
 

 

 

$R2E | ReftoEarn トークン 
 

「ブロックチェーン技術」 – デジタル産業のフェーズを変えた革新的なコンセプトは、ゲーム

チェンジャーです。また、MLM 業界について言えば、販売とネットワークの構築を連携させ

て、ビジネスを適切な「ブランド」タグにするマーケティング モデルです。ブロックチェーン

で何かを概念化することは夢が叶った瞬間であり、ブロックチェーンは MLM 業界を変革する

可能性を秘めています. 

 

R2E は、ブロックチェーンのユースケースを深く調査した結果、MLM 業界がブロックチェー

ン技術によってまったく新しいレベルに変革できることを発見しました。 

 

「従来の MLM プロセスは、システムの集中管理、信頼と透明性の欠如、ユーザーのインセン

ティブを解放するための支払いの遅延などの非効率性に悩まされており、最高の MLM プロジ

ェクトでさえも妨げられる可能性があります。」 

 

R2E は、マルチレベル マーケティングとブロックチェーンを組み合わせることで、運用が円滑

になり、「ウィンウィンの状況」を確保できると約束しています。戦略はシンプルです。 

 

仮想通貨の友達を招待して、無料の BNB を獲得しましょう 

 

あなたのユニークな紹介リンクを仮想通貨の友人に提供し、その友人があなたの参照リンクを

使用してトークンを提供すると想像してみてください。お金は自動的にあなたのウォレットに

送られます。仮想通貨の友達に送信するリンクが多ければ多いほど、より多くのお金を稼ぐこ

とができます!  



 

$R2E Token 
 

$R2E は Ref To Earn エコシステムのデフレ ユーティリティ トークンであり、Binance スマート 

チェーンの紹介リンクを使用した収益システムです。 

 

$R2E の供給量は当初 222.2222.222 コインに設定されていました。 R2E の供給は、バーン メカ

ニズムにより、元の供給の -50% 減の 111,111,111 ユニットに減少します。 

 

半年ごとに、R2E は収益に基づいていくつかの R2E をバーンします。 この燃焼メカニズムに

より、R2E の供給は徐々に減少し、その希少性が増しています。 

 

 

使い方？ 

 
- 接続 

ウォレットに接続してトークンを購入します。 

 

- 友達紹介 

紹介リンクまたは QR コードを友達やソーシャル メディアと共有します。 

 

- 暗号とお金を稼ぐ 

友達がトークンを購入すると、40% のコミッション (BNB) を獲得できます。 

 

 

生態系 
 

R2E エコシステムには、次の 6 つの主要コンポーネントがあります。 

 

• $R2E トークン 

•ステーキング 

• 紹介して獲得 

•NFT パッケージ 

• NFT マーケットプレイス 

• P2P 

 

ステーキング 
 

ステーキングによるパッシブ報酬。 所有者は、$R2E トークンを 30、60、90、120 日間、プラ

ットフォーム上でロックすることを選択できます。 トークンの価値が下がった場合でも、パッ

シブ報酬を受け取ります。 さらに、これにより、トークンの価値が下がった場合に備えて、パ

ニック売りではなく保持するメカニズムが作成されます。 

 

ステーキングはまた、ガバナンスのトークンとして、R2E が将来 DAO モデルに移行するとき

に、保有者に議決権を与えます。 保有者は、さまざまなリリースや、NFT などのさらなる報酬

について決定を下すことができます。  



 

 

紹介して稼ぐ 

ワールドクラスの紹介システム 

 

R2E 紹介プログラムは、新しい顧客を紹介した人なら誰でも 40% 多くのお金を稼ぐことができ

る単一層の紹介システムです。 

友達を招待して一緒にプラットフォームに参加することで、お金を稼ぐこともできることをご

存知ですか? あなたがする必要があるのは、参照リンクをコピーして、暗号の友人や家族に渡

すことだけです. 私たちの単層紹介システムは世界最高で、リンクを共有するだけで実際のお金

を稼ぐことができます. 

 

R2E は、マルチレベル マーケティングとブロックチェーンを組み合わせることで、運用が円滑

になり、「Win-Win の状況」が保証されることを約束します。 

 

戦略は単純です。 

仮想通貨の友達を招待して、無料のお金とトークンを獲得しましょう 

あなたのユニークな紹介リンクを仮想通貨の友人に提供し、その友人があなたの参照リンクを

使用してトークンを提供すると想像してみてください。お金は自動的にあなたのウォレットに

送られます。 

 

仮想通貨の友達に送信するリンクが多ければ多いほど、より多くのお金を稼ぐことができます! 

 

参照収益 
 

R2E 紹介プログラムは、新規顧客を紹介した人なら誰でも 40% 多い収入を得ることができる単

一層の紹介システムです。 

 

このプログラムは、仮想通貨への情熱と私たちのプロジェクトへの情熱を持っている人のため

に開発されました。誰かを紹介するたびに BNB を獲得できます！このプロジェクトから好きな

だけ利益を得ることができます。私たちが提供する機会は無限です。紹介人数と投資額が多け

れば多いほど、稼げます。 

 

例えば; Isabella は 1 つの BNB で最初の投資を行い、222 の R2E トークンを購入しました。その

後、紹介リンクを使用して 6 人を紹介しました。 

 

• 一人目の Liam は 0.1 BNB を投資しました。 Isabella は、この最初の紹介から 0.04 BNB を獲得

しました。 (40%) 

• 2 人目の Olivia は 0.3 BNB を投資しました。 Isabella は、2 回目の紹介ごとに 0.12 BNB を獲得

しました。 (40%) 

• 3 人目の James は 0.5 BNB を投資しました。 Isabella は 3 回目の紹介で 0.2 BNB を獲得しまし

た。 (40%) 

• 4 人目の James は 0.6 BNB を投資しました。 Isabella は 3 回目の紹介で 0.24 BNB を獲得しまし

た。 (40%) 

• 5 人目の Emma は 0.8 BNB を投資しました。 Isabella は 4 回目の紹介で 0.32 BNB を獲得しま

した。 (40%) 

• 6 人目の Henry は 1 BNB で投資しました。 Isabella は 5 回目の紹介で 0.4 BNB を獲得しました。 

(40%) 

 



わずか 6 件の紹介と非常に少ない投資にもかかわらず、Isabella は合計 1.32 BNB を獲得しまし

た。そして、彼はすべての初期投資を取り戻しました。 

 

あなたがより多くの人を紹介し、あなたの紹介リンクを持っている人がより大きな投資をする

ことを想像してみてください. 

 

無制限の収益機会を提供します！もう少し大きくしてみましょう。 

 

ジョンは、1 つの BNB で 222 の R2E トークンを購入することで、最初の投資を行いました。

次に、紹介リンクを使用して 5 人の友人を紹介しました。 

 

• 彼の最初の友人マイケルは、1 BNB で 222 R2E トークンを購入しました。ジョンはこの最初

の友人から 0.4 BNB を獲得しました。 (40%) 

• 彼の 2 番目の友人である William は 2 BNB に投資しました。ジョンは 2 番目の友人から 0.8 

BNB を獲得しました。 (40%) 

• 彼の 3 番目のクレイジーな友人は 5 BNB に投資しました。ジョンは 3 回目の紹介で 2 BNB を

獲得しました。 (40%) 

• 起業家で賢い友人の Tyler は 10 BNB を投資しました。ジョンの収益は現在 4 BNB です。 

(40%) 

• 彼と R2E プロジェクトを信頼する彼の 5 番目の友人である Christian も 50 BNB を投資しまし

た。ジョンは、この紹介からちょうど 20 BNB を獲得しました。 (40%) 
 

わずか 5 人の紹介によるジョンの利益は 27.2 BNB です! 

 

これらの投資と利益は可能ですか？ 暗号の世界では間違いなく可能です！ 

将来の参照トークンに投資し、紹介者から BNB を獲得します! そして瞬時に！ 当社のスマート

コントラクトは、お客様の安全と利益を完全に最優先します。 収益を受け取るまで数日または

数か月待つ必要はありません。 あなたの紹介者が投資を行うとすぐに、投資額の 40% があな

たのウォレットにあります! 

 

今すぐ投資しましょう！ 紹介リンクで稼ぎ始めましょう！ 

 

手数料率 

 
R2E は、最初の投資家の投資を保護し、より価値のあるものにするために、販売期間中に異な

る手数料率を適用します。 
 

 

 

 

 



 

高い投資をする理由 
 

R2E では、最初の購入に 0.05 BNB の下限を適用するため、紹介から収益を得ることができます。 これ

は、紹介リンクで収益を得るために行う最低の投資です。 

 

ただし、紹介した人からより多くの収入を得られるように、招待した人が多額の投資をすることが重要

です。 

 

たとえば、2 人のユーザーを招待するとします。 

• 最初の人が 1 BNB を投資すると、0.4 BNB を獲得します。 (40%) 

• 2 番目の人が下限の 0.05 BNB を投資した場合、0.02 BNB しか獲得できません。 (40%) 

では、招待した人々により高い投資をしてもらうにはどうすればよいでしょうか? 

 

R2E は、あなたとあなたの紹介の招待者がより多くの金額を投資するいくつかの機会を提供します! R2E 

エコシステムへの投資を増やすことで、さまざまな利点が得られます。 ここにあるいくつかの： 

 

より高い手数料収入 

 

R2E エコシステムへのより高い投資を行うことの最初の最も重要な利点は、より高い参照収益を得るこ

とです。 招待する投資額が大きければ大きいほど、得られる利益も大きくなります。 

 

ホルダーの役割 

 

 Discord コミュニティでは、投資家向けにいくつかのホルダー ランクを定義しています。 ウォレ

ットに接続し、投資額に応じて役割を担うことができる承認システムを使用しています。 

これらの役割は、さまざまなメリットと機会を提供します。 ここにあるいくつかの： 

  役割に基づく追加の紹介ボーナス 

  役割別の NFT パッケージの WL (ホワイトリスト) 

  NFT パッケージ購入の役割による割引価格 

 (たとえば、ゴールド NFT パッケージのプレセール価格: - スターターは 0.1 ETH - シルバーは 

0.05 ETH - プラチナは 0.009 など) 

 役割別の無料 BNB エアドロップ 

  役割別の無料 NFT エアドロップ 

  役割ごとの無料の R2E エアドロップ 

 役割別の不協和音チャンネルへのアクセス 

 もっと..  



ホルダーランク 
 

• 私たちは、コミュニティにおける投資家の役割をいくつか定義しました。 これらの役

割は、エアドロップ、ギフト、ボーナス配布などのイベントでメンバーに貢献します。 

 

保有者に影響を与える利用可能な役割のリスト: 

 

• スターター💵 バイナンス スマート チェーンで 1 ～ 444 個の R2E トークンを所有しま

す。 

• 所有者💸 バイナンス スマート チェーンで 445-999 R2E トークンを所有。 

• ブロンズ� バイナンス スマート チェーンで 1K-9999 R2E トークンを所有。 

• シルバー� バイナンス スマート チェーンで 10K-19999 R2E トークンを所有。 

• ゴールド� バイナンス スマート チェーンで 20K-49999 R2E トークンを所有。 

• プラチナ💠 バイナンス スマート チェーンで 50K-99999 R2E トークンを所有。 

• ダイヤモンド💎 バイナンス スマート チェーンの 100K-249999 R2E トークン。 

• クジラ🐳 バイナンス スマート チェーンで 25 万個以上の R2E トークンを所有。 

 

 

• 追加の役割: 

 

世界中の R2E アンバサダーの成長するコミュニティのためのアンバサダー専用チャンネル。 

チームに連絡してください。  



 

NFT パッケージ 
 

将来的には、R2E エコシステムは、ユーザーがさまざまなレートで紹介リンクを使用して引き続き獲得

できる NFT パッケージを提供します。 
 

予定されている 6 つの NFT パッケージとその収益率: 

 

  



 

 

 

チーム 
 

人間と仮想通貨を結びつけるキラー アプリケーションの構築に着手したとき、そのアイデアは単なる青

写真であり、それ以上のものではありません。 

 

このホワイトペーパーで概説したようなアプリケーションを設計して実装することは、野心的で複雑で

あり、私たちにとって非常にエキサイティングです。 

 

それには、それぞれの分野に精通し、お互いをよく理解している独自の集団が必要です。 

 

信じられないほどのアイデアに命を吹き込むことは、長年の共同作業の経験から習得したプロセスとス

キル セットです。 

 

 

 



 

 

マック BO。 (創業者兼 CEO) 

起業家、投資家、ブロックチェーン戦略 

 

3Web3 (共同創設者) 

3Web3 は、開発、自動化、およびスマート コントラクトの実装に関する専門知識を持つ経験豊富なソフ

トウェア エンジニアです。 

 

ミガルー（COO） 

エンタープライズ プログラム管理、テクノロジー ポートフォリオ計画、ビジネス ロードマップの定義、

価値の最適化、市場機会、IT ガバナンス、IT 組織およびプロセス設計に関する専門知識。 

 

ジュリア 

コミュニティ管理者 

 

カーラ V. 

才能開発 

 

 

スティーブン M. 

フロントエンドチームリーダー 

 

 

グレース・R・C・ルー 

ソフトウェアエンジニア 

 

ヘレン C. 

プロダクトデザイナー 

 

 

 

今すぐ参加しましょう！ そして BNB を稼ぎ始めましょう！ 


