WEBSITE USE DISCLAIMERS

ウェブサイト利用免責条項

PLEASE
CAREFULLY
READ
THESE
DISCLAIMERS BEFORE USING THE
WEBSITE OSADC.IO AND ITS ONLINE
SERVICES. IF YOU DO NOT AGREE
WITH
THESE
DISCLAIMERS,
YOU
SHALL
NOT
USE
THE
WEBSITE
OSADC.IO AND ITS ONLINE SERVICES.
ACCORDINGLY, BY USING OSADC.IO
WEBSITE,
YOU
ACCEPT
THESE
DISCLAIMERS IN FULL.

ウェブサイトOSADC.IOおよびそのオンライン
サービスをご利用の前に、これらの免責条項を注
意してお読みください。これらの免責条項に同意
しない場合は、ウェブサイトOSADC.IOおよびそ
のオンラインサービスを使用してはなりません。
したがって、OSADC.IOウェブサイトを利用する
ことにより、利用者はこれらの免責条項を完全に
承諾するものとします。

Last updated: 23 May 2018

最終更新: 2018年5月23日

We ask you to carefully read these Website
Use Disclaimers ("Disclaimers"), which
are applicable to your use of the website
https://osadc.io/en/
and
all
of
its
subdomains and all their respective pages
("
Website") and your use of its online
services ("Services"). These Disclaimers
shall constitute, as added, amended,
modified, supplemented, or restated from
time to time, binding indemnity agreement
between you and OSA Decentralized
Limited
, a company, incorporated in
accordance with the laws of the British
Virgin Islands under the number 1978260
("
Company", "we") applicable to your use
of the Website and the Service, including,
but not limited, to the acquisition of the
information about the Company or the OSA
Decentralized Project ("
Project") or its
Tokens ("Tokens").

ウェブサイト https://osadc.io/en/ およびその
サブドメインのすべて、およびそれぞれのページ
（以下「ウェブサイト」）、およびそのオンライ
ンサービス（以下「サービス」）の利用に適用さ
れるこれらのウェブサイト利用免責条項（以下
「免責条項」）をよくお読みください。これらの
免責条項は、は、イギリス領ヴァージン諸島の法
律に基づき、番号 1978260 で登記された 
OSA
Decentralized
Limited
、(以下、「当社」、
「私たち」)とあなたとの間に拘束力のある補償
契約を構成し、当社またはOSA Decentralized
プロジェクト（以下「プロジェクト」）またはそ
のトークン（以下「トークン」）に関する情報の
取得を含むが、それに限定されない、ウェブサイ
トおよびサービスの利用に適用されます。

1.

INTRODUCTION

1.

表題

1.1.

The information contained on the
Website is for general information
purposes only.

1.1.

ウェブサイトに掲載されている情報は、
一般的な情報提供のみを目的としていま
す。

1.2.

The
Company
assumes
no
responsibility
for
errors
or
omissions in the contents on the
Website.

1.2.

当社は、ウェブサイト上のコンテンツ
の誤記または脱漏について、一切の責
任を負いません。
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1.3.

In no event shall the Company be
liable for any special, direct,
indirect,
consequential,
or
incidental
damages
or
any
damages whatsoever, whether in
an action of contract, negligence or
other tort, arising out of or in
connection with the use of the
Website or the contents of the
Website. The Company reserves
the right to make additions,
deletions, or modification to the
contents on the Service at any
time without prior notice.

1.4.

The Company cannot warrant that
the website is free of viruses or
other harmful components.

2.

WEBSITE
STATUS
PERSONS

2.1

2.2

2.3

INFORMATION
AND
RESTRICTED

The information set forth on the
Website may not be exhaustive
and does not imply any elements
of a contractual relationship. The
contents of the Website are not
binding for Company Parties and
Company reserves the right to
make additions, deletions, or
modification to the contents on the
Website at any time without prior
notice.
The information on the Website is
a property of the Company and
shall not be reproduced, copied,
transferred or otherwise distributed
to any third party. The Website is
designed for general informational
purposes only, as a guide to
certain aspects of the conceptual
considerations associated with the
narrow issues it addresses.

1.3.

いかなる場合においても、当社はウェ
ブサイトの使用またはウェブサイトの
コンテンツに関連して発生した、あら
ゆる特別な、直接的、間接的、結果
的、派生的な損害またはあらゆる損害
について、契約行為、過失行為、また
はその他の不法行為に関わりなく、一
切の責任を負いません。当社は、事前
の予告なくいつでも本サービス上のコ
ンテンツの追加、削除または変更を行
う権利を留保します。

1.4.

当社は、ウェブサイトがウィルスやそ
の他の有害な要素を含まないことを保
証しません。

2.

ウェブサイト情報の状態および被制限者

2.1

本ウェブサイトに記載の情報は網羅的
ではなく、契約関係を意味するもので
はありません。本ウェブサイトのコン
テンツは、当社関係者に対して拘束力
を持つものではなく、当社は予告なし
にいつでもウェブサイト上のコンテン
ツの追加、削除または変更を行う権利
を留保します。

2.2

本ウェブサイト上の情報は、当社の所
有物であり、いかなる第三者にも複
製、コピー、譲渡、または配布するこ
とは出来ません。本ウェブサイトは、
一般的な情報提供のみを目的として設
計されており、そこで扱う狭い範囲の
問題に関連する概念的考察の特定の側
面への指針となります。

2.3

本ウェブサイト上の情報は、投資、法
律、税務、規制、財務、会計またはそ
の他の助言を構成するものではありま
せん。本ウェブサイト上の情報は、
トークンを取得するための取引の評価
の唯一の基準を提供することを意図し
たものではありません。トークンを取
得する前に、将来の購入者は、そのよ
うな取引の潜在的な利益、負担および
その他の結果を判断するために、法

The information on the Website
does not constitute investment,
legal, tax, regulatory, financial,
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accounting, or other advice, and
the information on the Website is
not intended to provide the sole
basis for any evaluation of a
transaction
for
acquiring
the
Tokens. Prior to acquiring the
Tokens, a prospective purchaser
should consult with his/her own
legal, investment, tax, and/or
accounting advisor and other
advisors to determine the potential
benefits,
burdens,
and other
consequences
of
such
a
transaction.
2.4

Nothing on this Website shall be
deemed to constitute a prospectus
of any sort or a solicitation for
investment, nor does it in any way
pertain to an offering or a
solicitation of an offer to buy any
securities in any jurisdiction. The
information on the Website is not
composed in accordance with, and
is not subject to, laws or
regulations of any jurisdiction
which prohibit or in any manner
restrict transactions in respect to,
or with use of, digital tokens.

2.5

The Token is not a digital currency,
security, commodity, or any other
kind of financial instrument and
has not been registered under the
United States Securities Act of
1933, the securities laws of any
state of the United States of
America, or the securities laws of
any other country, including the
securities laws of any jurisdiction
in which a potential token holder is
a resident.

2.6

The Website is not used for the
Tokens to be offered or distributed
to, as well as to be resold or
otherwise alienated to, citizens,
natural and legal persons, those

律、投資、税務および/または会計顧問
およびその他の顧問と相談する必要が
あります。
2.4

本ウェブサイト上のいかなる情報もい
かなる投資の目論見書またはいかなる
投資の勧誘を構成するものではなく、
いかなる方法においても、いかなる管
轄においても、証券の提供または販売
の勧誘に関係しません。ウェブサイト
上の情報は、デジタルトークンに関す
る取引またはその使用を禁止する、ま
たは取引を制限する管轄の法律または
規制に従って作成されておらず、その
対象とはなりません。

2.5

トークンは、デジタル通貨、証券、商
品、または他の種類の金融商品ではな
く、1933年の米国証券法、米国の州の
証券法、または潜在的なトークン所有
者が居住者である管轄区域の証券法を
含む、他の国の証券法により登録され
ていません。

2.6

本ウェブサイトは、以下の国および地
域において常居所、所在地、または設
立場所を有する市民、自然人および法
人へのトークンの提供または配布、お
よび再販売または譲渡するために使用
できません。(i) アメリカ合衆国 (その州
とコロンビア特別区を含む)、プエルト
リコ、アメリカ領バージン諸島、その
他のあらゆるアメリカ合衆国の所有
地、または、(ii) デジタルトークンの取
引が禁止されているか、または適用さ
れる法律または規制によって制限され
ている国または地域。そのような被制
限者がトークンを購入する場合は、そ
の被制限者は違法、不正、詐欺的な意
図に基づいて行っているものであり、
それに関する負の結果を負うこととな
ります。

2.7

当社は、シンガポール、中華人民共和
国、韓国、またはデジタルトークンに
関する取引が制限条項に該当するか、
または適用される政府機関に登録また
はライセンスを要求するその他の国お
よび地域では、トークンを提供または
AVANTI CON AMORE!
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with their habitual residence,
location,
or
their
seat
of
incorporation (i) in the United
States of America (including its
states
and
the
District
of
Columbia), Puerto Rico, the Virgin
Islands of the United States, any
other possessions of the United
States of America, or (ii) in the
country
or
territory
where
transactions with digital tokens are
prohibited or in any manner
restricted by applicable laws or
regulations. If such restricted
person purchases the Tokens, such
restricted person has done so on
an unlawful, unauthorized, and
fraudulent basis and in this regard
shall bear negative consequences.
2.7

2.8

Company
neither
offers
or
distributes the Tokens nor carries
on a business (activity) in any
regulated activity in Singapore, the
People’s Republic of China, South
Korea, or other countries and
territories where transactions in
respect to, or with use of, digital
tokens fall under the restrictive
regulations
or
require
the
Company to be registered or
licensed
with
any
applicable
governmental authorities.

配布せず、いかなる規制された活動に
おいてもビジネス（活動）を遂行しま
せん。
2.8

ウェブサイト上の情報が、訪問者を管
轄する法律に従って合法とみなされな
い種類の情報を構成する場合、ウェブ
サイトの訪問者は、ウェブサイト情報
の閲覧をやめ、ウェブサイトをただち
に離れる必要があります。ウェブサイ
トの各訪問者、および結果的に潜在的
なトークンの購入者は、ウェブサイト
の情報を法的に見直して訪問者の管轄
区域内でトークンを購入できるかどう
か、訪問者が任意の管轄地域内の別の
購入者に将来的にトークンを再販でき
るかどうか（該当する場合）を判断す
る責任を負います。

2.9

本ウェブサイトに含まれる特定の記
述、見積もり、および財務情報は、将
来の見通しに関する記述または情報を
構成します。 そのような将来の見通し
に関する記述や情報には、実際の出来
事や結果が見積もりや将来の見通しに
関する記述や情報に示唆されている結
果と大きく異なる可能性がある、既知
または未知のリスクや不確実性が含ま
れます。

2.10

当社は、本契約および本法に基づいて
購入に必要な基準を満たしていない者
に、本ウェブサイトへのアクセスを制
限し、トークンの販売を拒否する権利
を留保するものとします。 特に、当社
は、自らの裁量により、当社が設定し
たトークン販売のための適格基準を満
たしていない訪問者/購入者に対してア
クセス拒否、トークン販売の制限を行
うことができます。

Each visitor of the Website must
cease
reviewing
the Website
information and immediately leave
the Website in case the information
on the Website constitutes the kind
of information that may not be
lawfully presented to him/her in
accordance with the laws of the
visitor’s jurisdiction. It is the
responsibility of each visitor of the
Website
and
consequently
a
potential purchaser of the Tokens
to determine if s/he can legally
review the Website information
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and purchase the Tokens in the
visitor’s jurisdiction and whether
the visitor can then resell the
Tokens to another purchaser in any
given jurisdiction in the future if
applicable.
2.9

Certain statements, estimates, and
financial information contained on
this
Website
constitute
forward-looking
statements
or
information. Such forward-looking
statements or information involve
known and unknown risks and
uncertainties which may cause
actual events or results to differ
materially from the estimates or
the results implied or expressed in
such forward-looking statements
or information.

2.10

The Company shall reserve the
right to restrict access to the
Website and to refuse selling the
Tokens to anyone who does not
meet criteria necessary for their
buying as set out hereunder and
by the applicable law. In particular,
the
Company
may
restrict
access/refuse to sell the Tokens to
those visitors/purchasers who do
not meet the eligibility criteria
established by the Company from
to time in its sole discretion.

3.

PRIORITY OF INFORMATION
ORIGIN AND INTERPRETATION

3.1

3.

情報の起源と解釈の優先順位

3.1

英語版ウェブサイトが、本プロジェクト
および/または当社に関する情報の公式
ソースです。ウェブサイトに掲載されて
いる情報は、時折、他の言語に翻訳され
ることがあります。そのような翻訳の過
程で、ここに記載されている情報の一部
が失われたり、変化したり、誤って表現
されることがあります。このような代替
的なコミュニケーションの正確性は保証
されません。そのような翻訳によって矛
盾または不一致が生じた場合は、公式の

The English language Website is
the primary official source of
information about the Project
and/or
the
Company.
The
information contained on the
Website may from time to time be
translated into other languages. In
the course of such translation
some of the information contained
herein may be lost, corrupted, or
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misrepresented. The accuracy of
such alternative communications
cannot be guaranteed. In the
event
of
any
conflicts
or
inconsistencies
between
such
translations, the official English
language
Website,
and
the
provisions of the original English
language documents presented on
it, shall prevail.
3.2

英語版ウェブサイトとそこに提示されて
いる元の英語版の書類の規定が優先され
るものとします。
3.2

The current version of the Website
aggregates all current information
about the Project and/or the
Company, constitutes the priority
source of information in connection
with the Company and the Project
to all interested parties, and its
contents supersede all previous
versions of the Website or other
current or outdated sources of
information, whether written or
oral, relating to the Project and/or
Company.

現在のウェブサイトには、プロジェク
トおよび/または当社に関する最新の情
報がすべて集約されており、すべての
利害関係者への当社およびプロジェク
トに関する主要な情報源を構成し、そ
の内容は、プロジェクトよび/または当
社に関するウェブサイトの以前のすべ
てのバージョン、または書面か口頭か
に関わらず、その他のすべての現行ま
たは以前の情報源に優先します。
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