
あなたの信頼できる暗号通貨パートナー

www.bnbchain.io

富の新時代が始まる…。
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私たちは、BNBChainを介して知識を世界と共有することを使命とする開発者およ
び教育者のグループです。

BNBChainは、世界中の人々にBNBテクノロジーとその日常生活への潜在的な影
響について教育するために設計されたテクノロジープラットフォームです。

私たちは、ブロックチェーンの専門家グループの革新によって生まれた、明確な価値
観を持った企業を位置づけています。 BNBChainは、メンバーが業界でユニークな
コミュニティの一員となることを可能にする会社であり、メンバーがBNBコインにつ
いて教育し、ユニークで持続可能なビジネスプランを通じてお金を稼ぐことができ
る豊かな体験をメンバーに提供します。 BNBクジラ。

私たちに関しては



LEGAL DOCUMENTS
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STATE OF WYOMING
Office of the Secretary of State

I, EDWARD A. BUCHANAN, SECRETARY OF STATE of the STATE OF WYOMING, do
hereby certify that according to the records of this office,

BNBChain Trade LLC
is a

Limited Liability Company

formed or qualified under the laws of Wyoming did on March 21, 2021, comply with all applicable
requirements of this office.  Its period of duration is Perpetual.  This entity has been assigned entity
identification number 2021-000990169.

This entity is in existence and in good standing in this office and has filed all annual reports
and paid all annual license taxes to date, or is not yet required to file such annual reports; and has
not filed Articles of Dissolution.

I have affixed hereto the Great Seal of the State of Wyoming and duly generated, executed,
authenticated, issued, delivered and communicated this official certificate at Cheyenne, Wyoming
on this 21st day of March, 2021 at 1:50 AM.  This certificate is assigned ID Number 043156425.

Secretary of State

Notice:  A certificate issued electronically from the Wyoming Secretary of State's web site is immediately valid and
effective.  The validity of a certificate may be established by viewing the Certificate Confirmation screen of the
Secretary of State's website https://wyobiz.wyo.gov and following the instructions displayed under Validate Certificate.

法的文書
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guaranteed

be

is guaranteed a l icense on 23 July 2021 to carry om a trust or company
service business in Hong Kong.

The l icence shal l  be val id from 23 July 2021 to 22 July 2022,  unless
suspended or removed earl ier



https://www.bnbchain.io/ 03

BNBは、世界のBinanceのネイティブアプリです。
最大の暗号通貨交換。

なぜBNBコインなのか？

超高速のトランザクションを提供します

巨大な売買に使用できます
さまざまな暗号通貨

Is安全で安全

バイナンスは最終的に
地方分権化された一次通貨
バイナンス交換。

新しい暗号通貨はにリストされます
バイナンス交換、およびバイナンスの使用
コインはシームレスな市場を提供します
さまざまな仮想トークンを処理します。

BNBチェーン
エコシステム

BNBスマートチェーンによる支払い監査

月曜日からの自動日次利益
金曜日まで

ユニークで持続可能なビジネスプラン

受動的な収入の機会

$��のみの最小スタートアップ

BNBchainのエコシステム全体へのアクセス



LEGAL DOCUMENTS
BUSDは、安定した市場価値を維持するように設計されています。これにより、投資家やトレーダーは、暗号空間を出る必要なしに、ブ

ロックチェーン上で低ボラティリティの資産を保持することができます。強気市場の弱気市場でより多くのBUSDを蓄積します。

なぜBUSD
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BNBCHAINのアフィリエイトプログラムは非常に有益であり、私たちと一緒に旅行している間、すべてのメンバーが成長に精力的になります。

アフィリエイトプログラム
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受動的収入
最大�.�％

レベル報酬
��％

Refマッチングボーナス
最大��％ 報酬プログラム

財務に向けて 自由
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受動的収入
BNBChainは���日間培養されます。パッケージに応じて、毎日最大
�.�％の受動的収入を得る資格があります。

収入がパッケージの���％になった場合は、再投資する必要がありま
す（リワードプログラムを除く）

投資 毎日
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

0.6%

0.7%

0.8%

0.9%

1.0%

1.1%

1.2%

0.5%$50

$100

$250

$500

$1000

$5000

$10000

$25000

パック

https://www.bnbchain.io/
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レベル報酬
BNBchainレベルの報酬の利益はすべての人に受け取られます

BUSDまたはBNBコインで毎日ユーザー。ユーザーは得ることができま
す

レベルの収入 調子

1

2

3

4

5

6

7

8

1 DIRECT

2 DIRECT

3 DIRECT

4 DIRECT

5 DIRECT

6 DIRECT

7 DIRECT

NA8%

4%

2%

1%

1%

1%

0.5%

0.5%

レベル

https://www.bnbchain.io/
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照会
マッチングボーナス
マッチングボーナスは、あなたの個人的なスポンサーの人々が成
功するのを助けるためにあなたをやる気にさせるボーナスです。
このボーナスは、個人的に後援されたチームレベルの報酬に基
づいてパーセンテージを支払います。

あなたが紹介したメンバーがレベル収入を稼ぐと、あなたは彼ら
のレベル収入の最大��％の支払いを受け取ります。個人的に紹
介されたメンバーが新しいメンバーを紹介するとき。最大�レベ

レベル 参照マッチングボーナス

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8 10%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%

10%, 10%, 5%, 5%, 5%

10%, 10%, 5%, 5%

10%, 5%, 5%

10%, 5%

10%1

2

3

4

5

6

7

8

パック

https://www.bnbchain.io/
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報酬プログラム
報酬と月給を稼ごう!!

bnbchainでビジネスを成長させ、莫大な報酬を獲得し、月給
を修正してください。

注：一方のレッグから��％、第�のレッグから��％、もう一方
のレッグから��％のビジネス

報酬のカウント。

報酬条件（ビジネス）

$620000 (40:40:20)

$1220000 (40:40:20)

$2480000 (40:40:20)

$320000 (40:40:20)

$160000 (40:40:20)

$80000 (40:40:20)

$40000 (40:40:20)

$20000 (40:40:20)

$10000 ( 40:40:20)

$5000 (40:40:20) 

褒美

$5120 x 10 Months

$10240 x 10 Months

$20480 x 10 Months

$2560 x 10 Months

$1280 x 10 Months

$640 x 10 Months

$320 x 10 Months

$160 x 10 Months

$80 x 10 Months

$40 x 10 Months

褒美
$100

$200

$400

$800

$1600

$3200

$6400

$12800

$25600

$51200
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情報

サポートチームは、電報と電子メールサービスで��時間利用できます。

�回目のリワード達成後、次のリワード事業を最初から開始します。

���％は、受け取る最大収入です。その後、パックをリアクティブにする必要があります。

レベル報酬収入は毎日来ます。

毎日の利益は最大�.�％支払われ、月曜日から金曜日まで受け取ります。

報酬と賃金の獲得は毎月行われます。

毎日の利益は、BUSDまたはBNBコインで毎日クレジットされます。

最小引き出し額は$��です。

無料登録。
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まだあなたの質問に対する答えが見つかりませんか？

お問い合わせ
すべてが自動化されているシステムでは、私たちのサポートは

チームも自動操縦を行う必要があり、BNBチェーンを開発しました。ザ
ボットは何千人もの人々のさまざまな質問に答えることができます

同時に��時間年中無休

チャットボットは、サポートスタッフにご案内します。

Telegram
t.me/bnbchain

Instagram
bnbchain/

Facebook
bnbchain

Email
info@bnbchain.io 


