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MARINE BAYとは？ 

 

MARINE BAYは、専用アイテムを個人間取引するP2Pマッチングプラットフォームです

 

• ユーザー間取引でアイテムを売買することにより利益を得ることができます 
 

• 自動マッチングシステムにより取引金額を設定するだけで簡単にユーザー間取引ができます 
 

• 運営会社は、ユーザー間取引のマッチング手数料を収益源として運営されています 
 

• ユーザー間のマッチング比率をモニタリングし快適な取引が行われるように管理運営されています

 



P2Pマッチングプラットフォーム 

ユーザー間取引  
 

　買い手ユーザー USDT(TRC20)送信　  
　売り手ユーザー アイテム譲渡  

 

買い手ユーザー 売り手ユーザー

プラットフォーム

マッチング

ユーザー登録ユーザー登録

手数料徴収

ユーザー間取引き

① ユーザーは、マッチングプラットフォームに登録して専用アイテムのユーザー間取引を行います
 

② アイテムの購入は、毎日の抽選が行われ当選（マッチング）したアイテムのみユーザー間取引が可能となります
 

③ 買い手ユーザーは、USDT(TRC20)にてアイテムの購入代金を支払います 着金が確認できるとアイテムが譲渡されます  



５つの特徴 

 

１．１回の取引で10％～18％の利益 
 

２．スマホで簡単取引 
 

３．個人間取引の為 運営会社へ資金を預ける必要がない 
 

４．USDT(TRC20)決済により世界中のユーザーと取引可能 
 

５．GATEWAY戦略
 



取引きの流れ 

1.抽選
7：00～10：59(マッチング時間 )
オートハンティングに金額を設定し
抽選結果を待ちます 

2.当選 
11：00
当選結果発表
当選したアイテムの結果を確認します

3.アイテム購入(USDT送信) 
11：00～21：00(取引時間)
売り手ユーザーへUSDTを送信します 
売り手ユーザーが、譲渡承認するとアイテムが
反映されます

アイテムを規定期間まで保管します
規定期間 / 4～7日間
 

11：00～21：00(取引時間)
USDTの着金を確認後、承認を行いアイテムを
譲渡します

11：00～21：00(取引時間)
利益の確定

4.規定期間 

5.アイテム売却(USDT受信) 

6.利益確定 



アイテム一覧 

Yellow Ship

最小価格　100＄ 
最大価格　505.32＄ 
収益率　　10％ 
手数料　　4$(40GOLD)
規定期間　4日間 

Green Ship

最小価格　300＄ 
最大価格　1,043.50＄ 
収益率　　12％ 
手数料　　8$(80GOLD)
規定期間　5日間 

Blue Ship

最小価格　500＄ 
最大価格　1,426.30＄ 
収益率　　14％ 
手数料　　10$(100GOLD)
規定期間　6日間 

Red Ship

最小価格　700＄ 
最大価格　1,889.70＄ 
収益率　　18％ 
手数料　　20$(200GOLD)
規定期間　7日間 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取引きルール 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　① 購入価格より売却価格の方が価格が高くなるというルールが決めれれており売り手ユーザーは、売却時に利益が確定します  
 

　② 規定期間が各アイテム毎に決まっています（4～7日間）  
 

　③ 値上がり率が各アイテム毎に決まっています（10～18％）



収益シミュレーション 

下記の条件とした場合  
 

設定金額 2,000＄　当選確率15％　Yellow Shipのみの当選（月間7回）収益率を一定と仮定する  
 

1アカウントの場合　　3個（平均当選個数）×7回 (月間)×6$ (収益10＄－手数料4$)＝126$　収益率 6.3％ /月

2アカウントの場合　　6個（平均当選個数）×7回 (月間)×6$ (収益10＄－手数料4$)＝252$　収益率 12.6％ /月

3アカウントの場合　　9個（平均当選個数）×7回 (月間)×6$ (収益10＄－手数料4$)＝378$　収益率 18.9％ /月

4アカウントの場合　 12個（平均当選個数）×7回 (月間)×6$ (収益10＄－手数料4$)＝504$　収益率 25.2％ /月

5アカウントの場合　 15個（平均当選個数）×7回 (月間)×6$ (収益10＄－手数料4$)＝630$　収益率 31.5％ /月 

 

設定金額 2,000＄　当選確率15％　Green Shipのみの当選（月間6回）収益率を一定と仮定する
 

1アカウントの場合　　1個（平均当選個数）×6回 (月間)×28$ (収益36＄－手数料8$)＝168$　収益率 8.4％ /月 

2アカウントの場合　　2個（平均当選個数）×6回 (月間)×28$ (収益36＄－手数料8$)＝336$　収益率 16.8％ /月 

3アカウントの場合　　3個（平均当選個数）×6回 (月間)×28$ (収益36＄－手数料8$)＝504$　収益率 25.2％ /月 

4アカウントの場合　   4個（平均当選個数）×6回 (月間)×28$ (収益36＄－手数料8$)＝672$　収益率 33.6％ /月 

5アカウントの場合　   5個（平均当選個数）×6回 (月間)×28$ (収益36＄－手数料8$)＝840$　収益率 42.0％ /月 

 

注）あくまでもシミュレーションであり確定の数字ではありません

 

 



 

アフィリエイトプログラムによりユーザーを直接紹介するとポイントが得られます

 

・ ポイントは、マッチングが成立した際に支払われたGOLD×10％が直接紹介者へ反映されます

・ ポイントは、1ポイント＝1GOLDの価値になります

・ GOLDへの交換は、1,000ポイント以上から交換可能となります

 

 

ユーザーアフィリエイト 

マッチング使用GOLD
120 GOLD

120×10%＝12 GOLD
 

マッチング使用GOLD
180 GOLD

180×10%＝18 GOLD
 



GATEWAY戦略 

ゲームアプリの利用
MARINE BAYとゲームアプリの連動

アイテム（SHIP）を今後提供するゲーム内課金ポイントとスワップが可能

 

ERC20 Tokenの発行
MARINE BAYアイテム（SHIP）をTokenとスワップが可能

スワップしたTokenは上場先取引所にて売却可能

 

オンラインカジノの利用
MARINE BAYとオンラインカジノサイトの連動

アイテム（SHIP）を今後提供するオンラインカジノサイト内CHIPとスワップが可能
 

※ 各国により利用方法が異なる場合があります 

Game

Token

Casino

ITEM



韓国の大手取引所であるBithumb 

Koreaが、世界のユーザー向けに新

たにサービスを提供することを目的と

して誕生した暗号資産(仮想通貨)取

引所 

PARTNER 

KAYBO.comは、南米にて2,000万人

を超えるユーザー、1,000人を超える

インフルエンサーを擁し、20,000を超

えるPCカフェと接続するオンライン

ゲームサイト  

ゲームプラットフォーム、ゲームコンテ

ンツの運営 遊んで稼げるゲーム「カ

セゲ―」デジタルコンテンツの二次流

通プラットフォーム「DiSEL」を提供  

 

『カセゲー』はスマホアプリの開発・運

営を行っているアソビモ株式会社が

進行しているプロジェクトで提携ゲー

ムのアイテム及びコンテンツを売却し

てデジタルコンテンツの売買が行える



ロードマップ 

３th Quarter
2020

2020 
4th Quarter

 4th Quarter
2020

2021
1th Quarter   

GATEWAY戦略始動  
ベトナムオープン  
タイオープン 

ゲームコンテンツ公開  
トークン公開 
ゲームコイン スワップ開始  
トークン スワップ開始  
 

取引所上場 
カジノコンテンツ公開  

日本先行プレセール  
日本オープン 
韓国オープン 
中国オープン 
フィリピンオープン  
 



Q&A 

Q. リスクは何ですか？
A.アイテム購入費用とGOLD(取引手数料)購入費用が金銭的なリスクとなります 取引におけるリスクは、アイテム購入者がいない場合に取　 

　引が成立しないことが考えられます そのため運営は、常にマッチング比率をモニタリングし注文数が多い状態を維持しています アイテ　 

　ム数量、アカウント数、当選確率のバランスを調整しており快適な取引が行われるように管理運営されています また今後 アイテム及び 

　GOLDを複数のコンテンツで利用可能なGATEWAYを用意し万全の対策を施していきます

 

Q. アイテム価格が上限に達した時はどうなりますか？
A.分割され、価格が下がり購入しやすくなります 分割数は、アカウント数や設定金額等のバランスにより運営が、アイテムの分割数を調整 

　していくロジックとなっています

 

Q. 登録には何が必要ですか？
A.下記の情報が必要となります 

　①紹介者コード(紹介者のユーザーID)　②携帯電話番号　③メールアドレス　④USDT(TRC20)受信アドレス

 

Q. 取引をキャンセルまたは取引時間を過ぎた場合はどうなりますか？
A.購入権利が他のユーザーへ移行します また合わせてペナルティが発生します 取引きルールの詳細につきましては、ルールブックをご参 

　照ください

 



Q. 取引金額はいくらからですか？
A.最低購入金額が100＄になりますので設定金額100＄から抽選に参加する事は可能です但し当選の確率は非常に低くなります 

　1,000＄～の設定金額をおすすめしております
 

Q. アイテムの決済方法はUSDTのみですか？
A.はい　TRC20 のUSDTのみとなっております 

　USDT(TRC20)の決済により各国のユーザーともマッチングが可能となります USDT(TRC20)によりスムーズな決済、安価な手数料、 

　価格変動のリスクを最小限に抑えることができます
 

Q. GOLDは、いくらから購入できますか？
A.1,000GOLD＝100＄から購入可能です 決済は、USDT(TRC20)となります
 

Q. いつから取引できますか？
A.USDT(TRC20)のウォレット、アイテム購入のためのUSDT(TRC20)、USDT(TRC20)送金時の手数料TRXを準備して頂くと 

　抽選に参加が可能となります 逆にこちらの準備ができてないままで抽選に参加すると取引相手に迷惑となるほか自身にもペナルティ 

　が発生しますのでご注意ください
 

Q. 今後どのようなビジョンがありますか？
A.日本、中国、韓国からアジア圏での展開を進めていきます その後世界各国へ拡大を目指しています また、様々はコンテンツ利用が出来 

　るようにGATEWAY戦略を展開予定です

 

 



Thanks!
http://marinebay.net/


