PRIVACY POLICY

プライバシーポリシー

Last updated: 30 July 2018

最終更新：2018年7月30日

Please carefully read this Privacy
Policy ("Policy"), which governs
how 
OSA Decentralized Limited,
a
company,
incorporated
in
accordance with the laws of the
British Virgin Islands under the
number
1978260,
or
other
authorized Company Party, as the
case may be("Company", "we
"),
collects
,
uses
and
discloses
information, when you access or use
the
website
https://osadc.io/
(collectively
with
all
of
its
subdomains and all their respective
pages, the "Website"), the online
services
at
the
Website
("
Services"),
or
when
you
otherwise interact with us.

このプライバシーポリシー（以下「ポリ
シー
」）を注意してお読みください。本
ポリシーはイギリス領ヴァージン諸島の
法律の元に、番号1978260にて設立され
た、
OSA Decentralized Limited、
または場合により他の許可を受けた当社
関係者（以下「当社」、「私たち」）
が、お客様がhttps://osadc.io/ (サブドメ

This Policy is an integral part of the
Terms of Use for Website.

1.

Definitions

In addition to the
definitions
contained
elsewhere in the text of this
Policy, the following terms
and expressions shall have
the
following
meaning
ascribed to them for use in
this Policy:
1.1.

インのすべておよびそれぞれのページを総称
して「
ウェブサイト」と称する)

にアクセ

ス、またはウェブサイト、ウェブサイト
の提供するオンラインサービス（以下
「サービス」）を利用、または当社との
やり取りを行う際に、どのように情報を
収集し、使用し、公開するかを規定する
ものです。
本ポリシーは、ウェブサイト利用規約の不可
欠な一部を成します。

1. 定義
以下の用語および表現は、
本ポリシーの本文の他の箇所に含ま
れる定義に加えて、本ポリシーで使
用される以下の意味を有するものと
します。
1.2.

「
当社関係者（Company
Parties)」とは、当社およびその
過去、現在、未来の従業員、役員、
取締役、請負業者、コンサルタン
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"Company
Parties"
meansthe Company and its
respective past, present
and
future
employees,
officers,
directors,
contractors,
consultants,
attorneys,
accountants,
financial advisors, equity
holders, suppliers, vendors,
service providers, parent
companies,
subsidiaries,
affiliates,
agents,
representatives,
predecessors,
successors
and assigns. "Company
Party" means one of the
foregoing, as the case may
be.
"Consent" has the meaning
set out for this term in
Article 4.1 hereof.
"EU
Persons"
means
Personal Data subjects who
are in the European Union.
"GDPR" means Regulation
(EU)
2016/679 of the
European Parliament and
the Council of 27 April 2016
on the protection of natural
persons with regard to the
processing of personal data
and on the free movement
of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation).
"Personal Data
" means
any information relating to
an identified or identifiable
natural
person
(data
subject);
an identifiable
natural person is one who
can be identified, directly or
indirectly, in particular by
reference to an identifier
such as a name, an
identification
number,
location data, an online

ト、弁護士、会計士、財務アドバイ
ザー、株主、サプライヤー、ベン
ダー、サービスプロバイダ、親会
社、子会社、関連会社、エージェン
ト、代理人、前任者、後任者、およ
び譲受人を意味します。「当社関係
者(Company Party)」とは、場
合によっては上記のいずれかを意味
します。
「
同意」とは、この契約の条項 
4.1

において記載されている意味を
持ちます。
「
EU市民
」とは、欧州連合に在住
する個人情報の主体を意味します。
「
GDPR」とは、個人情報の処理お
よびそのような情報の自由な移動に
おける自然人の保護に関する2016
年4月27日欧州議会および理事会の
規則（EU）2016/679、および指令
95/46/EC (一般データ保護規則)の
廃止を意味します。
「
個人情報」とは、識別された、ま
たは識別可能な自然人（情報主体）
に関するすべての情報を意味しま
す。識別可能な自然人とは、とりわ
け、名前、ID番号、位置データ、オ
ンライン識別子、または身体的、生
理学的、遺伝的、精神的、経済的、
文化的、社会的アイデンティティー
に固有の1つまたは複数の要因を参
照することによって、直接的または
間接的に識別可能な自然人を指しま
す。
「 処理する 」とは、個人情報また
は個人情報のセットに対して実行さ
れる操作または複数の操作を意味
し、自動化されているかに関わら
ず、収集、録音、編成、構造化、保
管、適用または変更、検索、相談、
使用、送信による開示、普及、また
は利用可能にすること、整列、組み
合わせ、制限、消去または廃棄を意
味します。「 処理 」、「 処理済み
」および他の同様の用語は適宜に解
釈されるものとします。
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identifier or to one or more
factors
specific
to the
physical,
physiological,
genetic, mental, economic,
cultural or social identity of
that natural person.
"Processing" means any
operation
or
set
of
operations
which
is
performed on Personal Data
or on sets of Personal Data,
whether
or
not
by
automated means, such as
collection,
recording,
organization,
structuring,
storage,
adaptation
or
alteration,
retrieval,
consultation, use, disclosure
by
transmission,
dissemination or otherwise
making available, alignment
or combination, restriction,
erasure
or
destruction.
"Process",
"Processed
"
and other similar terms
shall
be
construed
accordingly.
"Terms
of
Use
Website"
means
document describing
terms of use for
Website available on
Website
(as
may
amended from time
time).

「
ウェブサイト使用条件」とは、
ウェブサイト上に記載のウェブサイ
トの使用条件を記述した文書を意味
します（時折修正される可能性があ
ります）。
「
ユーザーアカウント」とは、ウェ
ブサイトの使用体験およびサービス
の利用を向上させる目的で、当社関
係者が提供する特定の追加製品、
ユーティリティおよび提供品へのア
クセスを目的に、当社
（場合に
よっては当社関係者） がお客様に
提供するアカウントを意味します。

for
the
the
the
the
be
to

"User Account" means an
account which may be
provided to you by the
Company (or a Company
Party, as the case may be)
for
the
purpose
of
improving your experience
on the Website and use of
the Services, as well as
obtaining access to specific
additional products, utilities
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and offerings provided by
Company Parties.
2.

Applicability and
Acceptance of Policy

2. 適用範囲とポリシーの受諾
2.1.

This Policy defines the
Personal Data, explains how
Personal Data is used and
Processed and instances
when the Company shares
or permits collection of the
Personal
Data
by
the
Company Parties or state
authorities.

2.1.

This Policy shall come into
effect at the moment you
first access the Website or
commence use of any of the
Services.
By
accessing,
browsing or using the
Website and/or any of the
Services you irrevocably
and unconditionally accept
and adhere to provisions of
this Policy without any
exemptions, limitations and
exclusions.

2.2.

2.2.

本ポリシーは個人情報を規定し、個
人情報がどのように使用され、処理
され、当社が当社関係者または州当
局による個人情報のシェアまたは収
集を許可する例を説明します。
本ポリシー
は、お客様が最初にウェ
ブサイトにアクセスしたり、サービ
スの利用を開始したりする時点で有
効となります。ウェブサイトおよび
/またはサービスのいずれかをアク
セス、ブラウズ、または使用する こ
とにより、あなたは本ポリシーの条
項
を取り消し不能かつ無条件に承諾
し、いかなる免除、制限および除外
なく遵守
するものとします。
あなたが企業（登録されているか否
かに関わらず）に代わってウェブサ
イトにアクセスしたり、サービスの
いずれかを使用したりする場合、当
該企業はこのポリシーを受け入れる
ものとします。

2.3.

If you access the Website or
use any of the Services on
behalf
of
a
business
(whether
registered
or
operating
without
registration), that business
hereby accepts this Policy.

あなたが本ポリシーの規定に同意し
なかった場合、
またはあなたの個人
情報の処理について同意したくない
場合は、ウェブサイトまたはその
サービスの使用をただちに停止する
ものとします。

In the event you disagree
with any provision of this
Policy or would not like to
provide your consent for
Processing of your Personal
Data, you shall cease using
the Website or any of the
Services immediately.

2.3.

3.

Legal Grounds for
Personal Data Processing

3. 個人情報処理の法的根拠
3.1.

個人情報の処理は、以下の法的根拠に
基づいてのみ許可されています
：
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3.1.

Processing of Personal Data
is permitted only on the
following legal grounds:
3.1.1.

3.1.2.

Consent
to
Personal
Data
Processing, when
the data subject
has given Consent
to the Processing of
his or her Personal
Data for one or
more
specific
purposes;
contractual
relationships,
where the Personal
Data Processing is
necessary for the
performance of a
contract to which
the data subject is
party or in order to
take steps at the
request of the data
subject
prior
to
entering
into
a
contract;

3.1.3.

controller's legal
obligation, when
the Processing is
necessary
for
compliance with a
legal obligation to
which the controller
is subject;

3.1.4.

vital
interests
protection,when
the Processing is
necessary in order
to protect the vital
interests
of
the
data subject or of
another
natural
person;

3.1.5.

3.2.

3.1.1.

個人情報処理の同意
、情報
の主体が1つ以上の特定の
目的のために自分の個人情
報の処理に同意した場合。

3.1.2.

契約関係、個
 人情報の処理
が、情報の主体が当事者と
なる契約を履行するため、
または契約締結前に情報の
主体の要請に応じて措置を
講じるために必要である場
合。

3.1.3.

管理者の法的義務、処理
が、管理者を対象とする法
的義務の遵守のために必要
な場合。

3.1.4.

重要な利益の保護 、情報
の主体または他の自然人の
重要な利益を保護するため
に処理が必要な場合。

3.1.5.

公益上のコンプライアン
ス
、公共の利益のために行
われるタスクの実行または
管理者に与えられた公的権
限の行使のために処理が必
要な場合。

3.1.6.

管理者の正当な利益
、管理
者または第三者による処理
が正当な利益に基づいて必
要な場合。そのような利益
が、個人情報の保護を必要
とする情報主体の利益また
は基本的権利および自由に
基づいて無効になる場合、
とりわけ情報の主体が子供
の場合。

私たちはあなたの個人情報を以下の
基準に基づいて処理します。
3.2.1.

public
interests
compliance, when
the Processing is

契約履行に必要な場合、し
たがって、私たちがあなた
と契約を結んでいる場合
は、その契約を履行するた
めに（特に、サービスを提
供するために）お客様の個
人情報を処理します。
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necessary for the
performance of a
task carried out in
the public interest
or in the exercise of
official
authority
vested
in
the
controller;
3.1.6.

3.2.

controller's
legitimate
interests,
when
the Processing is
necessary for the
purposes of the
legitimate interests
pursued
by
the
controller or by a
third party, except
where
such
interests
are
overridden by the
interests
or
fundamental rights
and freedoms of
the data subject
which
require
protection
of
Personal Data, in
particular
where
the data subject is
a child.

We Process your Personal
Data on the basis that it is:
3.2.1.

necessary for the
performance of a
contract,
therefore,
where
we have a contract
with you, we will
process
your
Personal Data in
order to fulfil that
contract
(in
particular,
to
provide you with
the Services);

3.2.2.

あなたの同意により承認さ
れた場合、 第4条
（個人情
報処理への同意）記載のと
おり承認された場合。

3.2.3.

当社が法的義務を遵守する
ために必要な場合、特に裁
判所命令または規制当局に
対応する義務がある場合。

3.2.4.

私たちの正当な利益を達成
するために必要な場合、本

契約の条項3.3に詳しく記
載の通り。または
3.2.5.

適用法によって許可されて
いる場合、個人情報処理に
関するそれぞれの法的根拠
が本ポリシーの規定に言及
されていないか、または矛
盾していない場合。

個人情報の特定の処理に関して、当社が依拠
する法的根拠に関する詳細について
は、弊社までご連絡ください。
3.3.

私たちは、サービスの提供と改善、
マーケティング、および当社の権利
と責任を果たすため、あなたと私た
ちのビジネスとの関係を管理するこ
とを含む、多くの正当な利益のため
に個人情報を処理します。特に、私
たちは個人情報を次のように処理し
ます。
3.3.1.

ユーザーアカウントの設定
と管理、テクニカルサポー
ト、カスタマーサポート、
トレーニングの提供、身元
の確認、重要なアカウン
ト、サブスクリプション、
サービス情報の送信のた
め。

3.3.2.

お客様、当社業務、第三者
プロバイダーとの関係を管
理する（例：請求書を送信
する）ため。

3.3.3.

ニュース、リサーチ、レ
ポート、ビジネス情報など
のカスタマイズされたコン
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3.2.2.

authorized
by
your
Consent,which you
give us as it is set
out in Article 4
(Consent
to
Personal
Data
Processing)hereof;

3.2.3.

necessary
for
compliance with
our
legal
obligation,
in
particular, when we
are
obliged
to
respond to a court
order
or
a
regulator;

3.2.4.

necessary
for
performance our
legitimate
interests, as it is
more
detailed
described in Article
3.3 hereof; or

3.2.5.

permitted
by
applicable
legislation, if the
respective
legal
ground for Personal
Data Processing is
not mentioned in,
or contradicts to,
the provisions of
this Policy.

テンツを配信し、提案する
ため。当社はあなたが興味
を持っていると思われる機
能やサービスを提案するた
め、あなたがサービスを使
用する方法を分析し、サー
ビスをより使いやすくしま
す。
3.3.4.

当社サービスにおいてあな
たの体験をパーソナライズ
するため。当社は、サービ
ス内の検索結果をより関連
性のあるものにするため、
また得られた洞察を利用し
てサイトやアプリでオンラ
イン広告をお客様向けに提
供するために、ブラウジン
グ情報と利用情報を保持す
ることがあります。

3.3.5.

当社が提供するサービスを
あなたがより直観的に利用
することができるように
（例えば、同じデータを何
度も入力する必要を無く
す）個人情報をシェアする
ため。

3.3.6.

市場調査の目的で収集され
たデータの分析、およびお
客様が参加を選択した行
動、調査、投票、により得
られたデータの分析に関連
するお客様とのコンタクト
を行うため。

3.3.7.

チャットルーム、メッセー
ジングサービス、コミュニ
ティ、イベントフォーラム
（コミュニティおよびイベ
ントプロフィールを含
む）、関連するコラボレー
ション、ピアコネクショ
ン、ゲーム、情報交換にお
いて、お客様が投稿、シェ
ア、アップロード、または
利用可能にする情報を表示
するため。

3.3.8.

当社サービスの特性および
機能を改善、テスト、強化

You are welcome to contact us for
further information on the
legal grounds that we rely
on in relation to any specific
Processing of your Personal
Data.
3.3.

We Process the Personal
Data for a number of
legitimate
interests,
including to provide and
improve
the
Services,
administer our relationship
with you and our business,

Avanti Con Amore!
Page 7 of 34

for marketing and in order
to exercise our rights and
responsibilities.
In
particular, we Process the
Personal Data to:
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

set
up
and
administer
your
User
Account,
provide
technical
and
customer
support
and
training, verify your
identity, and send
important account,
subscription
and
Service
information;
administer
our
relationship
with
you, our business
and our third-party
providers (e.g., to
send invoices);
deliver and suggest
tailored
content
such
as
news,
research,
reports
and
business
information.
We
analyse the way
you
use
our
Services to make
suggestions to you
for
features
or
Services that we
believe you will also
be interested in,
and so that we can
make our Services
more user-friendly;

するための内部研究、開
発、改善を行うため。
3.3.9.

法律で許可されているマー
ケティングを提供するた
め。

3.3.10.

当社の情報セキュリティ義
務を含む、当社の内部およ
び外部の監査要件を満たす
ため。

3.3.11.

当社、または他者の権利、
プライバシー、安全、ネッ
トワーク、システム、財産
を実行し、守り、遂行する
ため。

3.3.12.

犯罪、詐欺またはその他の
法律または要件の違反を予
防、検出または調査するた
め。

3.3.13.

当社関係者または第三者が
被る損失を防止または検出
するため。

3.3.14.

裁判所、法執行機関、規制
機関、その他の公共および
政府当局からの要求に従う
ため (あなたの居住国外を
含む)。

3.3.15.

当社関係者への補償の要求
に対し弁護を行うため。

3.3.16.

当社または当社と協業する
第三者に適用される法令を
遵守するため。
正当な利益を個人情報処理
の合法的根拠として依拠
すると共に、当社はあな
たの利益、基本的な権利
と自由とのバランスをと
ります。このバランスを
取る行動がどのように実
施されたかについては、
下記に電子メールでお問
い合わせください。
company@osadc.io

personalize
your
experience with our
Services. We may
retain
your
browsing and usage
information
to
make
your
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searches within our
Services
more
relevant and use
those insights to
target advertising
to you online on
our websites and
apps;
3.3.5.

share your Personal
Data across our
Services so that we
can make all of the
Services we deliver
to
you
more
intuitive
(e.g.,
rather
than
requiring you to
enter
the
same
data many times);

3.3.6.

contact
you
in
relation
to, and
conduct, surveys or
polls you choose to
take part in and to
analyse the data
collected for market
research purposes;

3.3.7.

display information
you choose to post,
share, upload or
make available in
chat
rooms,
messaging services,
and community and
event
forums
(including
in
community
and
event profiles) and
for
related
collaboration, peer
connection, games
and
information
exchange;

3.3.8.

conduct
internal
research
and
development and to
improve, test and

3.4.

当社関係者は、16歳未満の子供か
ら個人的に識別可能な情報を故意
に収集することはありません。あ
なたが16歳未満の場合は、ウェブ
サイトとサービスの使用の許可を
親または保護者から得る必要があ
ります。
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enhance
features
functions
Services;

of

the
and
our

3.3.9.

provide you with
marketing
as
permitted by law;

3.3.10.

meet our internal
and external audit
requirements,
including
our
information security
obligations;

3.3.11.

exercise,
protect
and/or enforce our
rights,
privacy,
safety,
networks,
systems
and
property, or those
of other persons;

3.3.12.

prevent, detect or
investigate a crime,
fraud
or
other
breach of law or
requirement;

3.3.13.

prevent or detect
any loss incurred
by Company Parties
or third persons;

3.3.14.

comply
with
requests
from
courts,
law
enforcement
agencies,
regulatory
agencies, and other
public
and
government
authorities,
including
where
they are outside
your
country
of
residence;
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3.3.15.

defend
Company
Parties from claims;

3.3.16.

comply with laws
and
regulations
that apply to us or
third parties with
whom we work.

Where we rely on legitimate
interests as a lawful ground
for Processing your Personal
Data, we balance those
interests
against
your
interests,
fundamental
rights and freedoms. For
more information on how
this balancing exercise has
been carried out, please
contact us by sending an
email
to:company@osadc.io.
3.4.

The Company Parties do not
knowingly collect personally
identifiable
information
from children under the age
of sixteen. If you are under
the age of sixteen, you
must ask your parent or
guardian for permission to
use the Website and the
Services.

4.

Consent to Personal Data
Processing

§1. EU Persons Consent
Personal Data Processing
4.1.

4. 個人情報処理への同意
§1.EU市民の個人情報処理への同意

to

If you are an EU Person and
to Process your Personal
Data we need to receive
your consent, as it is
prescribed by GDPR, we will
process your Personal Data
only in the case we have
received from you a freely
given, specific, informed
and unambiguous indication
of your wishes by which you
signify agreement to the

4.1.

あなたがEU市民である場合、あなた
の個人情報を処理するためには、
GDPRに定められているように、あな
たの同意を得る必要があります。私た
ちは、あなたから自発的かつ具体的
に、情報に基づいた明確な願いの表明
を得た場合にのみ、個人情報を処理し
ます。これにより、個人情報の処理に
同意（以下「同意」という）するもの
とします。

4.2.

同意するには、ウェブサイトにアク
セスする際にボックスにチェックを
入れてください。それぞれの欄に
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processing of your Personal
Data ("Consent").
4.2.

4.3.

You may give your Consent
by ticking a box when
visiting the Website. In the
case you tick the respective
box, you irrevocably and
unconditionally consent and
agree that the Company
Parties shall be entitled to
Process your Personal Data
as it is indicated in your
Consent.
Your Consent covers all
Processing activities with
your Personal Data carried
out for the same purpose or
purposes.
When
the
Processing
has
multiple
purposes,
your Consent
should be deemed given for
all of them.

4.4.

You have the right to
withdraw your Consent at
any time. You can submit
such request by sending us
an
email
to:company@osadc.io. Your
withdrawal of Consent shall
not affect the lawfulness of
your
Personal
Data
Processing
based
on
Consent
before
its
withdrawal.

4.5.

Except
as
required or
enabled by law (including,
for the avoidance of doubt,
the laws of the member
states of the European
Union), we will not use or
disclose your Personal Data
for any purpose for which
you refuse Consent or later
withdraw your Consent. If
you withdraw Consent, you
agree that in spite of this
withdrawal,
we
may

チェックを入れることで、あなたは
当社関係者にあなたの個人情報を処
理する権利を与えることに対し、取
消不能かつ無条件に同意するものと
します。
4.3.

あなたの同意は、同じ目的のために
行われるあなたの個人情報のすべて
の処理活動を含みます。処理に複数
の目的がある場合、お客様の同意は
すべての目的に与えられたものと見
なされます。

4.4.

あなたはいつでもあなたの同意を撤
回する権利を持ちます。そのような
要求を提出するには、こちらに電子
メールをお送りください。
company@osadc.io同意の撤回
は、撤回以前に行われた、同意に基
づく個人情報処理の合法性に影響し
ません。

4.5.

法律で要求されているか、または許
可されている場合を除き （疑義を避
けるために、欧州連合加盟国の法律
を含む）、あなたが同意を拒否、ま
たは後に撤回した目的において、私
たちはいかなる個人情報も使用また
は開示しません。同意を撤回する場
合は、この撤回にもかかわらず、当
社が以前に提供を受けた個人データ
を、契約上または法的に義務付けら
れている範囲で、当社関係者に対す
る契約上の義務を履行するために、
または法律によって許可される必要
な範囲で引き続き使用することがあ
ります。あなたは、個人情報を提供
することなく本ウェブサイトを使用
することができますが、支払いに関
連するデータや、当社関係者または
そのパートナーとの継続的な関係を
含む特定の個人情報が必要であるこ
とを理解するものとします。あなた
の個人情報を私たちに提供すること
を拒否する場合、または後に同意を
撤回する場合、私たちはそれ以降特
定のサービスまたはウェブサイトへ
のアクセスを提供することができま
せん。

§2.EU市民以外の個人情報処理への同意
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continue
to use those
Personal Data previously
provided to us to the extent
that we are contractually or
otherwise legally obliged to
do so and to the extent
necessary to enforce any
contractual obligation you
may have towards the
Company Parties or in any
other way permitted by law.
You also understand that
although you can use the
Website for some purposes
without
providing
your
Personal Data, we need
certain
Personal
Data,
including data linked to
payment or involving an
ongoing relationship with
the Company Parties or our
partners. If you refuse to
provide us with Personal
Data we require or later
withdraw your consent, we
may no longer be able to
provide you with certain
Services or access to the
Website.

4.6.

あなたがEU市民でない場合は、本
ウェブサイトまたはその他の方法を
通じてあなたの個人情報を当社に送
信することにより、あなたは当社関
係者に本ポリシーに基づく以下の権
利を与えることに取消不能かつ無条
件に同意するものとします。
4.6.1.

私たちに提供されたあなた
の個人情報、および本ウェ
ブサイトおよびサービスの
使用によって収集される個
人情報 （つまり、私たち
が自動的に収集、および/
または他のソースから提供
される個人情報） を、収
集、保管、使用、開示、共
有および転送 （国外を含
む） を含むあらゆる方法
で処理すること。および、

4.6.2.

あなたが当ウェブサイトお
よび/またはサービスをあ
なたのユーザーアカウント
にログインしてアクセスす
る際に、当社関係者がクッ
キーおよびウェブビーコン
（ピクセルタグ）を使用し
て個人情報を収集し、あな
たのコンピュータおよび
ウェブブラウザに個人情報
を関連付けること。

§2. Non-EU Persons Consent to
Personal Data Processing
4.6.

If you are not an EU Person,
by transferring to us your
Personal
Data
via the
Website or otherwise, you
irrevocably
and
unconditionally consent and
agree that the Company
Parties shall be entitled, in
accordance with this Policy:
4.6.1.

To Process in any
manner, including
to collect, store,
use, disclose, share
and
transfer
(including
cross-border), your
Personal Data so
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provided to us, as
well
as
your
Personal
Data
collected from your
use of the Website
and the Services
(i.e. your Personal
Data
which
we
collet automatically
and/or from other
sources); and
4.6.2.

5.

to use cookies and
web beacons (pixel
tags) to collect your
Personal Data and
associate
the
Personal Data with
your computer and
web browser, as
well as, in the
event you access
the Website and/or
the Services logged
in to your User
Account, with your
User Account.

Collection of Personal
Data

5. 個人情報の収集
§1.一般規定

§1. General Provisions
5.1.

The type of Personal Data
we collect depends on how
you are interacting with us
and which Services you are
purchasing or using. In
many
cases,
you
can
choose whether or not to
provide us with Personal
Data, but if you choose not
to, you may not get full
functionality

from the
Website or its Services.
5.2.

When you visit the Website,
you may provide us with
the
following types of
Personal Data: (i) Personal
Data that you voluntarily

5.1.

当社が収集する個人情報の種類は、あ
なたが当社とどのように関わっている
か、購入または使用しているサービス
によって異なります。多くの場合、私
たちに個人情報を提供するかどうかを
選択できますが、提供しない選択をし
た場合は、ウェブサイトまたはその
サービスから完全な機能を得ることは
できません。

5.2.

ウェブサイトにアクセスすること
で、あなたは次の種類の個人情報を
提供することがあります。
（i）あな
たが自発的に開示する個人情報で、
個別に収集されるもの。 （ii）あな
たがウェブサイトおよびそのサービ
スを利用する際に自動的に収集され
る個人情報（iii）
ウェブサイト以外
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disclose that is collected on
an individual basis; 
(ii)
Personal
Data
collected
automatically when you use
the
Website
and
its
Services; and (iii) Personal
Data which we collect from
sources other than the
Website.
5.3.

You may always refuse to
supply your Personal Data,
though this may prevent
you
from
engaging in
certain
Website-related
activities and/or obtaining
certain Services.

5.4.

The Website contains links
to
other
third
party
websites that may collect
Personal Data about you,
including through cookies or
other technologies. If you
use our links to visit
another websites, you will
leave the Website and this
Policy will not apply to your
use of, and activity on those
other websites. You should
consult
these
other
websites' privacy policies as
we have no control over
them,
and
are
not
responsible
for
any
information
that
is
submitted to or collected by
these third parties.

§2. Personal Data You Provide to
Us
5.5.

In order to perform the
Services
and
the
functionality of the Website,
we are entitled to ask you
to provide Company Parties
with your Personal Data,
including (but not limited):

のソースから私たちが収集する個人
情報。
5.3.

あなたはいつでも個人情報の提供を
拒否できますが、これにより特定の
Webサイト関連の活動への参加、お
よび/または特定のサービスの利用
が出来ない可能性があります。

5.4.

ウェブサイトには、クッキーやその
他の技術を通じて、あなたに関する
個人情報を収集する可能性のある第
三者のウェブサイトへのリンクが含
まれています。当社のリンクを使用
して別のウェブサイトを訪問する場
合、本ウェブサイトを離れることに
なり、本ポリシーは、他のウェブサ
イトでのあなたの使用および活動に
は適用されません。これら他のウェ
ブサイトのプライバシーポリシー
は、当社が管理するものではありま
せんので別途ご参照ください。これ
らの第三者に提出または収集された
情報については一切責任を負いませ
ん。

§2.あなたが当社に提供するデータ
5.5.

本サービスおよびウェブサイトの機
能を実行するために、当社は、以下
を含む（ただしこれに限定されな
い）あなたの個人情報を当社関係者
に提供するようあなたに依頼する権
利を有します。
5.5.1.

氏名または代理する組織の
名称。

5.5.2.

ユーザー名 パスワード。

5.5.3.

メールアドレス。

5.5.4.

電話番号。

5.5.5.

生年月日。

5.5.6.

暗号通貨ウォレットアドレ
ス。

5.5.7.

郵送先住所および居住国。

5.5.8.

本人確認文書の詳細。

Avanti Con Amore!
Page 15 of 34

5.5.1.

full name or the
name of an entity
you represent;

5.5.2.

username
password;

5.5.3.

email address;

5.5.4.

phone number;

5.5.5.

date of birth;

5.5.6.

cryptocurrency
wallet address;

5.5.7.

mailing address and
country
of
residence;

5.5.8.

personal
identification
document details;

5.5.9.

5.5.10.

5.6.

payment
information,
such
as, payment card
number (credit or
debit card), and the
security
code
associated
with
your
payment
instrument, if you
make a payment;
and

5.6.

支払いを行う場合は、支払
いカード番号（クレジット
カードまたはデビットカー
ド）、お支払い方法に関連
付けられたセキュリティ
コードなどの支払い情報。
そして

5.5.10.

あなたの公開LinkedInア
カウント、あなたの公開
Twitterアカウント、あな
たの専門的な背景、私たち
のエコシステムに貢献する
方法についてのあなたの考
えなど、あなたが提供する
ことを選択した他の個人情
報。

本ポリシーの条項 5.5 に示され
た個人情報は、自発的に提供され
た場合にのみ、そして明確にウェブ
サイト上または本ポリシーで示され
ている目的のためにのみ収集されま
す。

5.7.

other Personal Data
you
choose
to
provide, such as
your
public
LinkedIn account,
your public Twitter
account,
your
professional
background,
your
thoughts on how
you can contribute
to our ecosystem.

Personal Data set out in
Article
5.5
hereof
is
collected
only
when
voluntarily
offered,
and

5.5.9.

本ウェブサイトの利用規約に定
められた規定を損なうことな
く、あなたが当社関係者に条項
5.5 に定められた個人情報を提供
しない場合、または不正確で誤
解を招く、または不完全な個人
情報を提供した場合は、自らの
裁量により当社関係者は、あな
たに通知することなく以下を行
う権利を有するものとします。
5.7.1.

お客様のウェブサイトおよ
び/またはサービスの使用
に制限および制限を課すこ
と。および/または、

5.7.2.

ウェブサイト、ユーザーア
カウント、またはサービス
へのアクセスを中断または
停止すること。

§3.当社が自動的に収集するデータ
5.8.

当社関係者は、様々な方法および状
況においてあなたの情報を収集しま
す。これらはウェブサイトへの登
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solely for purposes that are
clearly identified on the
Website or in this Policy.
5.7.

Without prejudice to the
provisions set out in the
Terms of Use for the
Website, in the case you do
not
provide
Company
Parties with the Personal
Data set out in Article 5.5
hereof, or provide them
with inaccurate, misleading
or
incomplete
Personal
Data, Company Parties at
their sole discretion shall be
entitled, without any notice
to you,to:
5.7.1.

5.7.2.

impose limitations
and restrictions on
your use of the
Website and/or the
Services; and/or

5.9.

ウェブサイトへのアクセス、関わ
り、運営および本サービスの提供の
過程で当社関係者が収集または当社
関係者に送信される個人情報には、
以下の個人情報が含まれますが、こ
れらに限定されません。
5.9.1.

ハードウェアモデル、オペ
レーティングシステムと
バージョン、使用している
ウェブブラウザ、およびそ
の他のデバイス識別子を含
む、ウェブサイトにアクセ
スするために使用するコン
ピュータまたはモバイルデ
バイスに関する（ただしこ
れに限定されない）、デバ
イス情報。

5.9.2.

あなたがウェブサイト内を
どのようにナビゲートする
かに関する情報、ブラウジ
ング履歴、ウェブサイトの
どの要素、またはサービス
を最も利用するかに関する
情報などの、使用情報と閲
覧履歴。

5.9.3.

位置情報機能を備えたサー
ビスのための位置情報。地
理的位置データを収集する
ための同意が必要な場合
は、別途収集します。

5.9.4.

あなたの国や使用言語など
の人口統計情報。

suspend
or
terminate
your
access
to
the
Website, your User
Account
or
the
Services.

§3. Personal Data We Collect
Automatically
5.8.

録、注文またはリクエストの送信
（該当する場合）、ニュースレター
の購読、アンケートへの回答、
フォームの記入、ライブチャットの
使用（該当する場合）、当社の製品
に関するフィードバックの提供を含
みますが、これらに限定されませ
ん。当社関係者は、あなたのウェブ
サイトまたはサービスのさまざまな
セクションとの関わりの中で収集さ
れた個人情報を、他の関連する利用
可能な情報と組み合わせる権利を有
するものとします。

Company
Parties
may
collect the Personal Data
from you in a variety of
ways and circumstances,
including, but not limited to,
registration on the Website,
placement of an order or a
request
(if
applicable),
subscription to a newsletter,
response to a survey, filling
out a form, use of a live
chat
(if
applicable),
providing us with feedback
on our products or Services.
Company Parties shall be
entitled to combine Personal
Data collected in the course
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of your interaction with
different sections of the
Website or the Services
with any other relevant
available information.
5.9.

Personal Data collected by
or transmitted to Company
Parties in the course of
accessing, interacting and
operating of the Website
and
provision
of
the
Services
may
include,
without
limitation,
the
following Personal Data:
5.9.1.

device information,
which may include
(but is not limited
to)
information
about the computer
or mobile device
you use to access
the
Website,
including
the
hardware
model,
operating
system
and version, the
web browser you
use,
and
other
device identifiers;

5.9.2.

usage information
and
browsing
history, such as,
information about
how you navigate
within the Website,
your
browsing
history and which
elements of the
Website or which
Services you use
the most;

5.9.3.

location data, for
Services
with
location-enhanced
features.
If
we
need your consent
to
collect

5.9.5.

あなたのログイン詳細、訪
問日時、閲覧ページ、IPア
ドレス、ウェブサイトでの
滞在時間、本ウェブサイト
の訪問直前および直後に訪
問したウェブサイトなどを
含むが、これに限定されな
いサーバーログ情報。

5.9.6.

テレメトリ情報。あなたが
当社のいかなるオープン
ソースソフトウェアを使用
している場合も、帯域幅の
アップロードとダウンロー
ドの速度、デバイス上の空
き容量と使用済みストレー
ジ容量、その他のデバイス
に関する統計情報を収集す
ることがあります。

5.9.7.

使用情報。本ウェブサイト
を使用する場合は、当社は
あなたがストレージにアッ
プロードするファイルに関
するメタデータを収集し、
秘密鍵を使用して通信を認
証したインスタンスを記録
します。

5.9.8.

クッキーやその他のトラッ
キング技術によって収集さ
れる情報。当社と当社の
サービスプロバイダは、
クッキーやウェブビーコン
を含め、あなたが本ウェブ
サイトとやり取りする際に
さまざまな技術を使用して
情報を収集します。クッ
キーは、ウェブサイトにア
クセスした際にデバイスに
保存される小さなデータ
ファイルで、デバイス識別
子、IPアドレス、ウェブサ
イトへのアクセスに使用さ
れたウェブブラウザ、表示
されたページや機能、ペー
ジに費やされた時間、モバ
イルアプリの掲載結果、ク
リックされたリンクに関す
る情報を収集します。ウェ
ブビーコンは、ウェブサイ
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geo-location data,
we will collect this
separately;
5.9.4.

demographic
information,
such
as, your country,
and
preferred
language;

5.9.5.

server
log
information, which
may include (but is
not limited to) your
login details, the
date and time of
visits, the pages
viewed, your IP
address, time spent
at the Website and
the websites you
visit just before and
just
after
the
Website;

5.9.6.

5.9.7.

telemetry
information. If you
use any of our open
source software, we
may
collect
bandwidth upload
and
download
speeds, the amount
of free and used
storage space on
your device and
other
statistics
about your device;
usage information.
If you use the
Website, we will
collect
metadata
about the files you
upload for storage
and we will record
instances in which
you have used your
private
key
to
authenticate
communications;

トまたは電子メールに配置
されたグラフィック画像で
あり、ウェブサイトにアク
セスしたユーザーまたは電
子メールを送信したユー
ザーの行動をモニターする
ために使用されます。多く
の場合、クッキーと組み合
わせて使用されます。
5.10.

本ウェブサイトの運営およびサービ
ス提供の過程で収集される個人情報
は、ウェブサイトおよびサービスに
アクセスする際にユーザーアカウン
トにログインしているかどうかに
よって異なる場合があります。

5.11.

当社は、クッキーを使用して、今後
より良いユーザー体験とツールを提
供するために、ウェブサイトのトラ
フィックとウェブサイトの相互作用
に関する集計データを作成すること
があります。また、当社を代理して
この情報を追跡する、信頼できる第
三者サービスを使用する場合があり
ます。ブラウザでクッキーを無効に
すると、ウェブサイトの機能の一部
がオフになることがあります。

§4.他のソースから収集したデータ
5.12.

我々は
また、別個のサードパーティ
のサービスのアカウントの資格情報
を使用して、ユーザーアカウントに
ログインするときのように、他の
ソースからあなたの情報を受け取る
ことがあります。当社は、関連する
サードパーティの認証画面に表示さ
れている通りに、そのサービスから
の情報を受け取ります。
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5.9.8.

5.10.

information
collected by cookies
and other tracking
technologies.
We
and
our service
providers
use
various
technologies
to
collect information
when you interact
with the Website,
including
cookies
and web beacons.
Cookies are small
data files that are
stored
on
your
device when you
visit
a
website,
which enable us to
collect information
about your device
identifiers,
IP
address,
web
browsers used to
access the Website,
pages or features
viewed, time spent
on pages, mobile
app
performance
and links clicked.
Web beacons are
graphic images that
are placed on a
website or in an
email that is used
to
monitor
the
behavior
of
the
user visiting the
website or sending
the email. They are
often
used
in
combination
with
cookies.

Personal
Data
collected
hereunder in the course of
operation of the Website
and
provision
of
the
Services
may
differ
depending on whether you
access the Website and the
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Services logged in to your
User Account or without
logging in.
5.11.

We may use cookies to
compile
aggregate
data
about the Website traffic
and
the
Website
interactions in order to offer
better user experiences and
tools in the future. We may
also use trusted third-party
services that track this
information on our behalf. If
you disable cookies in your
browser it may turn off
some of the features of the
Website.

§4. Data We Collect from Other
Sources
5.12.

6.
6.1.

6.2.

We
may
also
receive
information about you from
other sources, such as
when you loginto your User
Account by using your
account credentials for a
separate
third-party
service. We will receive
information
from
that
service as indicated in the
relevant
third
party's
authorization screen.
Use of Personal Data
We use Personal Data to
provide and improve the
Website and its Services
and for other purposes that
are
in
our
legitimate
interests, as well as for
compliance purposes.
We will use the Personal
Data for purposes of:
6.2.1.

providing,
maintaining,
delivering
improving

6. 個人情報の使用
6.1.

当社は、個人情報を、本ウェブサイト
とそのサービスを提供し、改善し、ま
た正当な利益を得る他の目的のため
に、またコンプライアンスの目的で使
用します。

6.2.

私たちは以下の目的で個人データを
使用します。
6.2.1.

ウェブサイト、サービス、
またはウェブサイトを通じ
て提供されるその他の製品
またはサービスの提供、維

or
the
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Website,
the
Services or other
products
or
services
provided
through
the
Website;
6.2.2.

verifying that you
are
a
unique
individual or entity;

6.2.3.

conducting
our
white-listing
process if you want
to participate in a
token
sale
organized by the
Company Parties;

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

analysing
and
tracking
Personal
Data to determine
the usefulness or
popularity
of
certain
content,
and
to
better
understand
the
online activity of
the Website users;
fulfilling our legal or
regulatory
requirements;
providing you with
the
information,
products
or
services that you
have requested;
answering
your
inquiry
or
responding to a
communication
from you;
developing
products
services;
sending
technical

new
or

持、配達または改善するた
め。
6.2.2.

あなたが一意的な個人また
は団体であることを確認す
るため。

6.2.3.

当社関係者が主催するトー
クンセールに参加を希望す
る場合は、ホワイトリスト
作成プロセスを実施するた
め。

6.2.4.

個人情報の分析と追跡を行
い、特定のコンテンツの有
用性や人気を判断し、ウェ
ブサイトユーザーのオンラ
イン活動をよりよく理解す
るため。

6.2.5.

法的または規制上の要件を
満たすため。

6.2.6.

あなたが要求する情報、製
品、またはサービスを提供
するため。

6.2.7.

あなたの質問に答え、連絡
に応答するため。

6.2.8.

新しい製品やサービスの開
発のため。

6.2.9.

テクニカル通知、サポート
または管理通知を送信する
ため。

6.2.10.

製品、サービス、プロモー
ション、イベント、その他
お客様の興味を引くと思わ
れるニュースや情報につい
てのお客様とのコミュニ
ケーションのため。そして

6.2.11.

ウェブサイトに関連する動
向、利用状況および活動の
監視および分析のため。

6.2.12.

詐欺的取引や不正または違
法行為の検出、調査、防止
のため。

you
notices,
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support
administrative
notifications;
6.2.10.

7.

or

6.2.13.

当社関係者およびその他の
者の権利と財産を保護する
ため。

communicating
with
you
about
news,
products,
Services,
events
and
other
information
we
think will be of
interest to you;

6.2.14.

あなたから収集した情報を
他の情報とリンク、接続ま
たは結合するため。そして

6.2.15.

個人情報が収集されたその
他の目的または理由を実行
するため。

6.2.11.

monitoring
and
analysing
trends,
usage and activities
in connection with
the Website;

6.2.12.

detecting,
investigating
and
preventing
fraudulent
transactions
or
unauthorized
or
illegal activities;

6.2.13.

protecting
the
rights and property
of the Company
Parties and others;

6.2.14.

linking, connecting
or
combining
information
we
collect
from
or
about
you
with
other information;
and

6.2.15.

carrying out any
other purpose or
reason for which
Personal Data was
collected.

Disclosure of Personal
Data

7. 個人情報の開示
7.1.

7.1.

The Company Parties treat
Personal
Data
as
confidential and may not

当社関係者は、個人情報を機密として
扱い、正当な法的根拠がない限り、か
かるデータを渡すことはできません。
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pass on or use any such
data without valid legal
grounds.
7.2.

7.2.

私たちはあなたの個人情報を以下の
方法でのみ開示します。
7.2.1.

あなたの同意を得たもの、
またはあなたの指示による
もの。

7.2.2.

現在または将来の当社関係
者、および当社または当社
のオフィスと国際的に共通
の支配権または所有権を有
する他の企業間で行うも
の。

7.2.3.

私たちのために仕事を行う
第三者またはサービス提供
者との間で行うもの。

7.2.4.

ユーザー名やオンライン
フォーラムのようなウェブ
サイトのインタラクティブ
な領域を使用するときに投
稿するコンテンツなど、共
有する選択をしたある特定
の情報は、一般に表示され
る場合があります。

7.2.5.

当社の資産の合併または売
却に関連して、または当社
が融資を行っているか、買
収に関与している場合、ま
たは当社の事業資産の一つ
として個人情報が開示また
は移転される可能性がある
場合。

7.2.6.

情報の要求に基づき、適用
される法律、規則または法
的手続に従った開示が必要
と判断された場合。

7.2.7.

あなたの行動がユーザー合
意や本ポリシーまたは法律
と矛盾していると思われる
場合、または当社関係者ま
たは他者の権利、財産およ
び安全を保護する場合。

7.2.8.

合理的な範囲内であなたを
特定するために使用するこ
とができない、統計された

We will only disclose your
Personal
Data
in
the
following ways:
7.2.1.

with your Consent
or
at
your
instruction;

7.2.2.

with our current or
future
Company
Parties and with
other
companies
under
common
control
or
ownership with us
or
our
offices
internationally;

7.2.3.

with third parties or
service
providers
that perform work
for us;

7.2.4.

certain information
you may choose to
share
may
be
displayed publicly,
such
as
your
username and any
content you post
when
you
use
interactive areas of
the Website like our
online forums;

7.2.5.

in connection with a
merger or sale of
our
company
assets, or if we do
a financing or are
involved
in
an
acquisition, or any
other
situation
where
Personal
Data
may
be
disclosed
or
transferred as one
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of
our
assets;

business

7.2.6.

in response to a
request
for
information if we
believe disclosure is
in accordance with,
or required by, any
applicable
law,
regulation or legal
process;

7.2.7.

if we believe your
actions
are
inconsistent
with
our
user
agreements,
policies
or
legislation, or to
protect the rights,
property and safety
of any assets of the
Company Parties or
third parties;

7.2.8.

with third parties
where
aggregate
Personal Data is
disclosed
which
cannot
be
reasonably be used
to identify you.

7.3.

Company
Parties
may
without limitations share
aggregated or de-identified
information, which cannot
reasonably be used to
identify you.

8.

Transmission of Personal
Data

個人情報を開示する第三者
との間で行うもの。
7.3.

8. 個人情報の送信
8.1.

8.1.

The
transmission
of
Personal Data or any other
information
(including
communications by e-mail)
over the Internet or other
publicly accessible networks
is not one hundred percent
secure. Company Parties

当社関係者は、あなたを合理的に特
定するために使用できない集約され
た、または識別されない情報を制限
なしに共有することができます。

インターネットまたはその他の公的に
アクセス可能なネットワーク上での個
人情報またはその他の情報（電子メー
ルによる通信を含む）の送信は、100
パーセント安全ではありません。当社
関係者は、インターネットを介して送
信される個人情報、その他の情報や、
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are not liable for the
security of any Personal
Data
or
any
other
information
you
are
transmitting
over
the
Internet,
or
third-party
content.
8.2.

8.3.

9.

9.1.

Any transactions on the
blockchain
network
are
public and Company Parties
can not exclude transaction
data from the blockchain.

第三者のコンテンツのセキュリティに
ついては責任を負いません。
8.2.

ブロックチェーンネットワーク上の
トランザクションはすべて公開され
ており、当社関係者は取引データを
ブロックチェーンから除外すること
はできません。

8.3.

EU市民の個人情報の内部または外部
の受信者への送信は、許可要件の対
象であり、定義された目的に従うも
のです。欧州経済圏外の受取人に送
信されるEU市民の個人情報は、少な
くともGDPRが求めるものと同等の
保護を受ける必要があります。EU市
民の個人情報の第三国へのグループ
内送信は、当社関係者の規約により
提供される保護措置の対象となりま
す。

Transmission of Personal
Data of EU Persons to
recipients, both internally or
externally, is subject to the
authorisation requirements
and pursuant to defined
purposes. Personal Data of
EU Persons transmitted to a
recipient
outside
the
European Economic Area
must
be
subject
to
protection
at
least
equivalent to that sought by
the
GDPR.
Intragroup
transfers of Personal Data
of EU Persons to third
countries are subject to the
safeguards provided by the
by-laws of the Company
Parties.
Protection of Personal
Data. Security Measures
We
take
appropriate
security, administrative and
technical
measures
to
protect any Personal Data
you provide regarding the
collection,
storage
and
Processing of Personal Data,
as
well
as
security
measures to protect your
User
Account
against
unauthorized
access,
modification, disclosure or

9. 個人情報の保護セキュリティ対策
9.1.

当社は、 個人情報の収集、保管、処
理にまつわるあらゆるあなたの個人情
報、および不正アクセス、改ざん、漏
洩、または破壊からユーザーアカウン
トを保護するためのセキュリティ、運
営、技術的な対策を講じます。

9.2.

個人情報は、最先端の技術的および
組織的措置を通じて、不正アクセス
や不正な処理や開示、偶発的な紛
失、変更または破壊から保護されま
す。これらは、技術開発や組織変更
に伴って継続的に調整され、更新さ
れます。さらに、個人情報保護監査
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destruction of your Personal
Data.
9.2.

Personal
Data
is
safeguarded
from
unauthorised access and
unlawful
Processing
or
disclosure,
as
well
as
accidental loss, modification
or
destruction,
through
state-of-the-art
technical
and
organisational
measures.
These
are
adjusted
and
updated
continuously in tandem with
technical developments and
organizational
changes.
Additionally, Personal Data
protection audits and other
controls are carried out on a
regular basis.

9.3.

We take reasonable steps to
protect the security of the
Personal
Data
communicated through the
Website.
However,
no
computer security system is
entirely fool proof and the
Internet is not a secure
method
of
transmitting
information. As a result, we
do
not
assume
any
responsibility
for
the
Personal Data you submit to
or receive from us through
the Internet, or for any
unauthorized access or use
of that information, and we
cannot
and
do
not
guarantee that information
communicated by you to us
or sent to you by us will be
received, or that it will not
be altered before or after its
transmission to us. You
agree to not hold any
Company Party liable for
any loss or damage of any
sort incurred as a result of
any
misappropriation,

およびその他の管理は定期的に行わ
れます。
9.3.

当社は、ウェブサイトを通じて伝達
された個人情報のセキュリティを保
護するための合理的な措置を講じま
す。しかし、コンピュータセキュリ
ティシステムは完全にフールプルー
フではなく、インターネットは情報
を伝達する安全な方法ではありませ
ん。その結果、私たちは、インター
ネットを介して提出した個人情報、
またはその情報への不正アクセスや
使用について一切の責任を負うもの
ではなく、あなたから当社に連絡さ
れた情報が到達する保証、当社があ
なたに送る情報が到達する保証、そ
れが私たちに伝達される前または後
に変更されない保証は出来ません。
お客様は、ウェブサイトを通じて提
供された情報の不正使用、傍受、改
変、削除、破壊、または使用の結果
として生じたいかなる損失または損
害に対しても、当社関係者はいかな
る責任も負わないことに同意するも
のとします。

9.4.

ほとんどのウェブブラウザは、クッ
キーをデフォルトとして受け入れる
ように設定されています。クッキー
を無効にしてオプトアウトすること
もできます（ブラウザのヘルプメ
ニューを参照してください）。ただ
し、クッキーを無効にすると、ウェ
ブサイトの使用が制限されることが
あります。指示に従ってオプトアウ
トすることにより、いつでも当社か
らのプロモーション用の通信を受信
しないようにすることもできます。
オプトアウトした場合でも、テクニ
カル通知、サポート、管理通知、
ユーザーアカウントに関する情報
（該当する場合）など、プロモー
ション以外の情報を送信することが
あります。

9.5.

私たちに提供される個人情報は、そ
れぞれの当社関係者を管轄する適用
法に基づいて保存されます。個人情
報の保管期間は、各当社関係者を管
轄する当局の法律によって決定され
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interception, modification,
deletion, destruction or use
of
information
provided
through the Website.
9.4.

Most web browsers are set
to accept cookies as a
default. You may wish to
opt out by turning off
cookies (please refer to the
help
menu
on
your
browser);
however,
switching off cookies may
restrict your use of the
Website. You may also opt
out of receiving promotional
communications from us at
any time by following the
instructions
in
those
communications. If you opt
out, we may still send you
non-promotional
communications, such as
technical notices, support or
administrative notifications
or information about your
User Account (if you have
one).

9.5.

Personal Data provided to
us is stored in accordance
with applicable laws of the
jurisdiction of the respective
Company Party. The period
for which the Personal Data
will be stored is determined
by the applicable laws of
the
jurisdiction
of the
respective Company Party.
The Company Parties have
ensured that appropriate
security standards are in
place
regarding
the
safeguarding, confidentiality
and security of Personal
Data.

ます。当社関係者は、個人情報の保
護、秘密性およびセキュリティに関
して適切なセキュリティ基準が確実
に実施されていることを保証しま
す。

ARTICLE 10. Retainment of
Information

10.情報の保持
10.1.

あなたにサービスを提供するために適
用される法律および必要に応じて、当
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10.1.

10.2.

In
accordance
with
applicable laws and as
needed to provide the
Services to our users,
Company Parties may hold
your Personal Data. This
requirement is conditioned
by a need to complywith
legal obligations and resolve
possible disputes.

社関係者はあなたの個人情報を保持す
ることがあります。この要件は、法的
義務 を遵守し、起こりうる紛争を解
決する必要があることを条件としてい
ます 。
10.2.

Company Parties may retain
your Personal Data so long
as your User Account is
active.
Moreover,
your
Personal Data may be held
beyond
the
abovementioned
period
until it is indispensable for
Company Parties to have
relevant
information
to
respond to any issues that
may arise later.

当社関係者は、あなたのユーザーア
カウントが有効な限り、あなたの個
人情報を保持することができます。
さらに、あなたの個人情報は、後に
発生する可能性のある問題に対応す
るために必要な情報が当社関係者に
とって不可欠な場合、上記の期間を
超えて保持されることがあります。

ARTICLE 11. EU Persons' Rights
11.1.

11.2.

The Company Parties value
protection of all Website
and Services users' rights
relating to their Personal
Data, hence, the Company
Parties are committed to
making
sure
you
can
exercise your respective
rights effectively and free of
charge. The Company will
ensure each your request
related to your Personal
Data be reviewed in a
timely fashion.
EU
Persons
shall
acknowledge,
that
their
rights relating to Personal
Data are provided in the
GDPR and other applicable
laws of the member states
of the European Union. In
particular, EU Persons have
the following rights relating
to their Personal Data:

11.EU市民の権利
11.1.

当社関係者は、個人情報に関するすべ
てのウェブサイトおよびサービスの利
用者の権利を尊重することを大切にし
ています。したがって、当社関係者
は、それぞれの権利を効果的かつ無償
で行使できるよう努力しています。当
社は、あなたの個人情報に関連するご
要望が、適時に確認できるようにしま
す。

11.2.

EU市民は、GDPRおよびEU加盟国
のその他の適用される法律におい
て、個人情報に関する権利が提供さ
れていることを認めるものとしま
す。とりわけ、EU市民は、個人情報
に関する以下の権利を有していま
す。
11.2.1.

アクセスする権利。あなた
は個人情報へのアクセスを
要求し、そのような個人情
報のコピーをあなたが利用
可能なフォーマット（例え
ば、PDF、DOC、DOCXな
ど）で入手することができ
ます。
そのような要求を
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11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

right to access.
You can request
access
to
you
Personal Data and
obtain a copy of
such Personal Data
in
a
format
acceptable to you
(e.g. PDF, DOC,
DOCX, etc.). You
can submit such
request by sending
an
email
to
company@osadc.io.
After your request
is
received, our
privacy
team
reviews the form
and
conducts
requestor's identity
verification without
undue delay. Upon
successful
verification, you are
provided
with a
copy
of
your
Personal Data;
right
to
data
portability.
You
have the right to
receive
your
Personal
Data,
which you have
provided to us, in a
structured,
commonly used and
machine-readable
format and have
the
right
to
transmit those data
to another service
provider
(controller) without
hindrance from us;

提出するには、こちらに
電子メールをお送りくだ
さい。
company@osadc.io.要求
が受信された後、当社のプ
ライバシーチームはフォー
ムを精査し、過度の遅滞な
く要求者の身元確認を行い
ます。確認に成功すると、
あなたの個人情報のコピー
が提供されます。
11.2.2.

データのポータビリティ。
あなたは、当社に提供した
個人情報を、構造化された
一般的に使用され、機械で
判読可能な形式で受信し、
当社からの干渉なく他の
サービスプロバイダ（管理
者）に送信する権利を有し
ます。

11.2.3.

消し去る権利（「忘れられ
る権利 」）と 是正の権
利
。お客様は、個人情報の
消去または訂正を
company@osadc.io 
まで
お送りいただくことによ
り、要求することが出来ま
す。当社は、かかる要求の
履行を妨げる法律上の要件
がない限り、個人情報の修
正または削除要求を処理し
ます。要求が処理される
と、あなたの個人情報が変
更または削除され、収集さ
れなくなったことが通知さ
れますが、当社関係者の法
的要件を満たすために、当
社への要求事項が満たされ
たことに関する情報を保存
することがあります。

11.2.4.

right to erasure
("Right
to
be
forgotten")
andright
to
rectification. You

異議申し立ての権利
。いつ
でも、あなたは個人情報の
処理に関し異議を申し立て
る権利があります。
company@osadc.io に
電
子メールを送ることで、異
議を申し立てる権利を行使
することができます。要求
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are
entitled
to
request erasure or
rectification of your
Personal Data by
sending
us
a
respective request
to
company@osadc.io.
We
will
handle
requests
for
Personal Data to be
rectified or deleted,
unless there is a
legal
requirement
that prohibits such
request
to
be
fulfilled.
When
request is fulfilled,
you
will
be
informed that your
Personal Data is
changed or erased
and is not-longer
collected, however,
to fulfil our legal
requirements
the
Company
Parties
will
store
information about
each requestor for
the purposes of
providing
an
evidence
that a
request has been
fulfilled;
11.2.4.

を受領した時点で、当社は
処理のための法的根拠がな
い限り、処理を中止しま
す。
11.2.5.

情報を得る権利。あなたの
個人情報に関して行われた
処理活動についてお問い合
わせをいただいた場合、当
社関係者は、過度の遅滞な
く、以下に関する情報を提
供します。（i）
処理の目
的。 （ii）
個人情報のカテ
ゴリーおよびタイプ。 （
iii）
保持期間。 （
 iv）
関
連する個人情報のソース。
（v）データのポータビリ
ティに関するプライバシー
権と情報。ただし、当社関
係者の個人情報および処理
業務のカテゴリーに関する
すべての情報は、本ポリ
シーで閲覧可能です。

11.2.6.

監督当局に訴えを提出する
権利。監督当局とは、
GDPR第51条に基づきEU
加盟国が制定した独立した
公的機関を意味します。

right to object
. At
all times, you are
entitled to object to
Processing of your
Personal
Data.
Right to object can
be exercised by
sending an email to
company@osadc.io.
Upon receipt of the
request,
the
Company
Parties
cease
the
Processing, unless
there is a legal or
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statutory
ground
for
such
Processing;
11.2.5.

right
to
be
informed. If you
are inquiring about
Processing activities
conducted
with
respect
to
your
Personal Data, the
Company
Parties,
without
undue
delay, will provide
information about:
(i)
purposes
of
Processing;
(ii)
categories
and
types of Personal
Data;
(iii)
retention
period;
(iv) source of the
relevant
Personal
Data; (v) privacy
rights
and
information on Data
portability.
However,
all
information about
the categories of
Personal Data and
Processing
operational
conducted
by
Company Parties is
available in this
Policy; and

11.2.6.

the right to lodge
a complaint with
a
supervisory
authority.
Supervisory
authority means an
independent public
authority which is
established by an
EU member state
pursuant to Article
51 GDPR.
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ARTICLE 12. Alterations to Policy
12.1.

12.2.

We have the right, at our
discretion, to update this
Policy at any time. We
recommend
that
you
frequently check this Policy
to find any changes and
stay informed about how we
help protect the Personal
Data.
By using the Website, you
acknowledge and agree that
it is your responsibility to
periodically
review
this
Policy and be aware of the
changes.

12.3.

The subsequent use of the
Website or the Services
after changes to this Policy
will also be considered as
your acceptance of these
changes.

12.4.

This Policy may from time
to time be translated into
other languages. To the
extent that any discrepancy
may exist between the
English version of this Policy
and its version in another
language,
the
English
version prevails.

12.ポリシーの変更
12.1.

当社は、当社の裁量により、いつでも
本方針を更新する権利を有します。こ
のポリシーを頻繁にチェックして変更
を見つけ、私たちが個人情報をどのよ
うに保護するのかについて情報を得て
おくことをお勧めします。

12.2.

本ウェブサイトを使用することによ
り、あなたは本ポリシーを定期的に
見直し、その変更を確認することは
自身の責任であることを理解し、同
意するものとします。

12.3.

本ポリシー変更後のウェブサイトま
たはサービスのその後の使用は、こ
れらの変更の受諾とみなされます。

12.4.

本ポリシーは、時折、他の言語に翻
訳されることがあります。本ポリ
シーの英語版と別の言語の版との間
に相違がある場合は、英語版が優先
されます。

ARTICLE 13. Data Protection
Officer

13.データ保護責任者
13.1.

13.1.

The Company may appoint
an expert on data privacy
who works independently to
ensure that the Company is
adhering to the policies and
procedures set forth in the
GDPR
(data
protection
officer). Data protection
officer assists the Company
to
monitor
internal
compliance,
inform
and
advise on data protection
obligations, provide advice

当社は、当社がGDPR（データ保護責
任者）に定められた方針と手続きを遵
守していることを保証するため、独立
して行動するデータプライバシーに関
する専門家を任命することができま
す。データ保護責任者は、社内のコン
プライアンスの監視、データ保護義務
に関する情報提供と助言、データ保護
影響評価（DPA）に関する助言、デー
タ主体と監督当局との接点としての役
割を果たすために当社を支援します。
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regarding data protection
impact
assessments
(DPIAs) and act as a
contact
point for data
subjects
and
the
supervisory authorities.
13.2.

13.2.

当社がそのようなデータ保護責任者
を任命した場合、当社は連絡先の詳
細をウェブサイトに公表します。

In the case the Company
appoints
such
data
protection officer, it will
publish its contact details
on the Website.
ARTICLE 14. Feedback

14.1.

We welcome your questions
and
suggestions
with
respect
to
the
implementation
or
amendment of this Policy.
Please use this feedback for
communicating
with
us:company@osadc.io.

14.フィードバック
14.2.

このポリシーの実施または修正に関
するご質問とご提案をお待ちしてお
ります。こちらのフィードバックを
使用してご連絡ください。
company@osadc.io
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