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“市場のリーダーとなるためには、我々は新

規ビジネスモデルを構築するための、これま

でにあったビジネスの制約を理解、挑戦、再

学習、調査ならびに突破し、現代の世界的金

融市場の新たなる基準となる必要があります。

ゲインスカイ・インベストメントのビジョンは、

既存の最大の金融市場と世界の最先端技術

を融合することで、世界初のユニークなフィン

テックの共同経済を構築し、それを新たな世

紀の最も成功を収め、それを継続可能な企業

に育て上げることです。



ゲインスカイ・
インベストメント

ゲインスカイ・インベストメントは、金融ならびに金融技術の著名な専門家
グループによって設立されました。
ドイツに本社を置き、英国領バージン諸島に登記されている企業です。

私たちの使命は、金融サービスにおける次世代の新製品を開発する金融
技術企業になることです。私たちは消費者のための実行可能、収益性が
あり、そして持続可能なプラットフォームの創造に努めます。

暗号通貨アルゴリズムと分散型元帳テクノロジーの専門家として、伝統的
な外国為替市場を深く理解したうえで、当社はユーザーコミュニティー全体
に独自の取引経験とカスタマイズされた短期から長期の金融ツールを提
供いたします。

ゲインスカイ・インベストメントの取引プラットフォームを通じて、私たちは暗
号通貨市場と伝統的な外国為替市場を、計測的に成長している協調的経
済モデルと結び付け、新たな経済的利点の次の段階へと構築いたします。



経営幹部：
最高経営責任者

Robert Bentz  最高経営責任者

Robert Bentz氏は米国のブラウン大学でファイナンシャ
ル・マネージメントの学位で卒業。
大学在学中Bentz氏は、突出したビジネスの才能を発揮
し、外国為替投資について独自の洞察を示しました。
卒業後Bentzは、英国のバークレイのリスクコンサルタン
トとして、クライアントのための安全なリスク対応ソリュー
ションの開発を担当していました。
2018年Bentzは、暗号通貨業界に大きなビジネスチャンス
を感じ、進行中のトレンドと並行して、ゲインスカイ・インベ
ストメント社を創設しました。
彼は、ゲインスカイ・インベストメントのための完璧な共同
取引モデルを開発し、最大の金融市場を、世界で最もポ
ピュラーな技術と組み合わせ、最も人気の高い金融技術
と暗号通貨投資企業を創り上げました。



経営幹部: 
最高財務責任者 & 最高技術責任者

Brian Easton氏は米国ウィスコンシン大学マディ
ソン校で学士号を取得。
ゲインスカイインベストメント入社前、Brian氏は
Aviva ならびに Insta Sanpaoloでそれぞれの金
融機関にかなりの利益をもたらした。
Brian氏は2018年にゲインスカイインベストメント
の最高財務責任者として迎えられた。
数十年に及ぶ金融産業での経験により、Brian氏
は会社の事業運営に於いて高いレベルの専門
性とスキルを身に着けている。
Brian氏は、暗号通貨が伝統的な金融市場に新
たな風を吹き込むと信じており、ゲインスカイイン
ベストメントがこの新興産業の新たなリーダーに
なることは確実であると信じている。

Jamie Hawthorne氏はワシントン大学セントルイス校で
国際金融の学士号、ならびにエディンバラ大学でコン
ピュータエンジニアリングの修士号を取得。
その後Hawthorne氏はAmerisourceBergen Corporation
の技術研究開発ディレクターを務めた後、2018年10月
にゲインスカイインベストメントに入社しました。
暗 号 通 貨 の 分 野 に お け る 優 れ た 洞 察 、 そ し て
Hawthorne氏の参加は、弊社に高度な技術サポートを
提供してくれた。
Hawthorne氏は、暗号通貨市場および外国取引市場に
は、潜在的なチャンスが数多く隠されていると考えてお
り、これらの潜在的な機会を具体的な資産に変えるこ
とが、会社の目標であるとしている。

Brian Easton  
最高財務責任者

Jamie Hawthorne  
最高技術責任者



ゲインスカイ 暗号通貨 ― 外国為替 共同取引

暗号通貨の利便性 フォロートレードモデル+外国為替市場の規模+



ユニークな
金融トレードモデル

トレード初心者でも
高トレードリターンが可能

1
2

3

初期投資額のオプション

エキスパート・トレーディングチームによる
様々な組み合わせからの選択

エキスパート・トレーディングチーム
３チームを”フォロー”する



エキスパート
トレーディング

チーム

リスク許容度：低
通夜取引: 含む

投機的取引 ：含まない

ストップロス -３%で終了

Eagle 
トレードチーム
(赤いチーム)

リスク許容度: 中 – 高
通夜取引：含む

投機的取引: 含まない

ストップロス -８%で終了

Ted 
トレードチーム
(青いチーム)

リスク許容度: 普通
通夜取引: 含まない
投機的取引: 含む

ストップロス -５%で終了

Flashlight 
トレードチーム
(黄色いチーム)

Paul Gideon Charles Quinton Karl Schmidt



パワフルなトレードシステム

• 受賞歴のある最もポピュラーで信頼性が高く、

FXのトレーダーが最も多く使用するトレードプラットフォーム

• 待ち時間が少なく、簡単にカスタマイズが可能

• クロスプラットフォームのトレード・ソリューションとして機能

• 様々な言語をサポート

• 様々なチャートやインジケータを提供

• 安全で確実な基盤上に構築

• うまくデザインされ、柔軟性が高い

• 全てのインターネットコネクションとの互換性

MetaTrader 4 システム



BTC USD

BTG USD

EOS USD

ETP USD

ETH USD

LTC USD

ADA USD

DASH USD

XRP USD

ZEC USD

FUN USD

GNT USD

IOTA USD

KNC USD

LRC USD

MTN USD

NEO USD

ODE USD

POA USD

QTUM USD

独占的な
トレードの

組み合わせ

暗号通貨
+

法定通貨



ファイナンシャル・セキュリティー
資金は顧客により完全に管理されており、ゲインスカイインベストメントは、顧客が取引を完了する
のを助けるだけです。
Ｇｅｉｎｓｋｙ社はお客様の資金は一切預からないで、ご自身の口座に資金管理されている。

現金の出金
資金はロックされておらず、いつでも引き出すことができます。
エキスプレス出金（５％手数料）・・・最短出金 ３営業日
レギュラー出金（ ０％手数料）・・・・通常出金 ２０営業日

自己管理
様々なクライアントそれぞれのリスク管理に対応しており、クライアントは個々にリスクコントロール
をすることが可能。 毎週 月曜日 水曜日 金曜日に３つチームに＄１００～投資可能。

安心して取引
各トレードセッション（３つのプロトレードチーム）でリスクを最小化し、コミッションを共有します。

無限の利益
固定損失ポイント（-３％、－５％、－８％）と無制限の収益率が最大のメリット。

無限の投資
損失限度額がUS$100と低いため、無制限のファイナンシャルプランを提供します。

簡単な入出金
入金– 暗号通貨での支払い、海外の取引所の口座への送金、ゲインスカイの口座の開設。
出金 – 暗号通貨での出金、個々の銀行口座への出金。

共同経済コミッションプラン（アフィリエイト報酬 ユニレベル８段）
トレーディングセッションに参加するためにエキスパート・トレードチームをフォローすることで、寛大
な共有コミッションを得ることができます。

私たちの有利な点
キャンペーン・プロフィット (CP) 最大35トレード

キャンペーン・リベート (CR) トレード毎US$10

リワード・プラン (RP) 最大50%

チーム・デベロップメント・
プログラム (TDP) 最大30%

パッケージ・インセンティブ・
プログラム (PIP) 最大20%



ゲインスカイ・フォロートレード・モデル

• メンバーはゲインスカイインベストメントで取引所口
座（ＫＹＣあり）を開設する。（ＡＰＩ接続）

• メンバーはゲインスカイインベストメントを通して取
引所に入金する。（ＡＰＩ接続）

• 取引所はメンバー名でMT4口座を提供。
• メンバーはMT4口座とゲインスカイインベストメン

ト・トレーダー・プログラムをリンクさせる。
• メンバーは３つのトレーダーチームからひとつを選

択し、ストップロスが発生する以外、20日間続く
キャンペーンを始める。

• $10,000毎に$25のエクスチェンジ・リベート。
• ゲインスカイインベストメントは最大35手$10,000毎

に$10のリベートをメンバーとしシェアする。
• ゲインスカイインベストメントのメンバーポータルを

通し出金するが、実際の資金は取引所より支払わ
れる。

投資ガイド
Gainsky の
メンバー

取引所

キャンペーンプ
ロフィット (CP) 

+
US$25/CFD 

小口取引
市場

市場の
マーケット
メーカー

大手銀行
証券会社
ならびに
取引所

小中規模
銀行

US$10,000
を投資

US$10/CFD

トレード
コミッション

キャンペーンプ
ロフィット (CP)

+
他のコミッション

キャンペーン
投資

イーグルトレードチーム
フラッシュライト
トレードチーム

テッドトレードチーム

キャンペーン
への参加（20 日)

中央銀行

暗号通貨市場
リテールチャンネルMT4 アカウント



長期モデル
• フォロートレード・モデル

• 私たちの目標は、皆さんの初期投
資額を保護し、利益を出せるトレー
ドを行うことです。

• シェア・トレード期間
トレードキャンペーンは月、水、金にエントリー可能
20日で完了。ロスカット時はその時点で完了
トレードのエキスパートが最大18％の利益を達成

• 年間平均利益

最大54.75％

• キャンペーンリベート (CR)

キャンペーンリベート (CR)は各コントラクト・フォー・
ディファレンス （CFD）、US$10,000と同額、を基準に
計算されます。
メンバーは各CFD処理毎にUS$10を受け取ります。

• あなた自身の選択でフォローする
マルチ戦略トレードチーム

安全性が高く、富の獲得に積極的なシステム

フォロートレー
ド金額

キャンペーン
リベート

(lots)

キャンペーン
リベート
(US$/lot)

キャンペーン
リベート

100 - 999 20 0.1 - 0.99 US$2 - US$24

1,000 - 9,999 25 1 - 9.99 US$25 - US$299

10,000 - 99,999 30 10 - 99.9 US$300 - US$3,499

> 100,000 35 100 以上 US$3,500 以上



実績豊富な系列会社
当社初となる系列の証券会社、Regal Core Markets

をご紹介します。長年の業界経験を持つRegal Core

Marketsは、これまでより過酷なニッチ市場における、

Gainsky Investmentsをはじめとする金融機関への

サービス提供に、徐々にフォーカスをシフトしています。

特にアジアにおいて多大なプレゼンスを持つ同社は、

当社の事業をサポートするのに適した状態にありま

す。

プロフェッショナリズム、諸規制、資金の安全性、デー

タのセキュリティ、取引実行の速度、取引費用、ニー

ズに応えるための柔軟性といった観点において、

Regal Coreは当社が証券会社に求める期待を遥かに

上回る、魅力的な働きをしてきました。Regal Coreの

チームとは、長期的な協力を行なっていくことを前向

きに考えています。

THE R.E.G.A.L. IDEALS
安全な取引所

夢をつかめ | さらなる可能性の探求 | 
最後までやり抜け | 知識のさらなる応用 | 

未来への先駆け

Regal Core Markets Financial Dealers License

https://rcmfx.com



1日目 メンバーが口座に入金し、KYC書類を提出

3日目
メンバーはトレーディング・キャンペーンに参加可能

22日目
トレーディング・キャンペーンの終了

24日目
トレーディング利益ならびに残高がUSD

ウォレットに入金され、出金が可能になる

27日目
出金申請された金額がメンバーの銀行口座に入金される

*上記例は、営業日を基準にした一例として表記されています。



www.gainsky.com
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