
BitClub Network Victim Questionnaire  

Please submit completed questionnaire to bitclub2019@fbi.gov 

記入したアンケートを bitclub2019@fbi.gov に提供してください 

Name: Taro Kaso  

名前: 仮想通貨太郎                         

 

Address: 101 □□apartment, 〇-△△, Sasaduka Shibuyaku, Tokyo Japan   

住所: 東京都渋谷区笹塚〇丁目△△-□□アパート 101  

 

DOB: December 11st, 2019  

生年月日: 2019 年 12 月 11 日 

 

Phone Number: 080-○○○○-□□□□  

電話番号:  080-○○○○-□□□□ 

 

Email: kasou@~~.com 

メールアドレス:  kasou@~~.com 

 

Preferred Method of Contact: Email  

連絡方法: メール 

 

Approximate Date of Initial Investment in BitClub Network: October, 2018  

ビットクラブに初期投資したおおよその日付:  2018 年 10月 

 

BitClub Network username(s):  Kaso Taro  

ビットクラブ ユーザー名:  仮想太郎 
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Who told you about BitClub Network?  

誰からビットクラブについて聞きましたか?  紹介者の名前  

 

How did you communicate with this person and with what accounts (email, phone  

#, Facebook, etc.)? Email 

紹介者とどのような連絡を取りましたか(email,phone,Facebook,他)? メール  

 

What did you purchase from BitClub Network and how much money did you 

provide to them?  Purchased pool2 plan and paid $ 1000  

ビットクラブで何を購入し、どのくらいのお金を提供しましたか?  プール 2プランを購入

し、1000ドル支払いました。 

 

What was your method of payment (bitcoin, wire transfer, cash, etc.)? Bitcoin  

支払い方法は何でしたか (ビットコイン, 電信送金, 現金 etc.)?  ビットコイン  

 

To whom or to what account or wallet did you send these funds to and when?   

In November 2018, I sent money to my personal wallet.  

これらの資金をいつ、だれに、またはどの口座やウォレットに送ったのですか？   

2018 年 11月に自分の個人ウォレットに送金しました。 

 

How much money, if any, did you make from BitClub Network?   

I only earn 0.0001BTC. I am not making any money for my investment.  

どれくらいのお金をビットクラブから稼ぎましたか？   

0.0001BTC しか稼げていません。投資額に対して全然稼げていない状況です。  

 

Did you withdraw this money from your BitClub Network account or is this your 

account balance?   

It remains in my account.  

ビットクラブからお金を引き出しましたか?それともまだアカウント内にありますか？ 

 私のアカウント内に残っています。 

 



Did you recruit anyone to join BitClub Network and place them in your downline?    

Yes ____ No _____  

If yes, please provide the name(s) (real and usernames) of those individuals you 

recruited:  

ビットクラブに人を募集・紹介し、自分のダウンラインに入れましたか？    

はい ____ いいえ _____  

はいの場合、それらの個人の名前(実名とユーザー名)を入力してください: 

 

Did you attend any BitClub Network events?  Yes ____ No _____  

If yes, please provide the name(s) of the organizers and speakers, the location, and 

the date of the BitClub Network events:  

Organizer: ○○ Speaker: □□ Place: △△ Date: October 10, 2018 

ビットクラブのイベントに参加しましたか?  はい ____ いいえ _____  

はいの場合、主催者と講演者の名前、場所、およびイベントの日付を入力してください:   

主催者：○○ 講演者：□□ 場所：△△ 日付：2018年 10 月 10日 

 

Did you ever attempt to get a refund of your investment of BitClub Network?    

Yes ____ No _____  

If yes, please provide the reason(s) for your requested refund and whether BitClub 

Network refunded your money:  

Reason: Because we do not receive any Bitcoin dividends 

I have not yet been refunded from the bit club.  

ビットクラブから投資の払い戻しを試みたことがありますか?    

はい ____ いいえ _____  

はいの場合、返金の理由とビットクラブから投資金は払い戻しは行われたか記入してくださ

い:  

 理由：ビットコインの配当が全くもらえないため 

まだビットクラブから払い戻しはされていません。 

 

Did you ever take possession or attempt to take possession of mining equipment 

from BitClub Network?  Yes ____ No _____  

If yes, please provide a description of what was provided to you:  



I purchased the highest plan and got mining rewards from three separate pools.  

ビットクラブからマイニング機械を所有したり、所有しようとしたことはありますか?  はい 

____ いいえ _____  

はいの場合、ビットクラブから提供された内容を記入してください。:  

（もしこれが、プランの購入内容を意味しているのだとすると） 

一番高いプランを購入し、3つの別プールからマイニング報酬をもらっていました。 

 

Would you potentially be willing to serve as a witness and provide testimony to the 

Court?   

Yes ____ No _____  

証人として裁判所で証言を提供することはできますか   

はい ____ いいえ _____  

 

Please include any other information you believe would be helpful here:   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

この件で他に役に立ちそうな情報があれば記入してください:   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  


