direct push income 50% standard projection, then

the second generation on 25%, the third generation 12.5%, algebra depth for each additional generation, the

corresponding generation of calculation is reduced by 50%, and so on, until the infinite generation.

Number of  

direct push ers

Push static daily earnings calculation rewards directly

1st generation 2nd generation 3rd generation ...

1 home 5% 2.5% 1.25% ...

2 home 10% 5% 2.5% ...

3 home 15% 7.5% 3.75% ...

... ... ... ... ...

10 home 50% 25% 12.5% ...

Note: Daily perpetual share scored 20% for IBK and 80% for USDT.



IBK Rule
⚫All dynamic sub-day caps are capped according to the amount of  

investment, and the IS level is uncapped;

⚫Daily static fractional gain (static fractionand and permanent fraction) 20%  

IBK, 80% USDT;

⚫ Daily node fractions get node spneb 10% IBK, 90% USDT;

⚫ Single-charge din, deducting ibK for 2% value, transfer deduction 2 IBK;

⚫Daily earnings are ibK that releases equivalent USDT, and IBK prices are  

released based on the previous day's highest value.



In March  

2018

for preparations

In August  

2019

for online

IBK DEVELOPMENT  
PLANNING

In September  

2019

the platform will  

be launched

• 1.All-In-One Account

In October  

2019

the platform will  

be launched

•1.Broker System;

•2. Leveraged Options  

Trading;

• 3. Fund Mall;

In November  

2019

the platform will  

be launched

• 1.Eco Games;

• 2. Strategy Investment;

• 3. Mine Machine Trade;

In December  

2019

the platform will  

be launched

•1.Social Consulting;

•2. Blockchain Education;

•3. Trusted Threshold Transaction  

Chain.



IMBROKER
WELCOME TO JOIN US.


