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• MyCoinGetは2021/5/1 OPENの
様々なプラットフォームを開発している仮想通貨のマイニング＋ステーキングサイトです。

MyCoinGetマイニング　

6種類のマイニングパッケージプランを提供しています。

ユーザーはマイニングパッケージプランを購入することでMyCoinGetのTAMAGOコインを1000日間のマイニング権利を獲得出来ます。ハッシュパ
ワーで得たマイニング報酬を毎日獲得することが出来ます。

　

MyCoinGetステーキング
提携しているAINORIを筆頭にあらゆるコインと提携しステーキングが可能になります。

ステーキングとは対象の仮想通貨を一定期間ロック保有することで対価として報酬が貰える仕組みです。

プランの期間は30日間/60日間/180日間/360日間/1080日間の5種類をご用意しております。

報酬のAPR割合は各コインによって変動します。

また紹介報酬もございます。紹介された側がステーキングで獲得した報酬の5％～35％（MyCoinGetのランク制）の報酬が受け取れます。



• TAMAGOはEthereumを用いて作成されたERC-20ベースのコインでありクラウドマイニングとステーキングを組み合わ
せた最先端コインです。

• イーサリアムネットワークの成熟したセキュリティ性能や処理能力、各種耐性を有しています。

• 不特定多数の個人・企業がモバイルやPCなどのデジタルデバイスからトークンを移転させることが可能で、様々な
サービスの価値交換の証明発行や代価弁済として使用できます。

• マイニングとステーキングを活用することで、収益の増大、コストの削減、市場の活性化、顧客関係の改善、リス
クの軽減など様々なことに役立てることができます。

• クラウドマイニングは、共有の処理能力を持つリモートデータセンターを利用する仮想通貨マイニングのプロセス
です。このタイプのクラウドマイニングにより、ユーザーはハードウェアを管理せずにMyCoinGet内のウォレットに
て管理出来ます。

• 運営収益金の５０％をバイバックBurnに充てる為、安全な資産運用が可能になり収益の増大に繋がります。

• TAMAGOではあらゆる使用用途があり、弊社が保有する様々なプラットフォームのサービスと各種提携企業のプラッ
トフォームで使用可能な実需があります。



ユーザーはマイニングパッケージプランを購入することで

MyCoinGetのTAMAGOコインを1000日間のマイニング権利を獲得出来ます。

ハッシュパワーで得たマイニング報酬を毎日獲得することが出来ます。

6種類のパッケージ＋2種類の限定イベントパッケージによって

ハッシュパワーとバイナリーポイントが異なります。また紹介したらパッケージ価格の５％～３５％が報酬とし
て獲得出来ます。

パッケージ名 価格($) ハッシュパワー Binary Point

プライマリー 300 15TH/s 0.5

スタンダード 600 30TH/s 1

ブロンズ 1,200 60TH/s 2

シルバー 2,400 120TH/s 4

ゴールド 4,200 210TH/s 7

プラチナ 12,600 630+126TH/s 21

VIP　（EVENT） 63,000 3150+1575TH/s 105

VVIP　（EVENT） 126,000 6300+6300TH/s 210

　



MyCoinGetは両側にレッグ(Leg) が別れるバイナリーです。

• 直紹介したダウンの方がプランを購入された場合、直紹介した方がダウンの方をバイナ
リーツリーで下段左側か下段右側の空いているポジションに配置できます。

• 1度バイナリーツリーを配置した場合、他の位置への移動または再配置はできませんの
でご注意下さい。

• 割り当てられたバイナリーポイントは、同線上のバイナリーツリー全体に加わります。

• ダウンの方が追加購入された場合はアップの方達のバイナリーツリーポイントが追加反
映されます。 

• バイナリーポイントは即時反映されバイナリー報酬は翌日支給になります。

• ランクによって１日のサイクル数、バイナリーポイント数が決められている為、ランク
の上限数以上にポイントが増加した場合バイナリーツリー片側ポイントは蓄積可能です
がもう片方のポイント上限は反映されません。



達成されたランクによって1日最大発生上限サイクル数が異なります。

バイナリーツリーの左と右がそれぞれ5バイナリーポイントを貯めると、1つのサイクル報酬が生成されます。

ダウンの方がパッケージ購入されたプランによってポイントが変わります。（600ドルパッケージで1ポイント換算）

生成されたサイクル数に応じてコミッションが支給され、両方の5バイナリーポイントはサイクル集計後に消滅します。

サイクル報酬はビットコイン(BTC)の支給する時のレートでMycoingetサイト内のウォレットに支給されます。

※重要※

一日でランク毎の最大サイクル数に到達した場合、追加生成されるバイナリーポイントは蓄積されません。

1日の最大サイクル数が達成されていない場合、サイクル集計後の残存するバイナリーポイントは、今後のサイクル生
成に使用されます。



個人購入額:ユーザー様本人が購入する合計金額のことを意味します。

直紹介数:直紹介者の人数を意味します。

総売金額:直紹介問わずユーザー様より下のバイナリーツリーの売上総額を意味します。

直紹介ダウンランク:次のランク昇格に必要な直紹介のダウンのランクと人数を意味します。

ランク名 個人購入額 直紹介 総売金額 直紹介ダウンランク

レジデント 300 ー ー ー

シチズン 600 ー ー ー

ビルダー 1,200 5 12,000 シチズン3人

デベロッパー 2,400 30 60,000 ビルダー3人

マネージャー 4,200 50 300,000 デベロッパー3人

チーフマネージャー 12,600 100 2,400,000 マネージャー3人

メイヤー 25,200 300 12,000,000 チーフマネージャー3人

ガバナー 37,800 500 100,000,000 メイヤー3人

ランクは全部で8種類です。４つ（個人購入額・直紹介数・総売金額・直紹介ダウンランク）の昇格条件
を達成することにより次のランクに昇格出来ます。



1 日の最大バイナリーポイント( サイクル):1日に最大発生可能なバイナリーポイント( サイクル) を意味します。
段数:バイナリーツリー報酬を獲得することができるダウンの段数を意味します。
直紹介ボーナス:自分が直接紹介した方がパッケージを購入した際に獲得できるボーナスを意味します。

ランク名
1 日の最大バイナリーポイント

( サイクル) 段数 直紹介ボーナス

レジデント ー ー 5%

シチズン 20(4) 10 6%

ビルダー 25(5) 15 10%

デベロッパー 30(6) 20 15%

マネージャー 40(8) 30 20%

チーフマネージャー 50(10)  無制限 25%

メイヤー 60(12)  無制限 30%

ガバナー 70(14)  無制限 35%

ランク毎の1日の最大バイナリーポイント(サイクル)とバイナリーツリー獲得可能段数と直紹介ボーナス一覧



• MyCoinGetはパッケージプランをご購入されたユーザー様にリファラル権限を与えて
います。
マイニング報酬はバイナリー方式
ステーキング報酬はユニレベル方式となります。
リファラルURLは同一でマイニングとステーキング２つのサービスの紹介報酬が入りま
す。

• マイニング報酬のコミッション支給はユーザー様のランクに応じて直紹介ボーナス
５％～３５％＋バイナリーサイクルボーナスが支給されます。
• ステーキング報酬のコミッション支給はユーザー様のランクに応じて紹介した方の
ステーキング報酬の５％～３５％が支給されます。
• コミッション支給はBTCかAINORIかキャッシュポイントの中から選択できます。

AINORIの場合は＋５％　キャッシュポイントの場合は＋１０％多くボーナスが貰えま
す。



2.MyCoinGetステーキング搭載

step.1

click agree to 
apply

step.2

Buy or Deposit to 
participate 

staking project

step.3

Earn your 
interest based on 

your plan 

ㅁAINORI    ㅁTAMAGO   ㅁBTC    ㅁBNB   ㅁBUSD   ㅁUSDT

30Days
(60%)

60Days
(80%)

180Days
(120%)

360Days
(200%)

1080Days
(500%)

金額を入力して下さい                                0.00000000AINORI   最大

期間

ロック金額 使用可能金額     0.00000000 AINORI

APPLY

Your Project???

  create your pool for your token

APPLY

APR:                                      ??
Your stake:                          ??

　　　　ステーキング
　コインプロジェクト募集！



ランク名 ステーキング紹介報酬

レジデント 5%

シチズン 6%

ビルダー 10%

デベロッパー 15%

マネージャー 20%

チーフマネージャー 25%

メイヤー 30%

ガバナー 35%

紹介した方がステーキングを行い報酬が発生した場合

ランクに応じて５％～３５％のステーキング紹介報酬を毎日受け取れます。

報酬はBTC、AINORI、キャッシュポイントの中で好きな通貨で選択できます。



Coineal(CNV) MiningCity(BTCV) Mycoinget（TAMAGO)

HashRate 100USDT= 1TH/s 100USDT= 1TH/s 100USDT= 5TH/s

OPEN～＋20%増量キャンペーン

紹介報酬
直紹介ボーナス５％～１０％
＋バイナリーサークルボーナス

直紹介ボーナス５％～１０％
＋バイナリーサークルボーナス

直紹介ボーナス５％～３５％
＋バイナリーサークルボーナス

＋ステーキング紹介報酬

ブロックチェーン
ウォレット連結

----- -----
Math/TokenPocket/WalletConnect/Bina

nceChain/SafePal

サービス機能 マイニングのみ マイニングとステーキングのみ
マイニング+ステーキング+

Yield Farming＋バイナリオプション＋
オンラインカジノ＋NFT

取引所上場先 Coinealのみ 複数取引所 大手複数取引所＋DEX

時価総額 BTCVの約3分の1  約1326億円（2378位） 20位以内目標

上場からの価格上昇 約480倍 約10倍 1000倍目標

Burn △ ○ ◎

収益金の５０％バイバックBurn

Miningcity(BTCV)とCoineal(CNV)とMycoinget(TAMAGO)の比較　



MyCoinGetは2021/5/1 OPENの
様々なプラットフォームを開発している

仮想通貨のマイニング＋ステーキングサイトです。
この度AINORIとMyCoinGetが共同経営提携しました。

MyCoinGet内のマイニングパッケージプランでAINORI決済対応と

MyCoinGet内でAINORIステーキングが可能になります。



AINORIは2021/3/9にPancakeSwapで取引が開始されました。
AINORIは日本国産チームで作られたバイナンススマートチェーンをベースで作られたBEP-20トークンです。

マイニング、ステーキング、Yield Farming、宝くじ、取引所、DEX取引所、カジノ、バイナリオプションといっ
た様々なプラットフォーム開発をしております。
これらのプラットフォームでAINORIが使われるようになりAINORIは全世界から認知され使われるようになります。

AINORIはホルダー様のことを第一に考えております。
AINORIの価格を安定に上昇し続けることを目標とし、
バイバックBurnや様々なプラットフォームコンテンツによる決済手段から
市場循環枚数を減らし希少価値を上げ続けます。

様々なプラットフォームを開発し続けます。AINORI自体はバイナンスや世界最大取引所に上場計画があり、
コインマーケットキャップの20位以内を目標としています。



MyCoinGetのパッケージプラン購入にBTCとETHとAINORIが決済対応になり実用化



　　　　　　　　　　　　　　　　バイナリオプション開発会社とAINORI＆MyCoinGetも提携完了！
　　　　　　　　　　　　　　　　

バイナリオプション会社とMyCoinGet＋AINORI提携！



50%

26%

16%

8%

収益金使用計画

バイバックBurn プラットフォーム運営、開発 マーケティング費用 開発者、運営チーム保有

収益金使用計画の割合

 50%が買い支えバイバックBurn

 26％がプラットフォーム運営・開発費及びエコ
システムのメンテナンスや拡張のための運営基
金

 16％がユーザー集客の為の広告や取引所上場費
などのマーケティング費用

 8％が開発者や運営チーム保有



Weisheng Huang
天津科技大学卒業

ソフトウェア設計士資格
IT業界12年

中国語、日本語、英語
3か国語可能

 大企業のシステムエンジニア
 大型システム構築PMに多数参加
 FX自動売買プログラム(EA) を開発
 AIトレード開発
 バイナリーオプション自動売買プログラ

ムの開発

 仮想通貨コイン開発
 仮想通貨取引所開発
 仮想通貨取引所自動取引bot

開発

 開発実績及び経歴

MyCoinGetのCEOのWeisheng Huangです。
IT業界で12年以上の経歴を通じて培った多くの経験と知識を会社を通じて皆様と共有したいと存じます。
弊社には私だけでなく多種多様な技術者と経験を持つ多くの社員たちがおります。
その社員達と一緒に開発した多くのプラットフォームをどうすれば一つのビジネスで作れるか悩んでいたところ、これらを全て連結でき
るTamagoを開発することになりました。現在全てのプラットフォームは開発が終わった段階であり、点検及びアップデートが完了次第、
順次発表していきます。MyCoinGetに参加してTAMAGOを受け取ってください！



マイニング

ステーキング

YieldFarming

バイナリオプション

ウォレット連結

MyCoinGet

バイナリオプション

仮想通貨取引所

NFT

オンラインカジノ

全世界取引所複数上場

世界最大手取引所上場

時価総額20位以内

様々な企業と提携

様々なメディア広告掲載



AINORI

HP
https://www.ainoricoin.com

Twitter
https://twitter.com/AINORIcoin

Telegram
https://t.me/ainoricoin

BscScan
コントラクトアドレス
https://www.bscscan.com/token/0x7ce4accd9bb261508
abd20b134d6278902369057

CoinMarketCap
https://coinmarketcap.com/ja/currencies/ainori

DEX取引所 PancekeSwap
exchange.pancakeswap.finance/#/swap?outputCurrenc
y=0x7ce4accd9bb261508abd20b134d6278902369057

MyCoinGet

HP
http://mycoinget.com

Twitter
https://twitter.com/mycoinget

Telegram
https://t.me/mycoinget


