
企業のプロフィール



ことわざにあるとおり...

特定のことを行うことで金持ちになるのではなく、

特定の方法で
物事を行うことで金持ちになります。



想像してみてください…

市場の状況に関係なく、市場から利益を得

ることができるテクノロジー
があります



想像してみてください…

あなたにものすごい利益をもたらすことができる金融

手段があります。

市場の変動にもかかわらず、

リスクが低く、収益が高い。



知っていますか？
• 世界には5,335の暗号通貨があります

• 取引されている暗号通貨の合計額は1日あた
り330億です

• 暗号通貨の合計時価総額は約2,000億です

• 暗号通貨の時価総額は140カ国の年間GDPを
超えています

出所:
https://coinmarketcap.com/
http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp.php



暗号アービトラー
ジの概要
暗号通貨市場は極端な変動性を特徴としており、そのた
め、普通の投資家やトレーダーにとっては、暗号取引や
投資がリスクを伴っています。

ただし、変動性はアービトラージ取引トレーダーにとっ
ては有利です。 極端な市場変動は、実際はアービトラー
ジ取引の機会を増やし、利益の可能性を大きくします。

アービトラージは、従来ハイリスクとされてきた暗号通
貨取引を、一貫して持続可能な利益を生み出すことがで
きる実質的にリスクのない投資に変えます。



従来の暗号アービトラー
ジはどのように行っていますか？

1つのトークンは、10の異なる取引所に
て10の異なる価格を持つことができま
す

アービトラージによって、価格が低い
取引所でトークンを購入し、価格が高
い別の取引所でトークンを売却するこ
とで、価格差を利用できます。

投資家

利益

エクスチェンジ2

売る

エクスチェンジ1

購入



従来の暗号アービトラー
ジが直面する問題

迅速さ

迅速さはアービトラージ取
引の永続的な問題であり、
たった1秒の差で利益または
損失が出ます

取引高

取引量が不足したり、大量の
取引ができなかったりする場
合、収益も少なくなります

コスト

多数の取引所での取引および
その他の手数料によって、潜
在的に収益性のある取引が不
採算になる可能性があります



従来のアービトラージのすべての問題を解決し、市場
の状況にかかわらず一貫して持続可能な利益を達成し

た実績のある証明されたシ
ステムがあったら、どうなりますか？？？

さらに重要なことは、今すぐにメリットを
享受できることです！



紹介

高性能暗号資産アービトラージプログラム



当社の目標:

デジタル資産
の最大化

普通のトレーダーや投資家でさえ、
7時間という超短期の投資機会を利
用できるため、リスクのない暗号通
貨でのアービトラージ取引を通じて、
遊休のデジタル資産を預け、彼らの
ために働かせる安全で確実な手段を
提供します。

世界中の暗号通貨保有者にウォレットにあるトー
クンを投資する機会を提供し、デジタル資産を彼
らのために働かせます



プランスゴールド会社の概要
セイシェルに設立され、中国に駐在員事
務所を持つプランスゴールドホールディ
ングスは、多様な分野に投資する投資持
株会社です。当社の主な焦点は、世界的
に有名な主要な取引所で透明で短中期の
暗号通貨アービトラージ取引を通じて、
個人投資家や企業が保有するデジタル資
産を成長させるのを支援することです。

プランスゴールドは、最先端のテクノロジーを利用して、デジタル資
産保有者及び暗号通貨ポートフォリオをリスクなしで成長させる機会
を提供することにより、従来のビジネスモデルの境界を押し広げるエ
ンドツーエンドの製品とサービスを提供します。



主要な企業統計データ
• チームとトレーダー：66 Pax
• 予備資金：15 mil USDT

会社理念
ミッション:

世界中の暗号通貨保有者に、非トレーディング期間中に資金を預け
て資産成長を実現するための安全で確実な実行可能なオプションを
提供することにより、流動性と投資収益を最大化します。

ビジョン:

独自の高性能取引アルゴリズムとシステムを継続的に強化し、世界中
の主要な暗号通貨取引所との互換性を確保することにより、世界中の
暗号通貨保有者にとって主流の富蓄積プログラムになること。



シニアマネジメントチーム
アンドレジェラルド氏は、プランスゴールドホールディングスの
CEOとして、重要なビジネス上の決定を行い、会社の戦略方向性
を策定します。

ジェラルド氏は10年以上前にBNIでトレーディングキャリアを開
始し、その後いくつかの主要な暗号通貨取引所で重要な役割を
担ってきました。

ジェラルド氏は、いつも暗号通貨を保有していながら、好ましい
市場状況を待っているマスマーケット投資家の収益を最大化する
ことを個人的な目標にしています。

ANDRE GERALD（アンドレ・ジェラルド）
最高経営責任者



シニアマネジメントチーム

サイへイン氏は、プランスゴール
ドホールディングスのCTOであり
、トレーディング、研究開発部門
の責任者でもありますす。

へイン氏は金融資産取引分野で10
年以上の経験があり、最先端のテ
クノロジーを金融資産取引に統合
する彼の能力は、プランスゴール
ドの急激の成長において重要な役
割を果たしました。

ジェイコブクールソン氏はプランス
ゴールドホールディングスのCOOで
す。 COOとしてのクールソン氏は、
会社の日常業務のさまざまな側面を
統括して管理します。

また、オンライン暗号市場の監督と
市場価格の監視も担当しています。
クールソン氏は、主要な戦略的KPI
とワークフロープロセスを設定して、
最良の運営を確保します。

JACOB COULSEN
（ジェイコブ・クールソン）
最高執行責任者

SAI HEIN
（サイ・ヘイン）

最高技術責任者



会社のロードマップ

開始
2020年
2月

アジア太平洋地域で
PGAのソフトローンチ

2020年
5月

PGAの正式リリース

2020年
6月

中国深センにアジア
地域オフィスを開設

2020年
7月

サーバーとグローバ
ルノードの完全な評

価と査定

2020年
8月

運用資産5億
米ドルの目標

を達成

2020年
12月

運用資産11億米ドル
の目標を達成

2020年
11月

プランスゴールド博
愛慈善プログラム

2020年
10月

プランスゴールドの
世界トップリーダー

会議

2020年
9月

アラブ首長国連邦に
中東地域事務所を正

式に開設

2021年
1月

CEOの年次演説
およびUSD/AUの
アービトラージ
取引の立ち上げ
（ゴールド）

2021年
2月

世界中で開催される
事前の「ライブ」デ
モセミナーの開始

2021年
5月

プランスゴールド1周
年記念イベント

2021年
5月

石油製品のアービト
ラージ取引の立ち上

げ

2021年
8月

オーストラリアにオ
ーストラリア地域事
務所を正式に開設



メディア掲載



メディア掲載



プランスゴールドホールディングスの主力アービトラージ取引システム

プランスゴールドアルゴリズム
（PGA）



プランスゴールドアル
ゴリズム（PGA）
アービトラージ取引のための最先端のアルゴリズム

PGA（プランスのギャップを最適化するローカルデジタル
化アルゴリズム）は、暗号取引所での三角アービトラー
ジ取引のために開発された、切望されている高速の最先
端取引ボットです。

PGAは最先端のデータ収集および分析取引ボットであり、
世界中の取引所からライブの取引データを抽出し、アル
ゴリズムを介して実行することで、アービトラージ取引
の機会を特定し、取引をリアルタイムで実行できます。



PGAアルゴリズムの仕組み
トレード 01:

1.00 BTC = 57.238 ETH
ETH/BTC@0.01741

トレード 02:
57.238 ETH = 8,307,402 MFT

MFT/ETH@0.00000689

トレード 03:
8,307,402 MFT = 1.0799 BTC

MFT/BTC@0.00000013

開始時資本金：1.00 BTC 終了時資本金：1.0799 BTC

利益 = 0.0799 BTC (1.0799-1.00) 収益率(%) = 7.99%



暗号通貨トゥウェイツリーウェイペア 15,389

取引所の数 20,353

1日あたりの取引高 $114,343,693,439

1分あたりの利用可能な機会 5,235

アービトラージ機会の一貫
した可用性

PGAの絶好の機会：

日々新しく現れるトークンと取

引所の数の増加に伴い、PGAアー

ビトラージボットは、1日あたり

の取引高が1,140億米ドルに相当

し、5235のアービトラージ機会

を潜在的に24時間年中無休で利

用できるこの市場を活用するの

に最適な位置にあります 。



世界最速のアービトラージ収益は
どのように達成されているのですか？

暗号資産保有者 個人の暗号資産ウォレット プランスゴールドアカウント

50%

50%
% ティアによって決まる

取引の利益

PGA自動プログラム

ダウンタイム

（非取引時間、長時間

飛行、睡眠時間）

7時間

15時間

24時間

世界最速

7時間
アービトラージ

収益



主な互換性のある取引プラットフォーム

PGAアルゴリズムの主な利点は、以下の取引所との互換性であり、膨大
な取引高を活用して莫大な利益を生み出すことができます！

上記の取引所の1日の平均取引高は36億米ドルに達します。
これは驚くべき

年間1.3兆米ドル!!!



例え毎日の取引高の利益率が

0.1%
であっても …

これは

1日で360万米ドル！



世界経済の状況
は

アービトラージ取引を
理想的な投資にします



過去2年間の
世界経済見通し

• 世界の主要経済国の経済成長は貧弱です

• 成長を妨げ続けている主要な経済的および地政学的な問
題には、米中貿易戦争、ブレグジットの不確実性、イタ
リアなどのユーロ圏諸国におけるソブリン債が含まれま
す

• 世界経済のパフォーマンスは弱く、世界的な景気後退の
脅威が迫っています

出所 : 
https://www.cnbc.com/2019/01/02/ubs-2019-outlook-global-growth-to-slow-in-2019.html



新型コロナウィルスの影響で

2020年に世界経済
は悪化します
新型コロナウィルスの世界的な感染拡大は、今年のより強力
な成長への期待を打ち砕き、2020年の世界の生産高は2008-
2009年の金融危機以来の最も低い伸びに留まるでしょう。

中国の工業生産は約13.5％減少し、季節調整ベースの小売販
売額は21％減少しました。一部の分野はほぼ完全に崩壊して
います。自動車の売上は92％減少し、レストランの売上は約
95％減少しました。

出所: 
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0863-y



ゴールドマンサックス氏は、

2020年の第2四半期に、米国経済は

今まで記録された縮小の2倍よりも高い

24％縮小する可能性がある
と予測しています

出所: 
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0863-y

新型コロナウィルスの影響で

2020年に世界経済
は悪化します



したがって、不安定な時代に人がすべき投資戦略には、
以下のことに重点を置くべきです

「安定性」、「セキュリティ」、
「予測可能性」

ただし、これは銀行の定期預金口座に資金を投入する

という意味ではありません。そのような

「投資」は簡単にインフレによって失敗します。



したがって、求められるべき投資は、
安定かつ安全であることに加えて、

実行可能 & 持続可能

そして最も重要なことは

可能な限り最短時間で
収益を生成すること！



取引の成功に不可欠な要素：
リアルタイムの取引執行

スピード は、一瞬で価格が変化

する可能性のある暗号アービトラージ取引
の成功に不可欠です。 PGAは、数万もの人
時でテストされた実績のあるシステムです。

プランスゴールドアルゴリズム(PGA)は、

アービトラージ取引をミリ秒単位で実行でき
ます！



PGAの独自
の競争力

迅速な投資回収 魅力的で持続可能な
収益

高い透明度

実績がある

高い柔軟性

高い流動性

かつ、安定していて安全である



テスト済みで実証済みのアルゴリズムで

投資を保証し、心の平和
をお楽しみください！



今すぐ、プランスゴールドと取引してください！

高性能暗号資産アービトラージプログラムで
投資体験を再定義しましょう！



Corporate office:
Suite 201 2nd Floor, Beside Eden Plaza Eden Island, Mahe, Seychelles

Prance Gold Holdings Limited
Official Telegram Account

Prance Gold Holdings Limited
Official WeChat Account
腾跃科技微信公众号

亚洲区域公司：
深圳市福田区，福山社区富华三路与金田路交汇处，卓越世纪中心4号楼2605

Youtube Channel:
https://www.youtube.com/c/PranceGold

Asia Regional Office:  
2605, Building 4, Excellence Century Center at the intersection of Fuhua
3rd Road and Jintian Road，Fushan Community, Futian District, Shenzhen, China

Website:
www.prancegoldholdings.com


