IPWeb Global Super Partner Node Recruitment Book
2019-05-15
IPWeb main network will become online in June. IPWeb Foundation Phase will
recruits 20 super partner nodes for around the world. The specific recruitment
situation is as follows:
Application Qualification
1.User has knowledge about Building IPWeb Community and operational capability for the
Community.

2. The user has hold more than 5000 IPWTs and have more than 500 members of
communities.
3. Super partners user can submit applications directly.
4. Cooperate with official activities
After examination, the candidates can vote as nodes.
Node Reward
1. Voting: Voters have 100 votes for 1 IPWT they hold.
2. Node revenue: The reward amount of each node is based on IPWT equivalent to
the total number of votes, and the annual interest rate is 50% - 100% every day.
(1)50% of total number of votes are awards for nodes, ranked according to the
number of votes obtained, and distributed to each super partner account according
to the weight ratio.
(2) Another 50% are rewarded by voters, which can be awarded as long as voting
(weightless proportion) and distributed daily to the balance of the voting system.
The above earnings are only predictions. IPWeb Foundation may adjust according to
market conditions.
Note 1: Node representatives can apply withdrawal at any time. Within 7 business
day from the date of application, all voting coins will be returned, and the eligibility
and reward of the node will be cancelled.

Note 2: Voters can redeem it at any time. The voters want to change the Node
representatives, they need to redeem their voters coin at first and then transfer it to
the voting system for another Node representatives. Redemption is the return of
all IPWTs within 7 business days from the date of application and It will be sent to
the voter's account, However the voters apply redeem, No voting or dividend award
is allowed during the 7 working days settlement period。

Thanks to the love, squatting forward, IPWeb pioneered the distributed Internet!

May 15, 2019
IPWeb Foundation

/ Official Contact /
Contact us: contact@ipweb.io
Official website: https://www.ipweb.top/
The official customer service on WeChat ID: forerunnergo

IPWeb グローバル スーパーパートナーノード募集について
2019-05-15
IPWeb は 6 月にメインネットワークをオンラインにする予定で、IPWeb 基金会は初となる、全世界で２０
箇所のスーパパートナーノードを募集します。
具体的な募集条件は以下の通りとなります。

《資格申請》
1）ユーザーは自身の IPWeb コミュニティ構築及び、一定の運営能力を保有している。
2）ユーザーは 5000IPWT 以上を持ち、500 人以上のコミュニティを保有し維持管理できる能力を有してい
ること。
3）既にスーパーパートナーになっているユーザーは直接申請が可能です。
4）オフィシャルイベントに協働できること
上記の項目に当てはまり、IPWeb 基金会による審査した上で、応募者はノードへの投票ができます。

《ノード配当》
1）投票方法：投票者は１IPWT ごとに 100 枚の投票権を保有できます。
2）ノード投票数による配当：各ノードの配当金額は総投票数に等しい IPWT を基数とし、年利は 50%で毎日
支給されます。
①ノード総配当の 50%はノードボーナスで、得票数によって順位が決まり、総投票数に基づき各スーパーパ
ートナーノードのアカウントに配布されます。上位 20 のノードの限りもらえます。年間収益率は 34.5％
～10.75％であり、順位により収益率を決められます。
②他の 50%は投票者への配当であり、投票者は投票したらもらえます。配当金額はノードの順位・割合と関
係なく、年間収益率はどちらのノードに投票しても 25％になります。配当は毎日投票システムのアカウン
ト内に支給されます。

以上の収益は予測のみで、IPWeb 基金会は市場状況により変動する場合があります。
各ノード代表は本プロジェクトの宣伝と本プロジェクトの権利・利益を守る義務があります。IPWeb 基金会
は各ノードに賞罰する権力があります。

注 1：ノード代表はいつでも脱退申請することが可能です。ノード配当と資格は自動的にキャッスルになり
ます。

注 2：投票された IPWT は投票者の希望がある場合トークンの返却申請が可能です。投票ノードの対象者を
変更する場合は、返却申請を行った後、他のノードへもう一度投票することができます。
本プロジェクトに関するすべての解釈権は IPWeb 基金会が所有します。
IPWeb 基金会は賞罰メカニズムを調整する権力がありま。

IPWeb は発展を続け、未来を開拓し、分散型インターネットの先駆者になることを目指します。
皆様のご愛顧とご支援に感謝しております。ありがとうございます。

2019 年 5 月 15 日
IPWeb 基金会

/ お問い合わせ /
問い合わせメール：contact@ipweb.io
公式ウエブサイト：https://www.ipweb.top/
公式カスタマーサービス Wechat：forerunnergo

IPWeb 全球超级伙伴节点招募书
2019-05-15
IPWeb 计划于 6 月份主网上线，IPWeb 基金会第一期在全球招募 20 个超级伙伴节点，具体
招募情况如下：

《申请资格》
1， 愿意建立 IPWeb 社群并具有一定的运营能力
2， 个人持币在 5000 个 IPWT 以上，拥有 500 人以上社群
3， 超级伙伴可直接提交申请。
4， 配合官方各种活动
经过审核方可作为节点进行参选投票。

《节点奖励》
1， 投票方式：投票者每持有 1 个 IPWT 拥有 100 张投票权
2， 节点收益：每个节点奖励金额按照总投票数等值的 IPWT 为基数，其中的 50%为节点
和投票人奖励，每天发放。
① 奖励总额的 50%为节点奖励，按得票数进行排名，并按权重比例发放至各个超级
伙伴节点账户，年收益率为 34.5%—10.75%，仅限排名前 20 个节点，排名越高
获得奖励比例越高。
② 奖励总额的另外 50%为投票者奖励，只要投票即可获得奖励，无权重比例，不受
节点排名影响，无论支持任何节点投票者的年收益率均为 25%，每日发放至投票
系统余额。

以上收益仅为预测，IPWeb 基金会可能按照市场情况进行调整。节点有对本项目宣发和
维护本项目权益的义务，IPWeb 基金会有权对各节点进行奖惩。
注 1：节点代表可以随时提交退出申请，并取消节点资格及奖励。
注 2：投票者可以赎回，更改投票节点对象也需要先赎回，再划转到投票系统进行二次投票。

所有解释权归 IPWeb 基金会所有，IPWeb 基金会有权调整奖励机制。
承蒙厚爱，砥砺前行，IPWeb 开拓分布式互联网先河！

2019 年 5 月 15 日
IPWeb 基金会

/ 官⽅联系方式 /
官⽅唯一微信客服：forerunnergo
官方邮箱：contact@ipweb.io
官⽅网站：https://www.ipweb.top/

