IPWeb Recruitment of Global Super Mining Node
Hello everyone!
IPWeb is scheduled to be the main network online line in June. The IPWeb Foundation
recruits 24 super mine nodes worldwide. The specific recruitment situation is as follows:
" Application qualification "
1, have a certain network and software installation technical capabilities
2, An environment where mining machines of Tier 2 level or higher can be operated at all
times.
3, the mining machine has 2000TB storage of capacity, and the unit TB is required to pay 25
IPWT collateral.
4, It has a mining machine suitable for IPWeb.
5, Ability to create and operate IPWeb communities.

Earnings Forecast
1, mine pool reward: about 2.5 IPW / TB / month total revenue 35%
2, mining revenue: about 5.8 IPW / TB / month total revenue 65%
The above earnings are only predictions, and the IPWeb Foundation may adjust to market
conditions.
Note 1: The Tier2 level is not less than 99.741% and the average annual failure time is 22
hours. If it is not possible, the mortgage currency may be deducted.
Note 2: In principle, each city is limited to one super node, but not in one place, it must be in
the same city.

Thanks to the love, squatting forward, IPWeb pioneered the distributed Internet!
May 10, 2019
IPWeb Foundation
/ Official Contact /
Super node person in charge: Ms. Wang WeChat: wangle91727
The official only WeChat customer service: forerunnergo
Official website: https://www.ipweb.top/

IPWeb グローバルスーパーマインニングノード募集開始
皆様、こんにちは！
IPWeb のメインネットが６⽉にリリースする予定で、IPWeb Foundation は世界中で 24 箇
所のスーパーマイニングノードを募集します。
＜申請条件＞
1、ネットワーク設定とソフトウェアのインストール能⼒をある程度保有している
2、Tier 2 レベル以上のマイニングマシンを常時稼働できる環境。
3、マイニングマシンの容量は 2000TB 以上を持ち、ユニット TB は 25IPWT（トークン）
を保証⾦として⽀払う必要があります。
4、IPWeb に相応しいマイニングマシンを保有している。
５、IPWeb コミュニティの作成と運営能⼒がある。
＜収益予想＞
1、マイニングプールの報酬：約 2.5 IPW / TB /⽉ 総収益率 35％
2、マイニング収⼊： 約 5.8 IPW / TB /⽉

総収益率 65％

上記の収益はあくまでも予測であり、IPWeb Foundation は市場の状況に応じて変動するこ
とがあります。
注 1：Tier 2 レベルは利⽤率 99.741％以上であり、年間平均障害時間は 22 時間以内です。
以上の条件達成できない場合、保証⾦を返⾦することが出来ない場合があります。
注 2：原則として、各都市には 1 つのスーパーノードのみに制限されています。 ⼀箇所に
集約する必要はありませんが、同じ都市内に構築する必要があります。
長年のご愛顧を賜り、IPWeb が分散インターネットの先駆けを開拓!
2019 年５10 ⽇
IPWeb Foundation
/ お問い合わせ /
スーパーマイニングノード担当者：王（オウ） Wechat：wangle91727
公式カスタマーサービス Wechat：forerunnergo
公式ウエブサイト：https://www.ipweb.top/

IPWeb 全球超级矿场节点招募书
亲爱的客户们，大家好！
IPWeb 计划于 6 月份主网上线，IPWeb 基金会在全球招募 24 个超级矿场节点，具体招
募情况如下：
《申请资格》
1， 有一定的网络及软件安装技术能力
2， Tier2 级别以上矿机放置场地。
3， 具有 2000TB 级以上矿机容量，且单位 TB 需缴纳 25 IPWT 抵押币。
4， 拥有适合于 IPWeb 的矿机。
5， 愿意建立 IPWeb 社群及具有一定的运营能力
《收益预测》
1， 矿池奖励：约 2.5 IPW / TB / 月

总收益占比 35%

2， 挖矿收益：约 5.8 IPW / TB / 月

总收益占比 65%

以上收益仅为预测，IPWeb 基金会可能按照市场情况进行调整。
注 1：Tier2 级别为可⽤性不低于 99.741%、年平均故障时间 22 ⼩时。 如达不到可能会扣除
抵押币。
注 2：原则上每个城市只限一家超级节点，可不在⼀个地⽅，但必须在同⼀个城市。

承蒙厚爱，砥砺前⾏，IPWeb 开拓分布式互联⽹先河！

2019 年 4 月 23 日
IPWeb 基金会
/ 官⽅联系方式 /
超级节点负责人：王女士 微信：wangle91727
官⽅唯一微信客服：forerunnergo
官⽅网站：https://www.ipweb.top/

