


WHOが全世界へ警告 

（参考：https://www.bbc.com/japanese/53230702） 

新型コロナウイルスによる感染症COVID-19のアウトブレイ
ク（大流行）が始まってから約6カ月が経過した。 
しかし世界保健機関（WHO）は29日、世界的な感染は加速

しており、最悪の事態がこれから起きる可能性があると警
告した。 

・コロナ収束は、まだまだ先の話 
 
・第２波で約数百万人死亡の恐れあり 
 
・最悪の自体はこれから起こる 

ウイルス発生源特定の為 
中国へ専門チームを派遣 



世界情勢は深刻化している 

・米中の対立 
・G7拡大に対する日韓の意見相違 
・ICC加盟国のトランプ大統領非難 
・香港国家安全法問題 
・EU諸国の亀裂 ・・・など 



IMFが前代未聞の経済成長率を発表 



世界企業の相次ぐ経済難 



日本のコロナ関連倒産件数 

（参考：帝国データバンクhttps://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html ） 

救済策が行き渡らず廃業5万件超えと予測 



資産の5つの定義 



有形資産と無形資産 

カタチがある、値段がつく資産 

有形資産とは 

カタチがない、計算不可能な資産 

無形資産とは 
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2018/8/20 Yahoo!ニュースの記事より 

（参考：https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20180820-00000005-ann-int） 

【記事概要】 
タイトル：南米・ベネズエラ 通貨10万分の1に切り
下げへ 

 経済の混乱が長引く南米のベネズエラでは、通貨
の単位を10万分の1に切り下げるデノミネーションを
20日から実施します。 
 ベネズエラのマドゥロ大統領は先月、通貨「ボリバ
ル」を10万分の1に切り下げるデノミを実施すると発
表していました。20日から現在、流通している10万
「ボリバル」を新しい単位の1「ボリバル・ソベラノ」と
交換するということです。当初は1000分の1の切り下

げの予定でしたが、物価上昇のペースに追い付か
ず、切り下げ幅を拡大しました。 



日本円だけを持ち続けることのリスク① 

円は最弱で暴落のリスクあり、と思っている。 

コロナ禍で大胆な財政ファイナンスを始めたとい
われるＦＲＢ（連邦準備制度理事会）よりはるか
にひどい。 日銀は景気が良くなった時に、ばら
まいた資金の回収が極めて難しい、すなわちイ
ンフレを抑えることができない。詳しく述べないが
政策金利の引き上げも不可能だ。 

これから倒産や失業がかなり出てくる。企業の売
り上げが止まることで、資金繰り倒産が相次ぐだ
ろう。 

私は日銀がいつかは債務超過になり、日本経済
が大混乱すると訴えてきた。それが現実になろう
としている。ほかの国も景気が悪化し株価は暴
落するが、日本は中央銀行が危なくなる。 

（経済評論家・元参議院議員）藤巻健史氏の発言より抜粋 



日本円だけを持ち続けることのリスク② 

私は現在、金融資産のほとんどを円ではなく、ド
ル資産で保有している。それも今現在は長期債
でも株でもなく短期のドル資産だ。あまりにドルに
偏っているがゆえに、時々、資金繰りを間違えて
昼食代の円にも困ってしまうくらいだ。 

なぜなら、日本円は決して安全資産とは言えな
いからだ。 

 

近年にもハイパーインフレで国民が財産を失い、
財政再建に貢献した例がある。 

タクシー初乗りが100万円というハイパーインフレ
が来ると、10年間で一所懸命1000万円の預金を
貯めた人（債権者）は10回タクシーに乗ると預金
が無くなる。一方1114兆円の借金をもつ日本一
の借金王である国は大いに楽になる。 

（経済評論家・元参議院議員）藤巻健史氏の発言より抜粋 



資産防衛とは何か？ 










https://m.youtube.com/watch?v=P5Jvds6PgJ0










https://etherscan.io/stat/miner?range=1&blocktype=blocks
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2020/5/7 COINPOSTの記事より 

（参考：https://coinpost.jp/?p=148990） 

【記事本文より抜粋】 
タイトル：ロックダウンの電力余り、解決策に「仮想
通貨マイニング」 ウクライナ政府が提案 

ウクライナ政府が、原子力発電所を運営する国有
企業Energoatomに対し、余った電力の活用方法と

して仮想通貨（暗号資産）のマイニングを勧めてい
ることが分かった。 

また大臣は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンス
キー大統領が国家のデジタル化を推奨していると
説明。電力の無駄をなくすために新しい技術を利
用することは最適な方法だと述べ、「現代における
余分な電力の活用法の1つは、仮想通貨のマイニ
ングである」との考えを示している。 

ウクライナは仮想通貨のマイニングに対し肯定的
だ。今年2月にはデジタル変革省がマイニングに

対して規制を行わない方針であることが分かった。
マイニングはネットワークのプロトコルと参加メン
バーによって規制されるため、政府の監督機関や
他の第三者機関による規制活動は不要との見解
を示している。 

https://coinpost.jp/?p=148990












投資パックの収益シミュレーション① 







投資パックの収益シミュレーション② 







コミッション報酬 



＄500 ＄1,200 ＄5,000 ＄20,000
STANDARD ELITE MASTER

6％ボーナス率 7％ 8％ 10％

＄1,6001 日上限金額

購入プラン

＄2,000 ＄3,000 ＄3,500

＄35,000
MASTER PLUS

10％

＄3,500
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