イギリス生まれの “長期安定をめざす”

プライベート FX ファンド
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【会員用】サービス概要資料

OmegaPro, LTD.

Griﬃth Corporate Centre, Kingstown
St. Vincent and The Grenadines
support@omegapro.world

当資料は、口座開設をされた会員にオメガプロ に関する情報を提供することを
目的としており、勧誘用の資料ではありません。また、いかなる内容も将来の
運用成果または収益を示唆あるいは保証するものではありません。当資料の情
報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。なお、予
告なしに内容が変更または廃止される場合がありますのでご承知おきください。

サービス

OmegaProは、通常$1,000,000以
上を必要とする大口投資家向けプライ
ベートFXファンドに、
どなたでも
$100から参加できるプラットフォーム
を提供しています。
会社概要

目指しているのは：
会社名
所在地
創業年月
サービス開始年月
ウェブサイト
メールアドレス

OmegaPro LTD.

Griﬃth Corporate Centre, Kingstown
St. Vincent and The Grenadines

継続的に収益を生み出すこと。
2022年までに運用資金$10億を達成すること。

2018年11月
2019年1月

www.omegapro.world
support@omegapro.world

OmegaProとは

創業者

FXトレーディング・プラットフォーム
人工知能テクノロジー
100カ国以上にユーザー

マイク・シムズ

アンドレアス・ザッカス

デラワー・シング

戦略アドバイザー

最高経営責任者

最高ネットワーク責任者

●元プロアメフト選手
●自己啓発スピーカー
●FX投資家

●事業家
●エンジェル投資家
●エコノミスト

●販売ネットワーク構築のプロ
●豊富なセールス経験
●資産家

MIKE SIMS

SECURE · SUSTAINABLE · REGULATED

ANDREAS SZAKACS - CEO

DILAWAR SINGH - CNO

1

規制を順守した認可営業

2

OmegaProが選ばれる理由

世界展開

●慎重な経営戦略
●経営陣の豊富な実績
●低リスクトレードで高利益の実現
●精鋭なリスクマネージメント・チーム
●自社ブローカー（証券会社）を介した
トレードの実施
●世界トップクラスのトレーダーたち
100名以上所属

2019年1月サービス開始

●取引実績を公開 (https://omegaprotrading.com/)

ヨーロッパ、南米、アフリカ、アジアを中心に展開中

●法規制を順守し業務認可取得企業のみと提携
▶暗号通貨取引所
▶証券会社
▶トレーダー
▶銀行業務

2019年10月：コロンビアにて2,000人規模のイベント開催

メディア

サービス業務拠点はドバイ

各種メディア掲載実績

カスタマーおよびテクニ
カルサポートをはじめ、経
営陣とスタッフのほとんど
がドバイ・オフィスより業
務を行っています。
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FX市場

FXは世界で最も安定した取引市場です。

1日の取引高

約600兆 円

外国為替証拠金取引（FX）市場は、約500年前
にアムステルダムで始まり、
これからも何百年と
継続すると考えられます。正しく取引することによ
り、比較的低いリスクで高い利益を期待すること
のできる、安定した市場です。
暗号通貨、先物、株、オプションなど、様々な取引
市場が存在しますが、FXと比べると不安定で、
リ
スクはより高いと言われています。

SECURE · SUSTAINABLE · REGULATED
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資金の流れ

お客様

ライセンス

ビットコイン送金

OmegaPro

暗号通貨取引所
（許認可あり）
BTC▶米ドル

OMEGA BROKER
（証券会社）
トレーダーが運用

トレーディング・ライセンスを購入いただくと取引が開始します。
米ドル相当の暗号通貨（BTC/ETH/USDT）
※初回パッケージ購入時のみ$29の手数料が掛かります。
※パッケージ購入から7日後にトレード開始。

●資金は証券会社において米ドル運用します。

口座開設とライセンス購入はウェブから簡単にできます。

●トレードはトレーダーチームが厳重にリスクマネージメン
トしています。

ライセンス・ステータス

ライセンス

16 ヶ月後の

米ドル価格

ターゲット価格

$0

$0

スタートアップ・ライセンス

$100

$300

ベーシック・ライセンス

$500

$1,500

ライト・ライセンス

$1,000

$3,000

プロ・ライセンス

$3,000

$9,000

アドバンス・ライセンス

$5,000

$15,000

タイクーン・ライセンス

$8,000

$24,000

プレミアム・ライセンス

$10,000

$30,000

マスター・ライセンス

$15,000

$45,000

エリート・ライセンス

$25,000

$75,000

VIP・ライセンス

$50,000

$150,000

無料口座

高度なリスクマネージメント
▶証拠金 10% 以上を減らさない独自トレード・ルール
▶勝つことよりも 負けないことを重視
▶米ドルによる運用
▶通貨ペアの分散
▶AI 導入（完全自動売買はしない）
▶複数チームで異常トレードを監視
▶安全なビットコイン送金プラットフォーム

※16カ月で3倍にすることをターゲットに複利トレード
16カ月経過、
または3倍になった時点でトレードは終了します。

SECURE · SUSTAINABLE · REGULATED
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利益例

元金と利益は
簡単に出金で
きます
● サービス利用途中でも、利益はいつでも
出金することができます。
（※出金手数料5%）
● サービスにより得た累積利益が預け額を
超えていない間は、サービスの解約・返金
を受けることができます。
ただし預け額の30%と、それまでに得て
いた利益の30%が手数料として相殺さ
れます。
※希望する米ドル額相当分のビットコインを送金します。
※出金申請は毎週水曜日締めの、週末払いです。

SECURE · SUSTAINABLE · REGULATED
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経過月数

蓄積利益

1

$104

2

$220

3

$349

4

$490

5

$647

6

$820

7

$1,011

8

$1,222

9

$1,456

10

$1,714

11

$2,000

12

$2,314

13

$2,662

14

$3,000

15

契約終了
契約終了

16

契約終了

$1,000ライセンス
をトレードした場合
この例では14カ月で利益が3倍に到達
し、
トレードが終了しました。
左の表はトレードの一例に過ぎず、利益率は変動
します。

※利益は複利運用します。
※トレード期間は最大16カ月です。
※蓄積した利益は途中でも出金することが
できます（手数料5%）。
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OMEGAPRO
ウォレット

OMEGAPRO
トレーディング・ルール
ライセンス額の3倍の利益（ライセンス額を
● トレードはライセンス購入から7日後にスタートし、
含む）
が蓄積するか16か月経つまで継続します。

Compounding Wallet （複利ウォレット）

日々のトレード利益はこのウォレットに蓄積します。
メニュー内にある“Compounding Percentage”から全ライセンスの累積利益を確認することができます。

16か月以内にライセンス額を3倍にすることを目指しトレードします。
例）10,000ドルライセンスを購入した場合、16か月以内に30,000ドル
（ライセンス額を含む）
まで増やすことを目指します。
※本資料作成時点では、14か月で3倍になるレートでトレードしています。

E Wallet （E ウォレット）

これは紹介報酬が支払われるウォレットです。毎週月曜日に得た報酬の70％が入ります。更に
月に一度、Passive Wallet
（パッシブ・ウォレット）
の10%が利益として入ります。
出金申請をす
る事により、
いつでもビットコインで受け取ることができます。

（平日）行われます。
● 配当は週５日
自動的に複利運用されます。
● 利益は出金しない限り、
支払いにはビットコイン
（BTC）、
イーサ
● ライセンスは100ドル〜50,000ドルまで10種類あり、
リアム
（ETH）、
テザー（USDT）
が利用可能です。
もしくは蓄積したトレード利益で支払うことが
可能です。

Passive Wallet （パッシブ・ウォレット）

紹介報酬の30%は毎週このウォレットに入り、12か月間トレードします。
トレード利益として、
このウォレットに入金された金額の10%が毎月12か月間、報酬として支払われます。

● ライセンス初回購入時のみ29ドルの手数料が発生します。
● 一口座あたり購入できるライセンス数に上限はありません。複数のライセンス購入が可能です。

Deposit Wallet （デポジット・ウォレット）

このウォレットは、
システム内で他の口座に資金を送金する為のものです。Compunding
WalletやE Walletから資金をこのウォレットに移動してから、他の口座のDeposit Walletに
送金することができます。手数料はかかりません。
ただし、一度Deposit Walletに移動した資
金は他のウォレットに戻したり、
ビットコインとして出金することはできず、
ライセンス購入にの
み利用することができます。送金先の口座でも同様です。

● 追加購入をしたライセンスは、購入した時点から最大16か月間の契約が開始します。
● 口座を開設した後（無料）、14日以内にライセンスを購入しアクティブにして下さい。期日を過
ぎると口座が無効になる場合があります。
● 口座は同一名義で複数開設可能です。
● BTC、ETH、USDTを送金してデポジット・ウォレットをチャージすることも可能です。

Pending Wallet （ペンディング・ウォレット）

翌月曜日に支払い予定の紹介報酬が表示されます。

● 蓄積した取引利益は、毎週出金可能です。
● 蓄積した取引利益が購入ライセンス額と同額になる前にトレードを中止しライセンス購入額を出
金したい場合、30%の手数料が発生します。
ラ
● 累積取引利益が購入ライセンス額を超えた時点でトレードを中止することができなくなります。
イセンス金額の3倍の利益（ライセンス額を含む）
が蓄積するか、16か月が経つまでトレードは継
続します。
その日の交換レートに準ずる希望米ドル額同等のビットコイン
（BTC）
で出金され
● 利益の出金は、
ます。
その際の手数料は5%です。
● 最低出金額は50ドルです。
また、他の口
● 蓄積した金額は出金せず、直接ライセンスの追加購入に利用することができます。
座のライセンス購入に利用することもできます。
（土日）
に支払われます。
● 出金リクエストは毎週水曜日で締め、週末
（手数料無料）。
● デポジット・ウォレットから他の口座のウォレットに送金をすることができます
ただし着金した資金の出金はできず、
ライセンスの購入にのみ利用することができます。
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10年経っても、
あなたの未来を応援していたい。
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