


SIRプロジェクトクラブとは？
SIRコインの累計購入金額が多いほど、好条件での保有が可能に。

この度、期間限定でSIRコインを購入いただいた方を対象に、 
SIRプロジェクトクラブへご招待いたします。 

今回ご用意した会員種別は５種類となっており、 
累計購入金額が多ければ多いほど、好条件でSIRコインを保有することが可能です。 

SIRコイン自体も大変魅力的ですが、 
当クラブを活かし、SIRコインを保有することで、 
SIRコインによって得られる利益を最大化させるだけでなく、 
SIRコインを保有することで発生するリスクを極限まで低くすることができます。 

つまりローリスク・ハイリターンで、SIRコインを保有することができるというわけです。 

なぜそう言い切ることができるのか…？ 

早速SIRプロジェクトクラブの全貌を確認し、その理由をお確かめください。 

▼▼▼　目次　▼▼▼
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会員ランク
SIRコイン累計購入金額によって会員ランクが変動。

会員種別は、VIP、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの計５種類に分かれています。 
会員ランクはSIRコインの累計購入金額によって変動します。 
会員ランクによって利用できるサービスが異なりますので、ご自身の購入金額をご確認いただき、ぜひ購入をご検討ください。 

▼▼▼　サービス１ SIRコインボーナス　▼▼▼

会員ランク 累計購入金額

ブロンズ 10～99万円

シルバー 100～299万円

ゴールド 300～499万円

プラチナ 500～699万円

VIP 700万円～



サービス１

SIRコインボーナス

累計購入金額に応じて 
SIRコインボーナスを付与



サービス１ SIRコインボーナス 
累計購入金額に応じてSIRコインボーナスを付与。

SIRコイン累計購入金額に応じてSIRコインボーナスを付与させていただきます。 
受け取れるボーナスは３～２０％となっており、会員ランクによって異なります。 

例えばプラチナ会員が、SIRコインを追加購入いただくと、 
15％分のSIRコインを受け取ることができます。 
これは別の言い方をすれば購入した時点で15％、資産が増えるということです。 

さらに着目すべきは、累計購入金額に応じてSIRコインボーナスが付与されるという点です。 

例えばすでに500万円分のSIRコインを購入しているプラチナ会員が追加で200万円購入した場合、 
累計購入金額が700万円となりVIP会員に昇格、 
MAXボーナスである20％が累計購入金額700万円に対して付与されます。 
単純かつ利益満載のサービス、それがSIRコインボーナスです。 

ブロンズ ３％ボーナス

シルバー ５％ボーナス

ゴールド １０％ボーナス

プラチナ １５％ボーナス

VIP ２０％ボーナス



サービス２

会長＆社長面談 

プロジェクトの表と裏を知り尽くす
弊社会長、社長と 

面談することができます



サービス２ 会長＆社長面談 
プロジェクトの表と裏を知り尽くす弊社会長、社長と面談することができます。

SIRプロジェクトの運営本部との会議には、販売代理店である弊社から 
会長の植田と社長の永田が毎回参加しています。 

つまり今後どのような展開がなされていくのか、 
どのような経緯から企画が組まれ、実行されていくのか、 
といったSIRプロジェクトにまつわる細部の事情、裏の事情を 
会長、社長はすべて知り尽くしています。 

もちろん公表の許可が下りたものに関しては、すべて皆様にお伝えしていますが、 
SIRプロジェクトは大企業や複数の団体が参画していることから、 
一斉配信といった方法でお伝えできる情報というのは限られています。 

しかし当サービスを利用すれば大々的に公表できない情報も会長、社長から入手することができます。 
中にはSIRプロジェクトの未来を推し測るには十分な情報もあることでしょう。 

投資は情報が命と言っても過言ではありません。 
ぜひ当サービスを利用し、有益な情報を入手してください。

■ 当サービスは、VIP会員、プラチナ会員（会長社長可）、ゴールド会員（社長のみ可）限定となります。 
■ 当サービスは、予約制となっております。ご希望の際は、弊社までお問い合わせください。 

株式会社Sir Project Partners. 
代表取締役社長　永田侑大

株式会社Sir Project Partners. 
代表取締役会長　植田雄輝



サービス３

未上場買い戻し 

2019年9月30日までに 
SIRコインが上場しなければ 
弊社が買い取ります



サービス３ 未上場買い戻し 
2019年9月30日までにSIRコインが上場しなければ弊社が買い取ります。

プレセール中の暗号通貨最大のリスク、それは「上場しない」ということです。 

上場し、市場に公開されなければ、価値がつかず、ただの電子データとなってしまいます。 

そんな最大のリスクを払拭するべく、当サービスでは、2019年9月30日までに 
SIRコインがどこの取引所にも上場しなかった場合、 
購入時のレートで、弊社がSIRコインを買い戻しさせていただきます。 

つまり、SIRコインが上場できないという、万が一の事態が起こったとしても 
購入資金が戻らないという最悪の結果を避けることができます。 

このサービスがあれば、リスクというリスクを探す方が難しくなります。

■ 当サービスは、VIP会員、プラチナ会員限定となります。 



サービス４

取引代行 

SIRコインの取引決済を 
代行いたします



サービス４ 取引代行 
SIRコインの取引決済を代行いたします

暗号通貨の取引に不慣れなお客様の場合、コインの管理や売買はとても困難です。 

現金化したい、他の暗号通貨と換えたい… 
そう思っても操作方法がわからず、そのままにしている方も少なからずいらっしゃいます。 

そこで当サービスでは、弊社スタッフがあなたに変わって取引、決済を代行いたします。 

当サービスがあれば、あなたご自身で取引所の管理画面を触ることなく、 
SIRコインの取引が可能です。 

■ 当サービスは、VIP会員、プラチナ会員、ゴールド会員が利用可能です。 

■ 当サービスをご利用の際は、弊社までお問い合わせください。 
■ 当サービスのご利用は、平日のみとさせていただきます。 
■ 当サービスは、お客様からの申請後、48時間以内に取引を行います。 
■ 当サービスは、取引手数料として取引額の５％を頂戴いたします。 
（例・SIRコインを円に替えたい場合、SIRコインで５％、円をSIRコインに替えたい場合は円で５％頂戴いたします。） 
■ 当サービスは、利益を保証するものではありません。損失を被る可能性もございます。 



サービス５

上場後サポート 

取引所の操作を上場後 
１年間サポートいたします



サービス５ 上場後サポート 
取引所の操作を上場後、１年間サポートいたします。

前述したよう暗号通貨の取引に不慣れなお客様の場合、 
コインの管理や売買はとても困難です。 

そこで当サービスでは、取引所の口座開設から、ウォレットのアカウント作成方法、 
取引方法など、取引所を利用する上でわからないことを弊社スタッフが 
マンツーマンでサポートいたします。 

パソコンの画面を共有しながら、電話サポートを行うこともできるので、 
上場後、取引所の操作に不安を覚えるお客様でも安心です。 

■ 当サービスは、VIP会員、プラチナ会員、ゴールド会員、シルバー会員が利用可能です。 
■ 当サービスをご利用の際は、弊社までお問い合わせください。 
■ 当サービスのご利用は、平日のみとさせていただきます。 
■ 当サービスは、利益を保証するものではありません。 



サービス６

交流会参加権利 

SIRコインホルダーとの 
交流会に参加しませんか？



サービス６ 交流会参加権利 
SIRコインホルダーとの交流会に参加しませんか？

「周りに暗号通貨を持ってる人がいない…」 
「暗号通貨について気軽に話せる仲間がほしい」 
「同じ暗号通貨を持ってる人と繋がりたい」 

といったお声を頂戴することがあります。 

暗号通貨バブルによって、暗号通貨の存在を知った方は大勢いますが、 
その中でも実際に自身で暗号通貨を買った方は一部であり、その中でも 
同じ通貨を持ってる人同士が実社会で繋がることは機会が少ないと言えます。 

そこで弊社では、全国各地でSIRコインホルダーのみが集まる交流会を開催し、 
コインホルダー同士が自由に交流できる場をご用意したいと考えています。 

ぜひお住まいの地域、近隣で交流会が開催される際は、気軽にご参加ください。

■ 当サービスは、全会員が利用可能です。 

■ 交流会は全国各地で開催される予定です。 



サービス７

優良案件の順次優先 
安値案内

とびきりの案件をいち早く 
より良い条件でご案内



サービス７ 優良案件の順次優先、安値案内 
とびきりの案件をいち早く、より良い条件でご案内

弊社は暗号通貨の販売代理店として活動していることから、 
様々な案件の情報や、販売委託の依頼がございます。 

その中にはSIRコインのように目を見張る案件もございます。 

そのような優良案件の情報が入り、 
皆様にご紹介するに値する案件との確証が得られ、募集金額に限りのある 
案件については優先かつ、安値などの好条件にて順次ご紹介いたします。 

もちろん利用するかどうかはあなた次第、 
納得のいく案件があればぜひ購入を検討ください。 

投資すべてに言えることですが、情報は命です。 
情報を取得するだけでも、計り知れないメリットがあると考えています。

■ 当サービスは、VIP会員、プラチナ会員、ゴールド会員、シルバー会員、ブロンズ会員が利用可能です。 

■ 当サービスは、会員ランクの高い会員様より、順次案内いたします。 



 

サービス８

代理店報酬 
アップ

通常の代理店以上の 
報酬をお支払い



サービス８ 代理店報酬アップ 
通常の代理店以上の報酬をお支払い

わたしたちは、SIRプロジェクトに賛同し、さらにSIRコインの購入によって 
プロジェクトを後押ししてくださっている代理店の皆様と、より良い関係を築きたいと考えています。 

そこで当サービスでは、会員ランク別で通常の代理店以上の報酬をご用意させていただきました。 

さらに当サービスの権利は３名様まで譲渡可能となっておりますので、 
もしあなたの周りに協力していただけそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。 

有力な代理店が増え、SIRコインの購入者が増えれば、将来的なSIRコインの価値高騰にも繋がります。 
ぜひ当サービスをフル活用し、SIRコインによって得られる利益を最大化させてください。

ブロンズ ×

シルバー １７％

ゴールド １９％

プラチナ ２２％

VIP ２５％



会員ランク別・サービス早見表

VIP会員 
購入額：700万円～

プラチナ会員 
購入額：500万円～

ゴールド会員 
購入額：300万円～

シルバー会員 
購入額：100万円～

ブロンズ会員 
購入額：10万円～

SIRコインボーナ
ス 20% 15% 10% 5% 3%

会長＆社長面談 会長＆社長 会長＆社長 社長 × ×

未上場買い戻し ◯ ◯ × × ×

取引代行 ◯ ◯ ◯ × ×

上場後サポート ◯ ◯ ◯ ◯ ×

交流会参加権利 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

優良案件の順次優
先、安値案内 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

代理店報酬アップ 25% 22% 19% 17% ×



お申込み期限にご注意ください

当資料に記載されているSIRプロジェクトクラブのサービスは 
期間限定のサービスとなっています。 

お申込みの時期によっては、当資料記載のサービスは一部終了や、 
コインボーナス％が引き下げられるなど、一部グレードダウンされます。 
（完全募集終了となる可能性もございます。） 

そのため最上級サービスをご希望のお客様は、 
お早めのお申込み、ご購入くださいますよう、お願いいたします。 

今後これほどのサービスをご提供することはございませんので、 
今回の機会をお見逃しのないよう、SIRコインをご購入ください。



お申込み方法 ～ はじめてSIRコインを購入されるお客様へ ～ 
今回はじめてSIRコインを購入されるお客様のSIRプロジェクトクラブ入会方法

STEP１ 

新規購入 
お申込み

STEP２ 

クラブ入会 
お申込み

STEP３ 

購入代金 
お振込み

STEP４ 

入会完了

SIRプロジェクト詳細
資料をご覧の上、まず
は新規購入お申込みを
お願いいたします。

新規購入お申込み完了
後、当クラブの入会お
申込みをお願いいたし
ます。

弊社指定口座にSIRコ
イン購入代金のお振込
みをお願いいたします。

弊社で購入代金の着金
が確認できましたら、
クラブへの入会が完了
となります。

▼▼▼ すでにSIRコインをお持ちのお客様は次ページより、クラブ入会お申込みを行ってください。 ▼▼▼



https://sir-project-partners.co.jp/files/doc_sc.pdf
https://sir-project-partners.co.jp/form/sirclub/
https://sir-project-partners.co.jp/form/mail/



