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外国為替市場 先物市場 株式市場

$6,000,000,000,000

$4,500,000,000,000

$3,000,000,000,000

$1,500,000,000,000

$0

外国為替市場の1日の取引高

5.3 兆

これは先物市場の

12倍

株式市場の

27倍



1日5.3兆ドルという膨大な取引額

公正＆透明性。銀行家による操作がない。

マージンで取引し、レバレッジを使用して
最小限の初期資本で利益を最大化。

強気・弱気市場は無関係。
二方向取引。

取引は毎日24時間。いつでも取引可能。

包括的な法管理と規制



外国為替市場でどうやって安定した利益
を得ることができるだろうか？

金融ノウハウ

の欠如

専門家による
ガイダンスがない

資金を失う恐れ

適切な学習

チャネルの欠

如



X

TLC THRONE LEGACY CAPITAL IBH INVESTMENT BANK

戦略的提携パートナーとして力を合わせ

新しい時代の外国為替レジェンドを創造



外国為替保険利益
保証プラン(FIPS) 

外国為替の秘密を解読し
革新的な新しいトレンドをリード

18人の投資家 + 5人の数学者 + 12人の外国為替アナリスト

+ 8人のソフトウェアプログラミング技術専門家

+ 6人のリスク管理専門家

= 49人の世界のトップ専門家が作り上げたプログラム

100%

100% 
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従来の
外国為替取引

外国為替保険利
益保証プラン
(FIPS)

損失を恐れ
投資できない

市場を熟知し、外国為
替テクニックの経験を
積まなければならない

多くの場合、利益より
も損失が多い

誰でも簡単に取引

皆に安定した利益

勝率

= 99.8%



THRONE 

LEGACY CAPITAL

外国為替保険利益保
証プラン

専門スキル必要なし

簡単な取引操作

公正＆透明性の高い取引

取引リスクなし

簡単＆素早い払い戻し

安全な資金分割



会社 ｜ チーム ｜ 企業理念



2009年7月9日に設立されたIBH Investment Bank Limited は、
銀行持株会社であるIBH Capital (ラブアン) Limited

（企業番号LL 06841） により1億米ドルの登録資本金で完全所
有されています。

IBH Investment Bank は、従来の銀行業務、企業または個人の資金運用、
企業および投資に関するコンサルティング・アドバイザリーサービス、ロ
ーンおよびクレジットファシリティ、リスク管理および投資活動、外国為
替取引、金利スワップ、デリバティブ商品やデリバティブ金融商品の取引

を行う免許を得ています。

ラブアン国際ビジネス金融センターに本社を置くIBHは、アジア太平洋地
域の中心という戦略的な場所に位置しています。さらにラブアンは現在、
世界で最も急成長している地域の一つです。一方、急速な事業の拡大によ
り、IBH Investment Bank はマレーシアの首都に2つの事業マーケティング
オフィスを開設し、アジアの経済統合のためのより良い機会を提供してい

ます。

IBH Investment Bank は、その国際的投資銀行関連会社を通じて、80カ国
以上で915を超えるコルレス銀行へアクセスがあります。さらにIBHは、
海外の金融会社と戦略的提携ネットワークを形成しており、すべての主要
な世界通貨を扱うことができます。現在、当行の市場はヨーロッパ、

中東、東南アジア、中国をカバーしています。

https://ibhinvestmentbank.com

戦略的提携パートナー
IBH Investment Bank

IBH INVESTMENT BANK LIMITED

認定ラブアン投資銀行
(認定番号: 090103BI)
(1990年オフショア銀行法により認定
現在は2010年ラブアン金融サービスおよび証券法
に基づき統合されています）



香港

フィリピン

中国

ラブアン

マレーシア

タイ

シンガポール

ベトナム

カンボジア

ミャンマー

インドネシア

ビジネス拠点本社

マレーシアのラブアンに本社

マレーシア、シンガポール、ベトナム、
フィリピン、香港、中国、タイ、ミャン
マー、カンボジア、インドネシアの事業
開発に集中。



40年のプロフェッショナル/ビジネス経験。

ルイジアナ州立大学食品科学の修士号

マレーシア・プトラ大学、食品科学・バイオテクノロジー学部
の元講師兼創立メンバー

ペナン政府によりDUPNの称号（Dato 'Seri）を授与

1993年クアラルンプール商工会議所より「Anugerah 

Usahawan（起業家賞）」を受賞

2013年アジア太平洋地域の「優れた起業家賞」を受賞

2017年マレー商工会議所より「生涯業績賞」を受賞



国内外の銀行業務で38年の経験を持つ金融サービスのエキスパート

DBS Thai Danu Bank およびシンガポール DBS Bank の元理事

シンガポール・タイ商工会議所の元副会長

タイ中央銀行の執行協議パネル

マレーシア大学サバ州（UMS）およびマレーシア大学サラワク州
（UNIMAS）の国際ビジネスアドバイザー

マレーシア Persatuan Usahawan Muda のアドバイザー

MCA中小企業開発局の委員

マンチェスタービジネススクールおよびウェールズ大学より経営学修
士号を授与

オーストラリア国立公認会計士協会（FIPA）会員

公認書記官および管理者協会（ICSA）メンバー

チャータードバンカー会員 (FCB)



2015年11月6日、クアラルンプール：

ネガラマレーシア銀行で行われた
チャータードバンカーアジア協会
（AICB）の初めてのチャータードバン
カー協会授与式で、マレーシアで最初
の45人のチャータードバンカーが最高
銀行資格を授与しました。

45人の優れた銀行家のうち、30人が
チャータードバンカー（CB）、15人が
最高のフェローチャータードバンカー
（FCB）メンバーとなりました。

Dato’ Howard Chooはフェローチャー
タードバンカー（FCB）として認めら
れています。

この資格は、AICBと、この賞を授与で
きる世界唯一の機関である英国チャー
タードバンカー協会が共同で授与しま
した。Dato’ Howard Choo, 2列目右から3番目。



オーストラリア公認会計士協会
（FIPA）会員

マンチェスタービジネススクール
およびウェールズ大学より経営学
修士号を授与

MCA中小企業開発局の委員

マレーシアPersatuan Usahawan 

Mudaのアドバイザー

マレーシア大学サバ州（UMS）および
マレーシア大学サラワク州（UNIMAS）
の国際ビジネスアドバイザー

シンガポール-タイ商工会議所の元副

会長

DBS Thai Danu Bankおよびシンガ

ポールDBS Bankの元理事

タイ中央銀行の執行協議パネル

公認書記官および管理者協会

（ICSA）のメンバー



東南アジア中央銀行研修センター

(SEACEN)のトレーナー

アジア銀行学校（ABS）による出版
物：報告機関のための反マネーロ
ンダリング＆テロリズムの資金調
達対抗に関するポリシー作成リ
ファレンスガイド

ワワサンオープン大学国際財務
管理&コーポレートファイナンス
アドバイザー

チャータードバンカーアジア協会
（AICB）教育委員

ネガラマレーシア銀行の管理下
であるアジア銀行学校(ABS)の
エグゼクティブチームメンバー

マレーシア公認会計士協会
の上級コーポレートファイ
ナンス審査官



IBH Investment Bank は、複数の国際金融フォーラムや戦
略イベントに招待されています。



取引顧客＆パートナー



マレーシアで最大の3つの連邦領の一つとして、ラブアンはマレーシア連邦政府から強
力な行政・財政・政治的支援を受けています。政府はこれを金融サービス業界の不可
欠な部分と考えています。

そのため、マレーシアのラブアン金融サービス機関（ラブアンFSA）は、世界の規制当
局が設定する国際基準を満たす、堅実で実用的な規制システムを築こうとしています。
当局は7つの多国籍企業のメンバーです。そのすべての企業がグローバルな金融セン
ターの開発と規制に取り組んでいます。

現代的で世界的に確立され認められた規制枠組みに基づき、ラブアン国際ビジネス金
融センター（ラブアンIBFC）は投資家の権利と資産を保護するための厳格かつ透明性
の高い規制システムを持っています。

ラブアンIBFCは、税務情報交換に関する国際基準の遵守について、経済協力開発機構
（OECD）により「ホワイトリスト」に指定されています。さらに2013年には、国際通
貨基金（IMF）のレビューに合格しました。

マレーシアの一部としてラブアンIBFCはまた、外国口座税法遵守法（FATCA）、共通
報告基準および自動情報交換（CRS-AEOI）、ならびに税源浸食と利益移転（BEPS）
への準拠にも取り組んでいます。



ラブアンFSAは、国際金融センターにおける高度な規制基準を推進する国際機関のメンバーの一
つです。これらの機関には以下を含みます：

保険監督者国際機構
（IAIS）

国際保険センター監督者グ
ループ

（GIICS）

国際イスラム金融市場
（IIFM）

イスラム金融サービ
ス委員会
(IFSB)

国際金融センター監督
者グループ

(GIFCS)

アジア・太平洋マ
ネーローンダリン
グ対策グループ

(APG)

証券監督者国際機構
(IOSCO)

金融活動作業部会
(FATF)



THRONE LEGACY CAPITAL (TLC) は、世界中のユーザーに革新的なソ
リューションを提供するハイテク主導の総合投資プラットフォームです。香港に本
社を置く同社は、金融専門家と外国為替の専門家により2019年に設立されました。
TLCは、最新の金融革新が後押しする投資への新しいアプローチによって、名高い
外国為替取引会社へと急速に成長しています。株、外国為替、債券、設備投資コン
サルティング、短期金融投資および受託資産管理など、幅広い事業開発計画に携
わっています。外国為替取引における卓越した実績を通じて、TLCは顧客が長期的
利益を得る限りない機会を創出することをお約束します。

TLC は投資家に、安定した安全性と競争力のあるスプレッド、入
出金の利便性、プロフェッショナルなカスタマーサービスチーム、
そして最も正確な市場相場を備えた比類のない取引プラット
フォームを提供し、利益を上げるお役に立ちます。当社は顧客に安
全で透明性の高いリターンを生み出す持続可能な投資ソリューションを常に模索し
ています。高いビジネス評価とプロフェッショナルなサービスにより、TLCはさら
に多くのグローバル投資家に好まれる選択肢となっています。

2019年に TLC は、正式にIBH Investment Bankの会員企業になりました。
この提携により、両社は協力して画期的で革新的な外国為替モデルを構築し、皆に
利益をもたらすビジネスを構築することを目指していきます。





戦略的パートナーの証明書 公式の任命証明書



Carl Ronny氏は、2019年にThrone Legacy CapitalのCEOに任命されました。

ライデン大学の経営学部を卒業し、アメリカとヨーロッパで多くの投資グ
ループの上級管理職を務めました。彼は複数の投資モデル開発に携わり、企
業に多くの利益をもたらしました。10年以上の財務経歴で、ロニー氏は多く
の投資家の資本成長倍増を助け、S＆P 500指数の累積純利益を大幅に上回る
結果を出しました。

彼は財務管理における長年の経験により、企業が優れた結果を達成できるよ
う導いてきました。同時に、市場開発戦略や才能開発プログラムにも精通し
ています。

「思考が道を示します。結果を決めるのは、マインドの幅です。」



オランダ、ティルブルフ大学経営学修士

国際貿易、金融投資管理、企業運営にお
いて15年以上の経験。

金融関連業界のマネジメントに20年携わ
り、金融リース、投資およびマネジメン
トの実務に関して豊富な経験を培ってき
ました。国内・海外市場の資金調達、
ファンド投資、外国為替の統合に精通し
ています。

2012年、Tse氏はFinTech開発の最初のグ
ループに関与し、財務の進歩を推進する
ための技術関連ソリューションを時間を
かけて研究しました。

マーケティングおよび金融投資に
おける20年以上の経験。多くの金
融専門家資格を保持。

量的取引とEAスマート取引の適用
と開発に深く関与。

多くの国際投資会社や証券会社で
重要な地位を務める。

株式や外国為替など、投資商品に
関する豊富な知識を保持。

マラヤ大学工学部卒業。

基礎通信ソフトウェア開発およびシ
ステムアーキテクチャ設計の分野に
おける豊富な経験。

複数の国際的ブローカーの外国為替
取引システムの開発に関与。

量的取引投資と戦略開発の経験。



インテグリティが信頼性を築く
専門知識が長期的安定性を生み出す

Throne Legacy Capitalは、人間本位のアプローチ、誠実な経営、
革新的開発、そして未来をリードする、という企業理念を固守し
ます。

多様で豊かな資本チャネルを通じて相互に有益な関係を築き、
投資家に安定した長期利益を生み出すことを目指します。

実行 革新 ビジョン 意思決定 インスピレー
ション



現在の外国為替市場は、投資家のための長期計画、リスク管理、
そして専門家によるサポートを欠いています。

Throne Legacy Capital は、投資家のための真の利益創出
システムを構築し、安定し広範囲にわたる100年企業を設
立してより多くの人々に恩恵をもたらすことで、顧客の夢
を実現する機会を作り出す、という使命を担っています。

使命 バリュー 文化 大志 洞察 熱意



グローバル
な外国為替
ネットワーク

グローバルな外国為替
ネットワーク

流動性プロバイダー
(銀行)

外国為替ブローカー

親 IB

投資家

外国為替保険カウンターバランス
EA スマートコピー取引システム
保険口座保証メカニズム

投資銀行
誠実さと自信を保証
総合的な財務監督





+ =
保険 外国為替 持続的利益

外国為替保険利益保証プランは、革新的な新しい金融モデルで

す。IBH Investment Bankと提携し、独自の保険システム構造、

厳格なリスク管理メカニズム、そして包括的な市場拡大計画を

通じて、TLCは無限の活力を備えた持続可能で収益性の高いプ

ラットフォームの構築を目指しています。このプラットフォー

ムにより、投資家は継続的にプラス収益を上げ、持続可能な資

産成長を達成することが可能になります。



EA
スマート

トレーディング

（エキスパート・アドバイザー）EA取引では、プロのト
レーダーがユーザーの代わりに取引し運用を行います。

安定した長期収益性を達成する、絶対に安心安全なヘッ
ジモードです。

投資家、その他あらゆる職業のユーザー、外国為替取引
を熟知しているユーザーから知らないユーザーまで、誰
でもこのシステムで簡単に利益を得ることができます。

安心、利便性、時間節約、そして安定したリターン。



❖ 1,500ドルの各単位のうち、1,000ドルは自動的に取引口座に入り、残りの500ドルは保険口座に入ります。

❖ TLCプラットフォームのファンドプールがファンドヘッジモードを有効にし、500ドルを預金し保険口座の資金バランスを取ります。

❖ 資金はEAスマート・トレーディング親口座のメイン取引口座とメイン保険口座に入ります。

親口座

EA 親取引口座

$500 $500 資金ヘッジ+

= $1000

$1000



❖ 親口座は定式的注文を実行し、メイン取引口座は通貨ペアを選択し、買いまたは売り
を設定、テイク・プロフィット（33.0％）とストップ・ロス（30.0％）を設定します。

❖ メイン保険口座は、取引口座の通貨ペアとは逆の取引を行います。テイク・プロ
フィットとストップ・ロスはどちらも30.0％に設定されます。

親口座



テイク・プロフィット 33.0%

ストップ・ロス 30.0%

+33.0 %

テイク・プロフィット 30.0%

ストップ・ロス 30.0%

- 30.0 % + 30.0%- 30.0%

1回の取引の結果 = + 3.0 % 利益 1回の取引の結果 = 0 %

テイク・プロフィット 33.0%

ストップ・ロス 30.0%

テイク・プロフィット 30.0%

ストップ・ロス 30.0%

利益なし
損失なし

親口座



利益なし
損失なし

取引利益 利益

0 取引8 取引 24 %

4 取引4 取引 12 %

8 取引0 取引 0 %

月毎の最高利益 24% 平均月毎利益 12%

月毎の利益
10-20 %

親口座コピー取引

平均記録利益： 10 - 20%



$

ファンドヘッジ補助金が取引口
座の残高となり、テイク・プロ
フィットとストップ・ロスはど
ちらも30％に設定。初期ファン

ドを安全に保ちます。

取引口座と保険口座は反対方向に
働きます。インテリジェントなこ
のヘッジコピー取引システムは、
正確で安全、そして信頼性があり

ます。

投資家は毎月簡単に安定利益を得
ることができます。

取引資金は自由に引き出し・入金できま
す。いつでも制限なく引き出し可能です。
手数料はかかりません。トレーダーは自
由市場ヘッジを選択することもできます。

保険は24ヶ月間有効です。24ヶ月後
に引き出しが可能になります。有効
期間中に元金が引き出されると、保
険料は失効し、自動的に保険プール

に拠出されます。





事業範囲を
拡大

スマートな
FOREX

エキスパート 世界で100万ユーザー

を獲得

100万
ユーザー

スマートな外国為替： プロの AI EA 

スマート外国為替エキスパートに。一年以
内に以下を構築：
a. ビッグデータ + AIシステム
b. 独自のブローカープラットフォーム

100万ユーザー：3年で100万ユーザーを構
築プラットフォームは取引ごとに10米ドル
の収入を得るため、会員100万人の推定利
益は1取引ごとに1000万ドル。1か月あたり
平均10件の取引がある場合、推定月額利益
は1億米ドル。

長期計画：
a. プライベートバンクを設立
b. 外国為替流動性資産プロバイダーに
c. プラットフォーム上の事業セグメン

トを拡大：銀行業務、投資運用、資
金、保険。
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厳格な
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＋
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当 社 は 富 と 豊 か さ を 共 有 し ま す

免責事項: すべての経済と市場のニュース、関連リンク、TLC によって提供される他のソースだけ唯一の参照、我々は推奨または組込解析と情報や第三者の任意のソースからの指導
を支持します。クライアントを慎重に考慮して情報に基づいた投資判断をするために与えられた情報を分析します。任意の意見、ニュース、研究、分析、価格、またはその他の情
報をこのウェブサイトに含まれている一般的な市場解説として提供、投資助言を構成しません。TLC は、損失またはの使用または信頼そのような情報により直接または間接的に生
じる収益の損失制限なしを含む損害の責任を受け入れません。ここに、何かの投資アドバイスや過去のパフォーマンスをあなたの将来の取引結果の基礎に寄与しないことがわかる
したいと思います。




