TERMS OF USE FOR WEBSITE

ウェブサイト利用規約

PLEASE CAREFULLY READ THESE TERMS
OF USE FOR THE WEBSITE BEFORE
USING
THE
WEBSITE
HTTPS://OSADC.IO/ AND ITS ONLINE
SERVICES, AS THEY AFFECT YOUR
OBLIGATIONS
AND
LEGAL
RIGHTS,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WAIVERS OF RIGHTS AND LIMITATION
OF LIABILITY. IF YOU DO NOT AGREE
WITH THESE TERMS OF USE OF WEBSITE,
YOU SHALL NOT USE THE WEBSITE
HTTPS://OSADC.IO/ AND ITS ONLINE
SERVICES

本ウェブサイト HTTPS://OSADC.IO/ および
オンラインサービスを使用する前に 、これらの利用
規約を注意してお読みください。権利の放棄および
責任の制限を含むが、これに限定されない義務およ
び法的権利に影響を及ぼします。本ウェブサイト利
用規約に同意しない場合は、ウェブサイト
HTTPS://OSADC.IO/
およびそのオンライン
サービスを使用しないでください。

THE WEBSITE HTTPS://OSADC.IO/ AND
ITS
ONLINE
SERVICES
ARE
NOT
INTENDED FOR THE USE OF, AND CAN
NOT BE USED BY, CITIZENS OF, NATURAL
AND LEGAL PERSONS, HAVING THEIR
HABITUAL RESIDENCE, LOCATION OR
THEIR SEAT OF INCORPORATION IN (I)
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) THE COUNTRY OR TERRITORY
WHERE USING THE WEBSITE, ITS
ONLINE SERVICES OR THE METHOD OF
PAYMENT FOR THE SERVICES SPECIFIED
AT THIS WEBSITE IS PROHIBITED OR IN

本ウェブサイト HTTPS://OSADC.IO/ および
そのオンラインサービスは、以下の地域に常居所、
所在地、法人設立場所を有する市民、自然人および
法人の使用を企図しておらず、ご利用できません。
I）アメリカ合衆国（その州およびコロンビア特別
区を含む）、プエルトリコ、米国ヴァージン諸島、
アメリカ合衆国のその他の所有地、または（II）本
ウェブサイト、そのオンラインサービス、またはこ
のウェブサイトで指定されたサービスの支払い方法
が、適用法または規則によって禁止されているか、
または制限されている地域

AVANTI CON AMORE!
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ANY
MANNER
RESTRICTED
BY
APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS
IF SUCH RESTRICTED PERSON USES THE
WEBSITE 
HTTPS://OSADC.IO/ OR THE
SERVICES AT THIS WEBSITE, SUCH
RESTRICTED PERSON HAS DONE SO ON
AN UNLAWFUL, UNAUTHORIZED AND
FRAUDULENT BASIS AND IN THIS
REGARD
SHALL
BEAR
NEGATIVE
CONSEQUENCES CONTEMPLATED IN THIS
TERMS OF USE OF WEBSITE

そのような被制限者が本ウェブサイト
HTTPS://OSADC.IO/ またはウェブサイト上の
サービスを使用する場合、そのような被制限者は、
不法、不許可かつ詐欺的な事実に基づいており、こ
れにより本ウェブサイトの利用規約に明示された否
定的な結果を負うこととなります

We ask you to carefully read these Terms of
Use ("
Terms") applicable to your use of
the website 
https://osadc.io/ and all of its
subdomains and all their respective pages
("
Website
") and your use of the online
services at the Website ("Services"). These
Terms shall constitute, as added, amended,
modified, supplemented or restated from time
to time, a binding agreement between you
and
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"), and are applicable to
your use of the Website and the Services.

ウェブサイト
https://osadc.io/およびそのサブド
メインおよびすべての各ページ（以下「 ウェブサイ
ト 」） および
ウェブサイト上のオンラインサービ
ス（以下「 サービス 」）使用に適用されるこれら
の利用規約（以下「 利用規約 」）を注意してお読
みください。これら規約は、お客様と、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との間にて
拘束力のある合意（随時追加、修正、補足または再
構成される）を構成し、お客様の本ウェブサイトお
よびサービスの使用に適用されます。

1. DEFINITIONS
1.1.

In
addition
to
the
definitions
contained elsewhere in the text of
these Terms, the following terms and
expressions shall have the following
meanings ascribed to them:
"
Company Parties" means the
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,

1. 定義
1.1.

本規約の本文の他の箇所に含まれる定義に
加えて、以下の用語及び表現は、以下の意
味を有するものとする。
「当社関係者
（Company Parties)」と
は、当社、および過去、現在、未来の従業
員、役員、取締役、請負業者、コンサルタ
ント、弁護士、会計士、ファイナンシャル
アドバイザー、出資者、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、代理店、代理人、前任
者、後継者および譲受人を含みます。「
当
社関係者
（Company Party)」とは、場
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affiliates, agents, representatives,
predecessors,
successors
and
assigns. "Company Party" means
one of the foregoing, as the case may
be.
"
Damages" means damages, losses,
liabilities, costs or expenses of any
kind, whether direct or indirect,
consequential,
compensatory,
incidental,
actual,
exemplary,
punitive or special and including,
without limitation, any loss of
business, revenues, profits, data,
use, goodwill or other intangible
losses.
"
Disputes" has the meaning, set out
in Article 10.2.
"
Feedback" has the meaning, set
out in Article 7.1.
"
Intellectual Property" has
meaning, set out in Article 6.1.

the

"
Notices" has the meaning, set out
in Article 11.6.
"
Privacy
Policy"
means
the
document describing the methods
how Company Parties collect, use and
release information collected from
you available on the Website (as may
be amended from time to time).
"
Restricted
Persons"
has
meaning, set out in Article 3.1.

the

"
Third-Party Content" has
meaning, set out in Article 5.1.

the

"
User Account" has the meaning,
set out in Article 4.1.

合によっては上記のいずれかを意味しま
す。
「損害」とは、直接的または間接的、必然
的、補償的、偶発的、実際的、模範的、懲
罰的、または特別な、あらゆる種類の損
害、損失、負債、コストまたはあらゆる種
類の費用を意味し、いかなる事業、収入、
利益、データ、用途、営業権、または他の
無形の損失を意味します。
「紛争」とは、第10条2項に定められてい
る意味を有します。
「フィードバック
」は、第7.1条に定める
意味を有します。
「知的財産」は、第6.1条に定める意味を
有します。
「通知」とは、第11.6条に定める意味を
有します。
「プライバシーポリシー」とは、どのよう
にお客様から得たウェブサイト上で利用可
能な情報を当社関係者が収集、使用、リ
リースするかを記した文書です（時折修正
される可能性があります）。
「被制限者」とは、第3.1条に定める意味
を有します。
「サードパーティコンテンツ」は、第5.1
条に定める意味を有します。
「ユーザアカウント」は、第4.1条に定め
る意味を有します。
「ユーザコンテンツ」は、第5.4条に定め
る意味を有します。
「クリック、クリックする
」は、第5.11
条に定められている意味を有します。

"
User Content" has the meaning,
set out in Article 5.4.
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"
Click, to Click on/to" has the
meaning, set out in Article 5.11.

2. EFFECTS OF TERMS
§1. Acceptance of Terms
2.1.

These Terms shall enter into force as
of 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:
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2. 規約の効力
§1.規約の受諾
2.1.

accept and adhere to these
Terms
and
the
Privacy
Policy which
is
hereby
incorporated
into
these
Terms by reference;and
confirm that you are not a
Restricted Person and do not
represent
a
Restricted
Person; and
confirm that you agree to be
bound
by
these
Terms
without
any
exemptions,
limitations, and exclusions;
and
any and all provisions of
these
Terms
shall
be
enforceable to the fullest
extent against you.

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
these
Terms.

本利用規約は、お客様が最初に本ウェブサ
イトにアクセスしたり、本サービスの利用
を開始した時点で効力を生じます。取り消
し不能かつ無条件に、ウェブサイトおよび
/またはサービスのいずれかにアクセス、
閲覧、または使用することにより、
2.1.1.

本規約およびプライバシーポリ
シーを受け入れ、遵守するもの
とします。 そして、

2.1.2.

あなたが被制限者ではなく、被
制限者を代表する者ではないこ
とを確認します。そして、

2.1.3.

免除、制限、および除外なく本
規約に拘束されることに同意す
ることを確認します。そして

2.1.4.

本規約のすべての条項は、お客
様に対して最大限の範囲で執行
されるものとします。

あなたが企業（登録されているか否かに関
わらず）に代わり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場
合当該企業は本ポリシーを受け入れるもの
とします。
2.2.

お客様は、以下の場合、ウェブサイトまた
はサービスの使用をただちに停止するもの
とします。
2.2.1.

お客様が、本契約の提供物に同
意せず、本規約に拘束されない
ことを希望する場合。または、

2.2.2.

お客様が被制限者であるか、被
制限者の代理か、または今後被
制限者になるか、または本
規約
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2.2.

You shall cease using the Website or
the Services immediately in the
following events:
2.2.1.

you
disagree
with
any
provision hereof and would
like not to be bound by these
Terms; or

2.2.2.

you are Restricted Person or
represent Restricted Person,
or will become Restricted
Person or will represent
Restricted Person at any time
after these Terms became
effective; or

2.2.3.

2.2.4.

using
the
Website, the
Services or the method of
payment for the Services
specified at the Website is
prohibited or in any manner
restricted
by
laws
or
regulations
applicable
to
relations between you and
us, or will become so
prohibited or restricted at
any time after these Terms
become effective; or
under the laws or regulations
applicable
to
relations
between you and us, using
the Website, the Services or
the method of payment for
the Services specified at the
Website
requires
from
Company
Parties to be
registered or licensed with
any applicable governmental
authorities, or will require
such registration or licensing
at any time after these
Terms become effective.

が有効になった後に被制限者と
なる場合。または、
2.2.3.

本ウェブサイト、サービス、本
ウェブサイトで指定されたサー
ビスの支払い方法が 、お客様と
当社との関係に適用される法律
または規則によって禁止または
制限されているか、または本規
約が有効になった後に禁止また
は制限される場合。または、

2.2.4.

お客様と当社との間の関係に適
用される法律または規則の下
で、本ウェブサイト、サービ
ス、またはウェブサイトで指定
されたサービスの支払い方法の
使用が、当社関係者を管轄する
政府当局への登録または許可を
必要とするか、または本規約が
有効になったのちに登録または
許可を必要とする場合。

§2.規約の改正
2.3.

本規約は、事前の予告なしに当社独自の裁
量で修正、変更、補完または更新すること
ができます。

2.4.

当社関係者は、独自の裁量により、ウェブ
サイトの追加の製品、ユーティリティ、公
募または機能を開発したり、ウェブサイト
の維持および/またはサービスの提供を
中
止することができます。当社関係者が新製
品、ユーティリティ、公募を追加したり、
ウェブサイトを通じて追加の機能を利用で
きるようにする場合、これら規約は新製
品、ユーティリティ、公募またはウェブサ
イトの追加機能には完全に適用されます。

§2. Amendments to Terms
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2.3.

T
hese Terms may be modified,
changed, supplemented or updated
by the Company in its sole discretion
at any time without advance notice.

2.4.

Company Parties may at their own
discretion
develop
additional
products, utilities, and offerings or
functionality for the Website or
discontinue maintaining the Website
and/or provision of any of the
Services. In the event Company
Parties add new products, utilities,
and offerings or makes additional
functionality available through the
Website, these Terms shall be fully
applicable to such new products,
utilities and offerings or additional
functionality of the Website.

3. USE OF WEBSITE AND SERVICES
§1. Persons Who Are Restricted to Use
Website and Services

3. ウェブサイトとサービスの使用
§1.ウェブサイトやサービスの利用が制限される人
3.1.

3.1.

The Website and the Services are not
offered for use to the following
restricted
persons
("Restricted
Persons"):
3.1.1.

3.1.2.

citizens of, natural and legal
persons,
having
their
habitual residence, location
or their seat of incorporation
in the United States of
America (including its states
and the district of Columbia),
Puerto
Rico,
the
Virgin
Islands of the United States,
and any other possessions of
the
United
States
of
America; and
citizens of, natural and legal
persons,
having
their
habitual residence, location

本ウェブサイトおよびサービスは、以下の
制限を課された人物（以下「被制限者
」）
は使用できません。
3.1.1.

アメリカ合衆国（その州および
コロンビア特別区を含む）、プ
エルトリコ、米国バージン諸
島、アメリカ合衆国のその他の
所有地において常居所、所在地
または法人設立場所を有する市
民、自然人および法人。およ
び、

3.1.2.

大韓民国、中華人民共和国、ま
たはその他の本ウェブサイト、
サービス、またはウェブサイト
で指定されたサービスへの支払
い方法の使用が禁止されてい
る、または適用される法律また
は規則により禁止または規制さ
れている、または本規約が有効
になった後に禁止または規制さ
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or their seat of incorporation
in South Korea, People's
Republic of China and other
country or territory where
using
the
Website, the
Services or the method of
payment for the Services
specified at the Website is
prohibited or in any manner
restricted by applicable laws
or
regulations,
or
will
become so prohibited or
restricted at any time after
these
Terms
become
effective.
3.2.

3.3.

3.2.

被制限者は、本ウェブサイトとサービスへ
の入場と使用を固く禁止および制限されて
おり、当社関係者は被制限者による使用ま
たは購入を一切勧誘しておりません。

3.3.

毎回本ウェブサイトまたはサービスにアク
セスまたは使用する際に以下を確認するの
は専らお客様の義務です。

The Restricted Persons are strictly
prohibited
and
restricted
from
entering and using the Website and
the Services and Company Parties
are not soliciting usage or purchases
thereof by Restricted Persons in any
way.

3.3.1.

お客様またはお客様が代理する
人物が被制限者であるかどう
か。

3.3.2.

適用される法律および規則に基
づいて、本ウェブサイトおよび
サービスにアクセスし、使用す
ることが許可されているかどう
か。そして、

3.3.3.

適用される法律および規制に基
づいて、ウェブサイトで指定さ
れている方法でのサービスへの
支払いが許可されているかどう
か。

It is solely your obligation to verify
each time you access or use the
Website or the Services:
3.3.1.

whether or not you or a
person you represent are/is a
Restricted Parson;

3.3.2.

whether or not you are
allowed to access and to use
the Website and the Services
under the applicable laws
and regulations; and

3.3.3.

3.4.

れる地域に常居所、所在地また
は法人設立場所を有する市民、
自然人および法人。

3.4.

whether or not you are
allowed by applicable laws
and regulations to pay for
the Services in the manner
specified at the Website.

If a Restricted Person uses the
Website or the Services, such
Restricted Person has done so on an
unlawful,
unauthorized
and

3.5.

被制限者が本ウェブサイトまたはサービス
を使用する場合、そのような被制限者は、
不法、不正および詐欺的行為に基づいて行
うこととなります。。そのような場合、
ウェブサイト上の被制限者によって入力さ
れた以下を含むがこれに限定されない取引
および操作は、無効となります。
3.4.1.

本規約の受諾に起因する取引。

3.4.2.

本ウェブサイトから製品、資産
またはサービスを取得した結果
生じる取引。

3.4.3.

あらゆる支払い操作。

いかなる当社関係者も、第3.4条に定める
取引または業務に拘束されるものではな
く、各当社関係者の裁量により、
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fraudulent basis. In such a case, any
transactions and operations entered
in by the Restricted Person on the
Website shall be null and void,
including, but not limited to, the
following:
3.4.1.

3.5.

transactions resulting from
acceptance of these Terms;

3.4.2.

any
transaction
resulting
from
the
acquisition of
products, assets or Services
from the Website; and

3.4.3.

any payment operation.

None of the Company Parties shall be
bound by a transaction or an
operation specified in Article 3.4, and
any respective Company Party may,
in its sole discretion:
3.5.1.

take
all
necessary
and
appropriate actions to apply
and
enforce
the
consequences of the void
transactions and operations
specified above;

3.5.2.

notify
the
relevant
authorities of the transaction
or the operation in question;
and

3.5.3.

retain all the funds paid by
the Restricted Person and
either freeze them until the
situation is resolved by the
respective
authority
or
transfer to the account
specified by the relevant
financial authority, or apply
to cover inflicted losses or
discharge liabilities, or refund
to the payer of the funds in
accordance
with
the
applicable legislation.

3.6.

3.5.1.

上記に明記されている無効な取
引および操作の結果を適用およ
び実施するために必要かつ適切
なすべての措置を取る。

3.5.2.

関係当局に当該取引又は当該業
務を通知する。そして

3.5.3.

被制限者が支払った資金をすべ
て保持し、それぞれの権限に
よって状況が解決されるまで凍
結するか、関連する金融当局に
よって指定された口座に振り込
むか、または生じた損失をカ
バーする申請を行うか、債務を
免除するか、または該当する法
律に従い資金を支払者に返金す
る。

ウェブサイトまたはサービスを使用する被
制限者は、当社関係者に生じた損害につい
て専ら責任を負い、本ウェブサイトまたは
サービスの使用によりそのような被制限者
から生じた、またはその結果として生じた
損害、損失、費用に対しすべてを補償する
ことによって当社関係者を保護するものと
する。

§2.お客様の義務
3.7.

お客様は、本利用規約の条項、ならびに
ウェブサイトおよびサービスの使用に適用
される国内および地方の法律および規制を
遵守し、守ることを約束するものとしま
す。

3.8.

お客様は、当社関係者が提供するユーザー
インターフェイス内の目的および機能に合
致する方法で、ウェブサイトおよびサービ
スを使用することを約束するものとしま
す。

§3.使用ポリシー
3.9.

お客様は本ウェブサイトまたはサービスを
誤用して、ユーザー、サードパーティ、当
社関係者ならびにウェブサイトの運営およ
び/またはサービスの提供に対する危害、
損害、損失または干渉を引き起こさないも
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3.6.

Any Restricted Person using Website
or the Services shall be solely liable
for Damages caused to Company
Parties and shall indemnify, defend
and hold harmless Company Parties
from any Damages, losses and
expenses incurred by Company
Parties that arise from or are the
result of such Restricted Person’s use
of the Website or the Services.

のとします。特に、以下の目的で本ウェブ
サイトまたはサービスを使用することは一
切許されません。
3.9.1.

違法、差別的、嫌がらせ、中
傷、名誉毀損、罵倒、脅迫、有
害、攻撃的な、わいせつな、誹
謗中傷的または好ましくない情
報または素材を公開、投稿、送
信、アップロード、提出、表
示、または配布、利用可能にし
たり、関与すること。

3.9.2.

犯罪を構成する行為を促した
り、民事責任を生じさせたり、
適用される法律、規則、または
行動規範を違反または侵害する
ような素材を表示、アップロー
ド、または送信すること。

3.9.3.

他者の法的権利（プライバシー
や広報の権利など）を妨害した
り、違反したり、他人のウェブ
サイトやサービスの利用を侵害
したりすること。

3.9.4.

適用される法律、規則または本
規約に違反すること。

3.9.5.

（著作権、商標、特許、営業秘
密または他の所有者の権利な
ど）知的財産権または産業財産
権の違反、侵害、不適切な行
為、不法行為を行うこと。

3.9.6.

他のユーザーのウェブサイトま
たはウェブサイト上のリンクの
使用に干渉したり、混乱させた
り、悪影響を及ぼしたり、阻害
すること、またはウェブサイト
や当社のサーバー、または当社
のサーバーに接続されたネット
ワークの機能を破壊したり、無
効にしたり、過度な負担を掛け
たり、または損なうこと。

3.9.7.

本規約に違反する行為に関与、
または促進すること。

§2. Your Obligations
3.7.

You undertake to comply and adhere
to provisions of these Terms, as well
as any national and local laws and
regulations applicable to your use of
the Website and the Services.

3.8.

You undertake to use the Website
and the Services in a manner
consistent with their purpose and
functionality within the user interface
provided by Company Parties.

§3. Usage Policy
3.9.

You shall not misuse the Website or
the Services to cause any harm,
Damage, losses or interference for
users, any third parties, Company
Parties, as well as the operation of
the Website and/or provision of the
Services. In particular, under no
circumstance shall you use the
Website or the Services to:
3.9.1.

publish, post, send, upload,
submit,
display
or
disseminate any information
or material and/or otherwise
make available or engage in
any conduct that is unlawful,
discriminatory,
harassing,
libelous,
defamatory,
abusive,
threatening,
harmful, offensive, obscene,
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tortious
or
objectionable;

otherwise

3.9.2.

display, upload or transmit
material that encourages
conduct that may constitute
a criminal offense, result in
civil liability or otherwise
violate
or
breach
any
applicable laws, regulations
or code of practice;

3.9.3.

interfere or violate the legal
rights (such as rights of
privacy and publicity) of
others or violate others use
of the Website or the
Services;

3.9.4.

violate any applicable laws,
regulations or these Terms;

3.9.5.

violate,
infringe
or
misappropriate
any
intellectual
or
industrial
property right of any person
(such
as
copyright,
trademarks,
patents,
or
trade
secrets
or
other
proprietary rights of any
party) or commit a tort;

3.9.6.

3.9.7.

3.9.8.

interfere
with,
disrupt,
negatively affect or inhibit
other users from using the
Website or links on the
Website or damage, disable,
overburden or impair the
functionality of the Website
or our servers or any
networks connected to any of
our servers in any manner;
engage in or promote any
activity that violates these
Terms;
create a false identity for the
purpose of misleading others

3.9.8.

他人を誤認させる目的で虚偽の
身元を作成すること、または
ウェブサイトの他の許可された
ユーザー、または当社関係者の
代理、または他人または他の法
人の代理を含むがこれに限定さ
れない他者を詐称すること、ま
たは個人、団体、グループと関
係していることを詐称するこ
と。

3.9.9.

情報の欠落を含む不正確または
虚偽の情報を提供することによ
り、当社、当社の代理人、お客
様から提供された情報に依拠す
る可能性のある第三者（当社関
係者を含む）を誤解させるまた
は欺くこと。

3.9.10.

ウェブサイトまたはサービスを
通じて送信された情報または素
材の起源を偽装すること（メッ
セージを偽造するか、または通
常の個人情報を操作するかを問
わず）。

3.9.11.

ウイルス、トロイの木馬、ワー
ム、時限爆弾、キャンセルボッ
ト、破損したファイル、または
ウェブサイトの操作や他のコン
ピュータや財産の操作を損なう
可能性のある類似のソフトウェ
アまたはプログラムを含むファ
イルをアップロードすること。

3.9.12.

スパム、迷惑メール、ねずみ講
の広告、チェーンレター、ウイ
ルス警告（最初に警告の真正性
を確認しないもの）、または他
の形式の不正な広告またはプロ
モーション情報または素材を含
む、または関連するものを送
信、アップロード、表示、提供
または利用可能にすること。

3.9.13.

虚偽、誤解を招くおよび/または
違法行為を促進するあらゆるコ
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or fraudulently or otherwise
misrepresent yourself to be
another
person
or
a
representative of another
entity including, but not
limited to, an authorized user
of the Website or a Company
Party
representative,
or
fraudulently or otherwise
misrepresent that you have
an affiliation with a person,
entity or group;
3.9.9.

3.9.10.

3.9.11.

3.9.12.

mislead or deceive us, our
representatives and any third
parties (including Company
Parties) who may rely on the
information provided by you,
by providing inaccurate or
false
information,
which
includes
omissions
of
information;
disguise the origin of any
information
or
material
transmitted
through
the
Website or the Services
(whether
by
forging
messages
or
otherwise
manipulating
normal
identification information);
upload files that contain
viruses,
Trojan
horses,
worms,
time
bombs,
cancelbots, corrupted files,
or any other similar software
or
programs
that
may
damage the operation of the
Website or the operation of
another’s
computer
or
property;
send,
upload,
display,
disseminate or otherwise
make available information
or material containing or
associated with spam, junk

ンテンツを利用可能にするこ
と。
3.9.14.

お客様がアクセスを禁止または
制限されているウェブサイトの
コンテンツ、エリア、または機
能にアクセスしたり、またはこ
れらコンテンツ、エリア、昨日
へのアクセスを妨げたり制限す
る措置を迂回または回避しよう
とすること。

3.9.15.

不正なアクセスを取得するこ
と、または当ウェブサイトをホ
ストし、サービスを提供する
サーバーまたはあらゆる関連
ネットワーク上のサーバーのパ
フォーマンスに干渉すること、
またはこれらのサーバーの使用
に関連するポリシーまたは手順
に違反すること。

3.9.16.

ハッキング、パスワードマイニ
ング、またはその他の手段によ
り、当社のサーバーに接続され
ているサービス、他のアカウン
ト、コンピュータシステム、ま
たはネットワークへの不正アク
セスを試みること。

3.9.17.

ウェブサイトまたはサービスを
通じての利用を意図していない
資料や情報を入手または取得し
ようとすること。

3.9.18.

メールアドレスを含む他者に関
するデータを集約されているか
どうかにかかわらず収穫し、収
集し、かつ/またはそのような
データをいかなる方法でも配布
または販売すること。または

3.9.19.

所有者の明示的な同意および許
可なしに、個人データ、機密か
つ個人を特定できる情報を収集
し保管すること。
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mail, advertising for pyramid
schemes, chain letters, virus
warnings
(without
first
confirming the authenticity of
the warning) or any other
form
of
unauthorized
advertising or promotional
information or material;
3.9.13.

§4.ウェブサイトおよびサービスの変更、制限、お
よび終了
3.10.

当社関係者は、ウェブサイトおよ
び/またはサービスの機能に関する
情報の追加、変更、修正、停止、
中止、エラー修正、メンテナンス
および更新を行う権利を有しま
す。 事前の通知なしにウェブサイ
トまたはサービスのいずれかの終
了を含むがそれに限定されない処
置を行うことが出来ます。

3.11.

本ウェブサイトに掲載されている
資料、情報、および関連グラ
フィックスには、技術的な不正確
さまたは誤植が含まれる場合があ
ります。当社関係者は、ウェブサ
イト、サービス、および/または
ウェブサイトに掲載の資料、情
報、および関連グラフィックスを
いつでも改善および/または変更す
ることができます（ただし、義務
はありません）。

3.12.

当社の裁量により、お客様に事前
の通知なく、ウェブサイトおよび/
またはサービスの使用に関する制
約および制限を課す権利を有しま
す。制約および制限は、場所、言
語、年齢、ウェブサイトのコンテ
ンツに対する権利、法的要件また
はその他の理由に依存する要因を
含むが、これに限定されない特定
のカテゴリのユーザーに対して設
定することができ、ウェブサイ
ト、ウェブサイトおよび/または
サービスのコンテンツに対する特
定の機能の使用不可能またはコン
テンツへの全体的なアクセス、お
客様のユーザーアカウントでのコ
ンテンツの保管に関する制限、ま
たはその他を含むことがありま
す。

3.13.

当社関係者は、独自の裁量によ
り、お客様に通知することなく、
ウェブサイトまたはサービスへの

make available any content
which is false, misleading
and/or
promoting
illegal
activities;

3.9.14.

access any content, area or
functionality of the Website
that you are prohibited or
restricted from accessing or
attempt
to
bypass
or
circumvent
measures
employed to prevent or limit
your access to any content,
area or functionality of the
Website;

3.9.15.

obtain unauthorized access
to or interfere with the
performance of the servers
which host the Website or
provide the Services or any
servers on any associated
networks or otherwise violate
any policies or procedures
related to the use of those
servers;

3.9.16.

attempt to gain unauthorized
access to any Services, other
accounts, computer systems,
or networks connected to
any of our servers through
hacking, password mining, or
any other means;

3.9.17.

obtain or attempt to obtain
any materials or information
through any means not
intentionally made available
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through the Website or the
Services;
3.9.18.

harvest or otherwise collect,
whether
aggregated
or
otherwise, data about others
including e-mail addresses
and/or distribute or sell such
data in any manner; or

3.9.19.

collect and store personal
data, private and personally
identifiable
information
without express consent and
authorization of the holder.

アクセスを一時停止および終了す
る権利を有します。
3.14.

ウェブサイトは、ユーザーのIPア
ドレスの識別に基づいて被制限者
が本ウェブサイトを見つけ、アク
セスし、入力することを拒否する
テクノロジーを適用することがで
きます。このようなフィルタを迂
回しようとする試みは、損害賠償
の対象となるウェブサイトに対す
る違法で詐欺的な行為とみなされ
ます。

§4.
Modification,
Limitation
and
Termination of Website and Services
3.10.

Company Parties shall be
entitled to add, alter, modify,
as well as suspend, stop,
discontinue, correct errors to,
cease maintenance of and
update information for any
functionality of the Website
and/or the Services, including,
but not limited to, terminating
the Website or any of the
Services without any prior
notice.

3.11.

The materials, information
and related graphics published
on the Website could include
technical
inaccuracies
or
typographical
errors.
The
Company Parties may (but are
not
obliged
to)
make
improvements and/or changes
to the Website, the Services
and/or
the
materials,
information
and
related
graphics published on the
Website at any time.

3.12.

A Company Party at its sole
discretion shall be entitled to
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impose
limitations
and
restrictions on your use of the
Website and/or the Services
without any notice to you
. The
limitations and restrictions
may be established for certain
categories of users, including,
but not limited to, factors
dependent
on
location,
language, age, availability of
rights to content of the
Website, legal requirements or
other
reasons,
and may
include
unavailability
of
specific functionality of or the
overall access to the content
of the Website, the Website
and/or the Service, limitations
for storage of content under
your
User
Account
and
otherwise.
3.13.

A Company Party at its sole
discretion shall be entitled to
suspend and terminate your
access to the Website or the
Services without any notice to
you.

3.14.

The
Website
may
apply
technology
based
on an
identification of IP addresses
of the users that disallows
Restricted Person to find,
access and enter the Website.
Attempts to bypass such
filters shall be viewed as an
illegal and fraudulent action
against the Website aimed at
inflicting losses on it.

4. USER ACCOUNT
4.1.

You may be provided with an account
for the purpose of improving your
experience at the Website and use of
the Services, as well as obtain access

4. ユーザーアカウント
4.1.

お客様は、ウェブサイトでの経験の向上と
サービスの利用を目的として、また、当社
関係者の提供する特定の追加製品、ユー
ティリティ、およびサービスへのアクセス
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to
specific
additional
products,
utilities and offerings provided by
Company Parties ("User Account").
4.2.

4.3.

4.4.

In order to obtain a User Account,
you are required to complete the
registration process. You hereby
represent and warrant that any and
all information submitted to the
Company in the course of the
registration is accurate and true. You
undertake to keep your registration
information up to date.
Upon completion of the registration
process, you will obtain or create a
password. You are responsible for
keeping your password in secrecy
and you acknowledge and agree that
you are responsible for any actions
performed under your User Account
unless you immediately inform the
Company of any unauthorized use of
your password and/or the User
Account. You shall log off each time
at the end of the session and
Company Parties shall bear no
liability for any harm, loss or Damage
resulting from your failure to comply
with requirements of this Article 4.3.
You acknowledge and agree that the
Company
shall
be entitled to
terminate or suspend your User
Account at its sole discretion without
any notice to you in the event of your
breach of these Terms or without any
reason.
You
understand
that
termination of your User Account
may lead to blocking, deleting and
limiting of your access to content,
materials, information and files
uploaded, shared, submitted and
made available in association with
your User Account, as well as access
to some of the Services, products,

を得るためにアカウント（以下、「ユー
ザーアカウント」）を取得することが出来
ます。
4.2.

ユーザーアカウントを取得するには、登録
プロセスを完了する必要があります。お客
様は、登録の過程で当社に提出されたすべ
ての情報が正確で真実であることを表明
し、保証するものとします。お客様は、登
録情報を最新の状態に保つことを約束する
ものとします。

4.3.

登録プロセスの完了時に、パスワードを取
得または作成できます。お客様にはパス
ワードを秘密にしておく責任があり、パス
ワードやユーザーアカウントの不正使用を
当社にただちに通知しない限り、ユーザー
アカウントで行われた行為に対して責任を
負うことを認め、同意するものとします。
お客様はセッション終了時に毎回ログオフ
するものとし、当社関係者は、本規約第
4.3条の要件を遵守しなかったことによる
損害、損失または被害について一切責任を
負わないものとします。

4.4.

お客様は、本規約の違反または何らかの理
由がなくても、当社独自の裁量でお客様の
アカウントを解約または停止する権利を有
することを認め、同意するものとします。
ユーザーアカウントの終了は、お客様の
ユーザーアカウントに関連してアップロー
ド、共有、提出されたコンテンツ、資料、
情報およびファイルへのアクセス、ならび
に当社の一部のサービス、製品、ユーティ
リティおよび公募へのアクセスのブロッ
ク、削除および制限（場合により）につな
がる可能性があることを理解するものとし
ます。

Page 15 of 39

utilities and offerings of Company
Parties (as the case may be).
5. WEBSITE CONTENT
§1. Third-Party Content
5.1.

The Website and the Services may
contain links to websites and
third-party content, advertisements,
promotions,
logos
and
other
materials ("Third-Party Content").

5.2.

We make no representations or
warranties of any kind regarding
Third-Party
Content,
including,
without limitation, the accuracy,
validity,
legality,
copyright
compliance or decency of such
Third-Party Content. We are not
responsible for any of the content on
third party websites linked to the
Website nor can it be assumed that
we have reviewed or approved of
such websites or their content, nor
do we warrant that the links to these
websites work or are up to date.

5.3.

Your use of or interactions with any
Third-Party Content and any third
party
that provides Third-Party
Content are solely between you and
such third parties, and Company
Parties are not responsible or liable in
any manner for such use or
interactions.

5. ウェブサイトのコンテンツ
§1.サードパーティのコンテンツ
5.1.

本ウェブサイトおよびサービスには、ウェ
ブサイトおよびサードパーティのコンテン
ツ、広告、プロモーション、ロゴおよびそ
の他の資料（以下、「
サードパーティコン
テンツ」） へのリンクが含まれている場
合があります。

5.2.

当社は、かかるサードパーティコンテンツ
の正確性、妥当性、合法性、著作権の遵守
または品位を含むがこれに限定されない、
サードパーティコンテンツに関するいかな
る表明または保証もしません。当社は、本
ウェブサイトにリンクされたサードパー
ティのウェブサイト上のコンテンツについ
て一切の責任を負いません。また、当該
ウェブサイトまたはそのコンテンツを審査
または承認したものとみなすことはできま
せん。また、これらのウェブサイトへのリ
ンクが最新のものであることも保証しませ
ん。

5.3.

サードパーティコンテンツおよびサード
パーティコンテンツを提供するサードパー
ティの使用または相互作用は、お客様と
サードパーティとの間でのみ行われ、当社
関係者は、そのような使用または相互作用
に対していかなる方法でも責任を負うもの
ではありません。

§2.ユーザーコンテンツ

§2. User Content
5.4.
5.4.

If you post, upload, input, provide or
submit your personal data to us,
including without limitation, your
name, email address, IP address,
cryptocurrency address, text, code or
other information and materials, sign
up to our mailing list or create a User
Account on the Website ("User
Content"), you must ensure that the

お客様の氏名、メールアドレス、IPアドレ
ス、暗号通貨アドレス、テキスト、コード
またはその他の情報および資料を制限なく
含む、個人データを投稿、アップロード、
入力、提供または提出、メーリングリスト
への登録、 ウェブサイト上のユーザーア
カウント作成（以下「
ユーザーコンテン
ツ」）を行う際は、お客様により提供され
たユーザーコンテンツが、その時点および
それ以降のいかなる時点においても真実で
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User Content provided by you at that
or at any other time is true, accurate,
up to date and complete.
5.5.

5.6.

We do not own, control or endorse
any User Content that is transmitted,
stored or processed via the Website
or sent to us and we are not
responsible or liable for any User
Content.

5.5.

当社は、本ウェブサイトを介して送信、保
存、処理された、または当社に送付された
ユーザーコンテンツを所有、管理、または
保証せず、ユーザーコンテンツに関する責
任は負いません。

5.6.

お客様のユーザーコンテンツのすべて、お
よびインタラクティブな機能、リンク、情
報またはコンテンツのウェブサイト上での
使用について、お客様は単独で責任を負
い、お客様は以下を表明し、保証するもの
とします。

You are solely responsible and liable
for all of your User Content and for
your use of any interactive features,
links or information or content on the
Website, and you represent and
warrant that:
5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.

正確で最新かつ完全であることを保証する
必要があります。

you own all intellectual
property rights (or have
obtained
all
necessary
permissions) to provide your
User Content and to grant
the licenses in these Terms;
your User Content does not
violate any agreements or
confidentiality
obligations;
and
your User Content does not
violate,
infringe
or
misappropriate
any
intellectual property right or
other
proprietary
rights,
including
the
right
of
publicity or privacy, of any
person or entity.

You are entirely responsible for
maintaining the confidentiality of
your User Content and any of your
non-public information. You agree to
notify
us
immediately
of any
unauthorized use of your User
Content or any other breach of
security.

5.6.1.

ユーザーコンテンツを提供し、
本利用規約にライセンスを付与
するために必要なすべての知的
財産権を所有している（または
必要なすべてのアクセス権を取
得している）こと。

5.6.2.

お客様のユーザーコンテンツ
が、いかなる契約または機密保
持義務にも違反していないこ
と。そして

5.6.3.

お客様のユーザーコンテンツ
が、知的財産権または他の所有
者または団体の宣伝またはプラ
イバシーの権利を含むその他の
所有権を侵害または濫用してい
ないこと。

5.7.

お客様は、自身のユーザーコンテンツと非
公開情報の機密保持に対し全面的に責任を
負います。お客様は、自身のユーザーコン
テンツの不正使用またはその他のセキュリ
ティ違反を直ちに当社に通知することに同
意するものとします。

5.8.

当社は、お客様の知識の有無に関わらず、
お客様のユーザーコンテンツまたはユー
ザーアカウントを使用している他者に結果
として発生する可能性のある損失や損害に
ついては一切責任を負いません。ただし、
お客様のユーザーコンテンツまたはユー
ザーアカウントを使用している他の人物が
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

We will not be liable for any loss or
Damages that you may incur as a
result of someone else using your
User Content or your User Account,
either
with
or
without
your
knowledge. However, you could be
held liable for losses incurred by the
Company Parties or other persons
due to someone else using your User
Content or your User Account. You
may not use anyone else’s User
Content or User Account at any time
without the permission of such
person or entity.
By posting, uploading, inputting,
providing or submitting your User
Content to us, you grant Company
Parties
and
any
necessary
sub-licensees
a
non-exclusive,
worldwide, royalty-free, perpetual,
right
and
permission
to
use,
reproduce,
copy,
edit,
modify,
translate, reformat, create derivative
works from, distribute, transmit,
publicly perform and publicly display
your User Content and sub-license
such rights to others.
Although we have no obligation to
screen, edit or monitor User Content,
Company Parties reserve the right
and have absolute discretion to
remove, screen or edit User Content.
Company Parties also reserve the
right at all times to disclose any User
Content as necessary to satisfy any
applicable law, regulation, legal
process or governmental decrees, or
to edit, refuse to post or to remove
any information or materials, in
whole or in part, in their sole
discretion.
Your activities on the Website may be
connected with Clicking on ("
Click,
to Click on/to") some objects

原因で、当社関係者または他の人物が引き
起こした損失については、お客様が責任を
負う可能性があります。そのような人物ま
たは団体の許可なく、他人のユーザーコン
テンツまたはユーザーアカウントを使用す
ることはいかなる時も出来ません。
5.9.

お客様のコンテンツを掲載、アップロー
ド、入力、提供、または当社に提出するこ
とにより、お客様は当社関係者に対し、必
要なサブライセンス、非独占的、世界的、
ロイヤリティフリー、永久的な、権利およ
び使用許可を与え、複製、コピー、編集、
変更、翻訳、再フォーマット、派生作品の
作成、頒布、送信、公の実行、公開する権
利を他人にサブライセンスするものとしま
す。

5.10.

当社はユーザーコンテンツをスクリーニン
グ、編集、または監視する義務を負いませ
んが、当社関係者は権利を留保し、ユー
ザーコンテンツを削除、スクリーニングま
たは編集する絶対的な裁量を有します。ま
た、当社関係者は、単独の裁量により、適
用法、規制、法的手続または政府の法令を
満たすために、情報または資料の編集、投
稿の取り消し、または取り除くために、必
要に応じてユーザーコンテンツを全面的に
開示する権利を保持します。

5.11.

ウェブサイト上のお客様の活動は、ユー
ザーアカウントにあるものを含むいくつか
のオブジェクトをクリックすること（以
下、「クリック、クリックする
」）に関連
している可能性があります。通常、（他の
情報セクションへのリンクをクリックする
か、説明が記載されたボタンを押すなど）
明らかでない場合は、各クリックの意味に
ついて説明します。ウェブサイト上のク
リック、特にユーザーアカウント内でのク
リックは、オフラインにおいて法的な影響
を受ける可能性、つまり、いくつかの条件
に同意するか、契約を結ぶ可能性を意味し
ます。クリック、クリックするとは、画面
に表示されているウェブサイト上のデジタ
ルオブジェクトを選択するか、ポインタを
オブジェクトの位置に移動して、左または
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including such in the User Account.
Typically,
we
would
provide
explanations on the meaning of each
Click if it is not obvious (like Clicks on
links to other information sections or
pressing
the
buttons
with
explanations written on them). Your
Clicks on the Website, especially
within the User Account, may have
legal consequences offline, that is,
you may agree to some terms or you
may make a contract. Click, to Click
on/to means to select some digital
object on the Website as shown on
your screen or display by moving the
pointer to the object's position and
pressing left or right mouse button
(depending on settings) in order to
choose an action, complete some
process or get to another section of
the Website. Pressing the mouse
button may be replaced by its
alternatives
depending on your
device (hotkeys, pressing on the
touchpad or display) that you
typically use to select digital objects
on your display. "Clicking" also
includes selecting and "pushing" the
Website buttons (rectangular objects
with some text in them). The
Clickable objects on the Website will
move or change their color when you
put the pointer on them.
5.12.

It is presumed that the User knows
and recognizes what the User is
doing by creating a User Account and
Clicking on the objects on the
Website, that the User intends to face
the consequences of such Clicks and
to be bound by the contracts that
may follow thereafter. The User
confirms that the User is fully legally
capable of making transactions, that
the User has reached the appropriate
age
to
make
transactions
in
accordance
with
applicable

右のマウスボタン（設定に応じて）を押し
てアクションを選択し、いくつかのプロセ
スを完了するか、ウェブサイトの別のセク
ションにアクセスすることを意味します。
マウスボタンは、ディスプレイ上のデジタ
ルオブジェクトを選択するために通常使用
するデバイス（ホットキー、タッチパッド
またはディスプレイを押す）に応じて、代
替ボタンに切り替えることができます。
「クリックする」には、ウェブサイト上の
ボタン（テキストが入った長方形のオブ
ジェクト）を選択して「押す」ことも含ま
れます。ウェブサイト上のクリック可能な
オブジェクトは、ポインタを置くと移動し
たり、色が変わります。
5.12.

ユーザーは、ユーザーアカウントを作成
し、ウェブサイト上のオブジェクトをク
リックすること、ユーザーがそのようなク
リックの結果に直面し、その後に続く契約
に拘束されることを意図し、ユーザーが何
をしているかを認識し理解しているものと
みなされます。ユーザーは、取引を行うこ
とが完全に法的に可能であること、適切な
法令に従って取引を行うために適切な年齢
に達したこと、利用者が冷静で精神的に健
康であり、それぞれのクリックの結果を評
価するための適切な教育水準であることを
確認するものとします。

5.13.

当社はライブチャット機能を使用して、
ウェブサイトの技術的問題をサポートする
ことがあります。当社は、お客様がウェブ
サイトや他の一般的な質問への回答を支援
します。当社は、ライブチャットを使用し
て、商品を取引、拘束、管理、または提供
することはありません。適用される法律に
別途要求されている場合を除き、当社はラ
イブチャットに関するディスカッションの
記録をお客様に提供しない権利を有しま
す。技術的なサポートを提供する者は、法
的または財務的助言を与えたり、当社また
はその関係者のために正式な措置を講じた
り、あらゆるタイプの契約を締結したり、
厳密な技術的問題とは異なる問題の情報を
提供する権利を有していません。サポート
セッション中に提供されるすべての情報
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legislation, that the User is sober,
mentally healthy and of appropriate
level of education to evaluate the
consequences of each Click.
5.13.

We may use the live chat feature to
provide support for your technical
issues with the Website. We will help
answer general questions you may
have about the Website or other
respective questions. We do not use
live chat to transact, bind, manage or
provide any products to you. Except
as otherwise required by applicable
law, we have the right not to provide
you with a record of any discussion
on the live chat. Any person
providing technical support is not
entitled to give any kind of legal or
financial advice, perform any official
actions on behalf of the Company or
its Parties, conclude any types of
agreements or otherwise provide any
information on any matters that
differ from strictly technical issues.
All information provided during the
support
session
constitutes
a
personal view of the person it was
provided by and may not be similar
to the official position of the
Company or Company Parties.

5.14.

You must notify us immediately of
any
breach
of
security
or
unauthorized use of your User
Account. We will not be liable for
your
losses
caused
by
any
unauthorized use of your User
Account. However, you may be found
liable for the losses of Company or
other Users due to such unauthorized
use.

5.15.

The Company reserves the right to
take appropriate action against any
person who misrepresents his or her
identity or improperly or fraudulently

は、提供された人物の個人的な見解を構成
し、当社または当社関係者の公式の見解に
基づいていない可能性があります。
5.14.

お客様のユーザーアカウントのセキュリ
ティまたは不正使用の違反があった場合
は、直ちに当社に通知する必要がありま
す。当社はお客様のユーザーアカウントの
不正使用によるお客様の損失については責
任を負わないものとします。ただし、この
ような不正使用による当社または他のユー
ザーの損失については、お客様が責任を負
うことがあります。

5.15.

当社は、虚偽のアイデンティティを提供す
る者、または不適切または不正なアクセス
をした者に対して、適切な措置を講ずる権
利を留保します。この措置には、州または
連邦の法律または適用される規制に違反し
てこのウェブサイトにアクセスする者に対
する訴訟が含まれますが、これに限定され
ません。

5.16.

当社は、本利用規約に違反した行為、また
は本規約に適合しない行動を取った場合
は、あらゆるユーザーアカウントを停止さ
せることができ、可能な範囲でいかなる
ユーザーのウェブサイトへのアクセスも停
止することができます。

5.17.

当社は、これらの規約のいずれかに違反し
たとみなされたユーザーのIPアドレス、該
当の違反行為、コンテンツ、本規約に違反
するウェブサイトの使用をブロッキングを
含め、ウェブサイトまたはユーザーアカウ
ントへのアクセスを終了、阻止、または禁
止することができます。
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accesses the Website. This action
may include, but is not limited to,
legal action against any person
accessing this Website in violation of
any state or federal law or regulation
applicable.
5.16.

The Company may terminate any
User Account and, to the extent
possible, any User's access to the
Website if such User is determined to
have taken any action inconsistent
with or in violation of these Terms.

5.17.

The Company may terminate, block
or otherwise inhibit access to the
Website or to the User Account of
any User who is deemed to have
violated any of these Terms including
by blocking any IP address or other
indication of the source of behavior,
content or usage of the Website that
violates these Terms.

6. INTELLECTUAL PROPERTY
§1. No Rights to
Intellectual Property
6.1.

6.2.

Company

6. 知的財産
Parties

Company Parties retain all right, title
and interest in and to the Website
and the Services, whether express or
implied, including all copyrights,
patents, trade secrets, trademarks,
other intellectual property rights,
trade names, logos, slogans, custom
graphics,
button
icons,
scripts,
videos, text, images, software, code,
files, content, information and other
material available on the Website
(collectively,
"Intellectual
Property").
Accessing the Website and using the
Services does not vest you with any
right, title or interest in the
Intellectual Property and other rights

§1.当社関係者の知的財産権
6.1.

当社関係者は、本ウェブサイトおよびサー
ビスにおける、明示的かつ黙示的な、特許
権、営業秘密、商標、その他の知的財産
権、商号、ロゴ、スローガン、カスタムグ
ラフィックス、ボタンアイコン、スクリプ
ト、ビデオ、テキスト、画像、ソフトウェ
ア、コード、ファイル、コンテンツ、情
報、およびその他の資料（総称して「 
知
的財産 」と呼びます）のすべての権利、
権原、利益を留保します。

6.2.

ウェブサイトへのアクセス、サービスの使
用は、第6.3条に別段の定めがない限り、
知的財産権、およびウェブサイトまたは
サービスを介してアクセス可能なコンテン
ツに対するその他の権利、権原または利益
のお客様への帰属を意味しません。

§2.ウェブサイト使用のための制限付きライセンス
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to content which is accessible on the
Website or through the Services
unless otherwise is provided in Article
6.3.

6.3.

ウェブサイトやサービスを利用するため
に
、お客様には個人的、非独占的、限定的、
非割り当て可能な、非譲渡可能な、ロイヤ
リティーフリー、取り消し可能なライセン
スが付与され、本ウェブサイトまたは本
サービスのインターフェースの機能の範囲
内でのみ、一般的に利用可能なウェブブラ
ウザを通じて、本規約に記載の制限の範囲
内で、お客様のアクセス、レビュー、複
製、キャッシュ、印刷、配布、保存が可能
となります。

6.4.

お客様は個人的な使用のためにウェブサイ
ト上の特定のテキストをコピーすることが
できます。ただし、それらを配布したり、
商業目的で使用することはできません。

6.5.

非営利目的でウェブサイトに含まれる情報
を再投稿することは自由です。再掲載され
た資料にウェブサイトへのリンクがあるこ
とを事前に確認、そして/またはお客様の
コメントにて当社をご参照ください。

6.6.

第6.3-6.5条を除き、当社の書面による事
前の許可なしに、知的財産権の全部または
一部の複製、配布（ライセンシングを含む
がこれに限定されない）、放送、複製、変
更は禁止されています。

6.7.

「スパイダー」、「オフラインリー
ダー」、「ロボット」などを含むがこれに
限定されない、自動化されたシステムや、
ウェブサイトへの侵入行為を目的とした類
似のソリューションの使用を禁じます。通
常のウェブブラウザを使用して平均的な人
が同じ期間に合理的に生成することができ
るよりも多くウェブサイトサーバーに要求
を送信することはできません。また、ソフ
トウェアまたはハードウェアを使用して
ウェブサイトをスキャンし他のウェブサイ
トにコンテンツを表示することを禁じま
す。

6.8.

ユーザー名を含む個人を特定できる情報を
ウェブサイトから収集し、違法な目的のた
めにウェブサイトが提供する通信システム
（例：コメント、メール）を使用すること
は、固く禁止されています。お客様は商業

§2. Restricted License to Use Website
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

In order to use the Website and the
Services, you are granted personal,
non-exclusive,
limited,
non-assignable,
non-transferrable,
royalty free, revocable license to
access, review, reproduce, cache,
print, distribute and store content
retrieved from the Website or the
Services only within the functionality
of the interface of the Website or the
Services
through
any
common
consumer web browser, provided that
you strictly comply with limitations
contained herein.
You may copy certain texts on the
Website for your personal use.
However, you are not allowed to
distribute them or otherwise use
them for commercial purposes.
You
are
welcome
to
repost
information contained on the Website
for non-commercial purposes. Please
make sure beforehand that there is a
link to the Website in the reposted
material and/or please make sure to
refer to us in your comments.
With the exception of Articles
6.3-6.5,
copying,
distribution
(including
but
not
limited
to
licensing), broadcasting, replicating,
modifying the Intellectual Property in
whole or in any part without the prior
written permission of the Company is
prohibited.
Please do not launch any automated
systems, including but not limited to
"spiders",
"offline
readers"
or
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"robots" or similar solutions with the
purpose of accessing the Website in
an intrusive manner. You are not
allowed to send requests to the
Website servers within some time
period in larger amount than an
average individual can reasonably
produce in the same time period
using a regular web browser, or
scour the Website using respective
software or hardware in order to
show the Website contents on any
other website.
6.8.

目的でユーザーに連絡しないことに同意す
るものとします。

It is strictly prohibited to collect any
personally identifiable information
including
usernames
from
the
Website
and
to
use
the
communication systems provided by
the Website (e.g. comments, email)
for any unlawful purposes. You agree
not to contact any User for
commercial purposes.
7. FEEDBACK
AND
INFORMATION

AGGREGATE

7. フィードバックと集計情報
§1.フィードバック

§1. Feedback
7.1.

If you decide to submit questions,
comments,
suggestions,
ideas,
original or creative materials or other
information to us ("Feedback"), you
do so on your own accord and not
based on any request or solicitation
from us. The Feedback does not
include the User Content. We reserve
the right to use the Feedback for any
purpose at no charge and without
compensation to you. Do not send us
the Feedback if you expect to be paid
or want to continue to own or claim
rights to your Feedback.

7.2.

The purpose of these Terms is to
avoid potential misunderstandings or
disputes
if
Company
Parties'

7.1.

質問、コメント、提案、アイデア、オリジ
ナルまたは創造的な資料またはその他の情
報を当社に提出することを決定した場合
（以下、「フィードバック
」）、これはお
客様は自身の意思に基づき、当社からのい
かなる要請または勧誘にも基づいていませ
ん。フィードバックにはユーザーコンテン
ツは含まれません。当社は、いかなる目的
でもフィードバックをお客様に対し無料
で、いかなる補償をすることなく使用する
権利を留保します。お客様が支払いを期待
し、またはお客様のフィードバックの権利
を所有し続けたり、権利を主張したい場合
は、フィードバックを当社に送信しないで
ください。

7.2.

この規約の目的は、当社の製品、サービ
ス、ビジネスアイデア、またはビジネス戦
略が、フィードバックとして当社に提出さ
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products, services, business ideas or
business strategies might seem
similar to ideas submitted to us as
the Feedback. If you decide to send
us the Feedback, you acknowledge
and understand that the Company
makes no assurances that your
Feedback
will
be
treated
as
confidential or proprietary.
§2. Aggregate Information
7.3.

7.4.

We may gather information and
statistics collectively about all visitors
to the Website and users of the
Services which may include the
information supplied by you. This
information helps us to design and
arrange our web pages in a
user-friendly
manner
and
to
continually improve the Website and
the Services to better meet the needs
of the Website users.

れたアイデアと類似しているように見える
可能性がある場合、誤解や紛争を回避する
ことです。フィードバックを送信すること
を決定した場合、当社はフィードバックが
機密または専有物として扱われることを保
証しないことをお客様は認識し、理解する
ものとします。
§2.集計情報
7.3.

当社は、お客様から提供された情報を含む
可能性のある、本ウェブサイトのすべての
訪問者および本サービスのユーザーについ
て、情報および統計をまとめて収集するこ
とがあります。この情報は、当社のウェブ
ページをユーザーフレンドリーな方法で設
計し、整理し、ウェブサイトユーザーの
ニーズをより良く満たすためにウェブサイ
トとサービスを継続的に改善するのに役立
てます。

7.4.

これらの目的を支援するため、この種の集
計データを選択されたサードパーティと共
有することがあります。個人情報は、プラ
イバシーポリシーに従って当社によって処
理されます。本ウェブサイトを使用するこ
とにより、お客様はそのような処理に同意
し、お客様が提供するすべてのデータが正
確であることを保証するものとします。

We may share this kind of aggregate
data with selected third parties to
assist with these purposes. Personal
data is processed by us in accordance
with the Privacy Policy. By using the
Website, you consent to such
processing and you warrant that all
data provided by you is accurate.
8. REPRESENTATIONS
WARRANTIES

AND

8. 表明保証
§1.お客様の表明と保証

§1. Your Representations and Warranties
8.1.
8.1.

By using the Website or the Services
you represent and warrant that:

(A) Your Awareness of Technology and
Risks
8.1.1.

you
have
read
and
understand these Terms;

お客様がサービスを使用することにより、
以下を表明し、保証するものとします。

（A）技術とリスクに対する認識
8.1.1.

お客様はこれらの条件を読んで
理解しています。

8.1.2.

お客様は本規約の理解のため、
暗号トークン、トークン格納メ
カニズム（トークンウォレット
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8.1.2.

you
have
sufficient
understanding
of
the
functionality, usage, storage,
transmission
mechanisms
and
other
material
characteristics
of
cryptographic tokens, token
storage mechanisms (such
as token wallets), blockchain
technology
and
blockchain-based
software
systems to understand these
Terms. You appreciate the
risks and implications of
using
the
Website, the
Services and method of
payment for the Services
specified on the Website, as
well as know how to manage
them, and you are solely
responsible
for
any
evaluations based on your
knowledge;

など）、ブロックチェーンテク
ノロジ、およびブロックチェー
ンベースのソフトウェアシステ
ムの機能、使用法、ストレー
ジ、転送メカニズムおよびその
他の重要な特性を十分に理解し
ているものとします。お客様
は、ウェブサイト、サービス、
およびウェブサイト上で指定さ
れたサービスの支払い方法の使
用のリスクおよび影響、ならび
にそれらを管理する方法を理解
しており、お客様の知識に基づ
く評価のもと、単独で責任を負
います。
（B）契約締結の権限
8.1.3.

お客様は、本契約を締結し、
ウェブサイトとサービスを使用
し、本規約に基づいてお客様の
義務を履行し実行するために必
要なすべての権限と権能を有し
ます。お客様が団体の代わりに
ウェブサイトまたはサービスを
使用している場合、その団体を
代理して本利用規約に同意する
権限があることを表明し、その
団体はお客様または他の従業員
による本規約の違反の責任を負
います。本利用規約における
「お客様」とは、お客様とその
団体の両方を参照します。

8.1.4.

お客様は、居住国の法律やその
他の適用される法的要件に従っ
て、ウェブサイトにアクセス
し、ウェブサイトとサービスを
使用するのに十分な年齢に達し
ています。

(B) Authority to Enter into Terms
8.1.3.

you have all requisite power
and authority to enter into
these Terms, to use the
Website and the Services
and to carry out and perform
your obligations under these
Terms. If you are using the
Website or the Services on
behalf of any entity, you
represent and warrant that
you are authorized to accept
these Terms on such entity’s
behalf and that such entity
will be responsible for breach
of these Terms by you or any
other employee or agent of
such entity. References to
"you" in these Terms refer to
you and such entity, jointly;

（C）被制限者ではない
8.1.5.

あなたは被制限者ではなく、被
制限者を代理していません。

（D）適用法令の遵守
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8.1.4.

you are of sufficient age to
access the Website and to
use the Website and the
Services in accordance with
the laws and regulations of
your country of residence or
any other applicable legal
requirements;

8.1.6.

(C) You are not a Restricted Person
8.1.5.

(i)

該当する、構成文書の
あらゆる規定。

(ii)

お客様が拘束されてい
るか、または重大な資
産のいずれかが対象と
なっている裁判、法令
または法的規定。

(iii)

お客様が当事者である
か、または拘束されて
いる重要な合意、債
務、義務または責任。

(iv)

お客様に適用される外
国為替、マネーロンダ
リング防止または規制
上の制限。または

(v)

お客様に適用されるあ
らゆる法律、規則、ま
たはルール。

you are not a Restricted
Person and do not represent
a Restricted Person;

(D) Compliance with Applicable Laws and
Regulations
8.1.6.

本契約の締結および履行は、時
間の経過または通知の有無にか
かわらず、以下の状況の下で規
約に違反したり、競合したり、
または規約の不履行にならない
こと。

the
entering
into
and
performance of these Terms
will not be in violation of,
conflict with or constitute a
material default under the
following circumstances, with
or without the passage of
time or the giving of notice:
(i)

(ii)

(iii)

any
provision
of
your
constituent
documents,
if
applicable;
any provision of any
judgment, decree or
order to which you
are a party, by
which
you
are
bound, or to which
any of your material
assets are subject;
any
material
agreement,
obligation, duty or
commitment
to
which you are a
party or by which
you are bound;

8.1.7.

お客様は、ウェブサイト、サー
ビス、およびサービスの支払い
の使用に起因するお客様の管轄
区域内の適用される納税義務を
遵守します。

8.1.8.

本契約の締結、および本契約の
執行は、政府機関またはあなた
以外の者からの承認その他の行
為を必要としないこと。そして

（E）サービスの支払いに使用される資産の法的出
所
8.1.9.

支払いに利用される関連するデ
ジタル資産、金銭通貨、バー
チャル通貨または暗号通貨を含
む資産が、マネーロンダリング
やテロ資金調達を含むが、これ
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(iv)

(v)

any
foreign
exchange,
anti-money
laundering
or
regulatory
restrictions
applicable to you; or
any
laws,
regulations or rules
applicable to you;

8.1.7.

you will comply with any
applicable tax obligations in
your jurisdiction arising from
the use of the Website, the
Services, and payment for
the Services;

8.1.8.

the
entering
into,
and
performance under, these
Terms require no approval or
other
action
from
any
governmental authority or
person other than you; and

(E) Legal Source of the Assets Used for
Payment of Services
8.1.9.

8.2.

the assets, including any
digital assets, fiat currency,
virtual
currency
or
cryptocurrency, you use to
pay for the Services are not
derived from or related to
any
unlawful
activities,
including but not limited to
money laundering or terrorist
financing.

You agree that if your country of
residence or other circumstances
change such that any of the
representations
and
warranties
specified in Article 8.1 are no longer
accurate, that you will immediately
cease using the Website and the
Services.

に限定されない不正行為から派
生したものではないこと。
8.2.

お客様は、居住国またはその他の状況が変
更され、第8.1条に明記された表明および
保証のいずれかが正確でない場合、お客様
は直ちにウェブサイトおよびサービスの使
用を停止することに同意するものとしま
す。

§2.当社の表明保証の不在
8.3.

お客様は、本ウェブサイトとサービスが
「現状有姿」、「利用可能な状態」、「す
べての不具合を含む」状態でお客様に提供
され、自己の責任においてウェブサイトと
サービスを独占的に使用し、明示的または
黙示的を問わず、いかなる種類の表明およ
び/または保証も当社関係者によって行わ
れていないことを認識し、同意します。

8.4.

当社および他の当社関係者（該当する場
合）は、本ウェブサイトおよびサービスに
関するすべての明示的および黙示的な保証
および表明を明示的に放棄します。いかな
る当社関係者も、以下を含む明示的または
黙示的な表明または保証を行うものではあ
りません。
8.4.1.

コンテンツ、情報、データ、可
用性、中断のないアクセス、
サービス、またはウェブサイト
を通じて提供される製品に関す
るいかなる保証および表明。

8.4.2.

ウィルス、ワーム、トロイの木
馬またはその他の有害なコン
ポーネントがないことを保証す
るウェブサイトまたはサーバー
の保証および表明。

8.4.3.

ウェブサイト、コンテンツ、お
よびそれを介して提供される
サービスまたは製品にエラーが
ないこと、またはウェブサイ
ト、コンテンツ、サービスまた
は製品の欠陥が修正される保証
および表明。
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§2. No Company Parties' Representations
and Warranties
8.3.

8.4.

You hereby acknowledge and agree
that the Website and the Services are
provided to you on "as is", "as
available" and "with all faults" basis
and you use the Website and the
Services exclusively at your own risk
without any expressed or implied
representations and/or warranties of
any kind by Company Parties.

8.4.4.

ウェブサイト、サービス、また
はそのユーティリティに関する
特定の目的のための権原または
商品性または適合性の保証およ
び表明。

8.4.5.

本ウェブサイトがお客様のコン
ピュータまたは他の電子機器と
互換性がある保証および表明。
そして、

8.4.6.

非侵害の保証および表明。

The Company and other Company
Parties (if applicable) expressly
disclaim all expressed and implied
warranties and representations as to
the Website and the Services. None
of the Company Parties makes any
representations
or
warranties,
expressed or implied, including:
8.4.1.

any
warranties
and
representations with respect
to the content, information,
data,
availability,
uninterrupted
access,
Services,
or
products
provided
through
or
in
connection with the Website;

8.4.2.

any
warranties
and
representations
that
the
Website or the server that
makes it available are free of
viruses,
worms,
trojan
horses or other harmful
components;

8.4.3.

any
warranties
and
representations
that
the
Website, its content and any
Services
or
products
provided through it are
error-free or that defects in
the Website, its content or
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the Services or products will
be corrected;
8.4.4.

any
warranties
and
representations of title or
merchantability or fitness for
a particular purpose with
respect to the Website, the
Services, or their utility;

8.4.5.

any
warranties
and
representations
that
the
Website will be compatible
with your computer or other
electronic equipment; and

8.4.6.

any
warranties
representations
non-infringement.

and
of

9. LIMITATION OF LIABILITY AND
INDEMNIFICATION
§1. Limitation
Liability
9.1.

of

Company

§1.当社関係者の責任の制限

Parties'

In no event will the Company Parties
be responsible or liable for any
claims, Damages, liabilities, losses,
costs or expenses of any kind,
whether
direct
or
indirect,
consequential,
compensatory,
incidental,
actual,
exemplary,
punitive
or
special
(including
Damages for
loss
of
business,
revenues, profits, data, use, goodwill
or other intangible losses) regardless
of whether the Company Parties have
been advised of the possibility of
such Damages, liabilities, losses,
costs or expenses, arising out of or in
connection with:
9.1.1.

9. 責任と賠償の制限

the use or performance of
the Website or the Services;

9.1.

責任、損失、費用または経費の可能性につ
いて当社の当事者がアドバイスされている
かどうかにかかわらず、以下の事項に関連
して、直接的または間接的、必然的、補償
的、偶発的、実際的、模範的、懲罰的また
は特別な（損害賠償請求を含む）あらゆる
種類の請求、損害、負債、損失、費用また
は経費について、当社は責任を負いませ
ん。
9.1.1.

ウェブサイトまたはサービスの
使用またはパフォーマンス。

9.1.2.

ウェブサイトまたはサービスの
提供のいずれかの規定またはそ
れの不履行。

9.1.3.

ウェブサイトから入手可能なあ
らゆる資料または情報。

9.1.4.

あらゆるサードパーティの行為
またはコンテンツ。

9.1.5.

当社へのまたは当社からのデー
タまたはコンテンツに対する不
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9.1.2.

any provision of or failure to
provide the Website or the
Services;

9.1.3.

any material or information
available from the Website;

9.1.4.

any conduct or content of
any third party;

9.1.5.

unauthorized access, use or
alteration of the transmission
of data or content to or from
us; or

9.1.6.

the failure to receive in any
way the transmission of any
data, content, funds or
property from you.

9.1.7.

any unlawful access to or use
of the Website, any of its
content or the Services;

9.1.8.

any reliance on or decision
made on the basis of
information
or
material
shown on or omitted from
the Website;

9.1.9.

9.1.10.

正なアクセス、使用または改ざ
ん。または

any
representation
or
otherwise in respect to the
existence or availability of
any
job,
vacancy,
assignment
or
other
engagement or appointment
advertised on the Website (if
any) and any representation
or otherwise that we have or
will ask for a candidate’s
information, will or have
asked to interview or engage
a candidate or that any
candidates will meet our
needs;
any matter affecting the
Website, any of its content or
the Services caused by

9.2.

9.1.6.

お客様からのデータ、コンテン
ツ、資金または財産の送信のい
かなる形での受け取り不能。

9.1.7.

ウェブサイト、そのコンテンツ
またはサービスのいかなる不法
なアクセスまたは使用。

9.1.8.

当ウェブサイト上に表示され
た、または遺漏した情報または
資料への依存またはそれに基づ
く決定。

9.1.9.

ウェブサイトに掲載（もしあれ
ば）されている求人、空席、譲
渡、その他の約束または契約の
有無や可用性、候補者の情報の
所持、または情報を求める意
思、または候補者との面接また
は接触、候補者が当社のニーズ
を満たすことの表明。

9.1.10.

当社の合理的な管理を超えた状
況によって引き起こされた、
ウェブサイト、コンテンツまた
はサービスに影響を及ぼす事
項。

9.1.11.

ウェブサイトの使用の増加、
ウェブサイトの間欠的な故障ま
たは修理の必要性のために発生
する可能性のあるウェブサイト
のパフォーマンス、ウェブサイ
ト、ウェブサイトを通じて提供
されるサービスまたは製品の不
具合、遅延、中断、または新し
い施設、製品またはサービスの
維持または導入。そして、

9.1.12.

ウェブサイトからアクセス可能
なサードパーティによって運営
されているウェブサイト上の情
報または資料。

法律で許容される最大限の範囲において、
いかなる場合においても、契約、保証、不
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circumstances beyond
reasonable control;
9.1.11.

9.1.12.

9.2.

9.3.

9.4.

our

the performance of the
Website
and
any fault,
delays, interruptions or lack
of availability of the Website,
the Services or products
provided
through
the
Website, which may occur
due to increased usage of
the Website, intermittent
failures of the Website or the
need
for
repairs,
maintenance
or
the
introduction of new facilities,
products or services; and
any information or material
on any website operated by a
third party which may be
accessed from the Website.

To the fullest extent permitted by
applicable law, in no event will the
aggregate liability of the Company
Parties (jointly), whether in contract,
warranty, tort (including negligence,
whether active, passive or imputed),
or other theory, arising out of or
relating to these Terms or the use of
or inability to use the Website or the
Services, exceed the amounts paid
by you to the Company for content,
access to the Website or use of the
Services.
To the fullest extent permitted by
applicable law, you disclaim any right
or cause of action against any of the
Company Parties of any kind in any
jurisdiction that would give rise to
any Damages whatsoever on the part
of any Company Party.
If applicable law does not allow all or
any part of the above limitation of
liability to apply to you, the

法行為（過失を含む、積極的、受動的か帰
属的）、または他の理論のいずれにおいて
も、当社のすべての賠償責任は、これらの
条件、またはウェブサイトまたはサービス
の使用または使用不可能に関連して、コン
テンツ、ウェブサイトへのアクセス、また
はサービスの利用に関してお客様が当社に
支払った金額を超えないこと。
9.3.

適用法によって許可されている限り、お客
様は、いかなる締約国においても、いかな
る当社関係者に対しても、いかなる損害を
生じさせるいかなる種類の権利または訴訟
原因も放棄するものとします。

9.4.

適用法が、上記の責任制限の全部または一
部をお客様に適用することを許可していな
い場合、適用される法律によって許可され
ている範囲内で、制限が適用されます。

9.5.

お客様は、ウェブサイトの使用、サービス
およびサービスの支払いに関するお客様の
国に関連する法律の遵守を確実にすること
は自身の義務であり、また、当社関係者
は、違法または許可されていないウェブサ
イトおよびサービス、またはサービスの支
払い方法の使用に関していかなる責任も負
いません。お客様は、ここに企図された取
引に課された、または関連して課される適
用する税金について、単独で責任を負うこ
とに同意するものとします。

§2.当社関係者が負う損害賠償
9.6.

適用法によって許可されている限り、お客
様は、お客様の以下の行為に基づいて当社
が負うすべての請求、要求、訴訟、損害、
損失、費用、経費（弁護士費用を含む）を
賠償し、当社を防御し、無害化し、払い戻
すこととします。
9.6.1.

ウェブサイトまたはサービスへ
のアクセスまたは使用。

9.6.2.

お客様のユーザーコンテンツ。

9.6.3.

お客様提供のフィードバック。
または、
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limitations will apply to you only to
the extent permitted by applicable
law.
9.5.

You understand and agree that it is
your obligation to ensure compliance
with any legislation relevant to your
country of domicile concerning use of
the Website, the Services and
payment for the Services, and that
Company Parties should not accept
any liability for any illegal or
unauthorized use of the Website, the
Services or method of payment for
the Services. You agree to be solely
responsible for any applicable taxes
imposed on or in connection with any
transaction contemplated herein.

9.6.4.
9.7.

9.7.

To the fullest extent permitted by
applicable law, you will indemnify,
defend and hold harmless and
reimburse Company Parties from and
against any and all claims, demands,
actions, Damages, losses, costs and
expenses (including attorneys’ fees)
incurred by a Company Party arising
from or relating to:
9.6.1.

your access to or use of the
Website or the Services;

9.6.2.

your User Content;

9.6.3.

any Feedback you provide;
or

9.6.4.

your
violation
Terms.

of

当社は、お客様の費用負担で、本規約に基
づく免責の対象となるすべての申し立てを
防御する独占的な権利を有します。この補
償は、お客様と当社の間の書面による合意
書に記載されているその他の補償に加える
もので、それに代わるものではありませ
ん。

§3.不可抗力
9.8.

当社関係者は、神の行為、労使紛争または
その他の産業上の障害、電気、通信、ハー
ドウェア、ソフトウェアまたはその他の公
共施設の不具合、ソフトウェアまたはス
マートコントラクトのバグまたは脆弱性、
地震、暴風、その他の自然関連の事象、閉
鎖、禁輸、暴動、政府の命令または行動、
テロリズム、戦争、技術変化、金利やその
他の金融情勢の変化、疑念の回避のため
に、ブロックチェーン関連のプロトコルに
関するあらゆる変更を含むあらゆる不可抗
力に関するすべてのお客様に対する責任を
放棄します。

9.9.

不可抗力の事態が発生した場合、他者の実
行不能により被災した当事者は、不可抗力
の状況の期間中、本契約の全部または一部
を中止することを選択することができる。
不可抗力の事態を経験した当事者は、被災
者に対する不可抗力の影響を最小限に抑え
るために、あらゆる合理的な方法で被災者
と協力し支援するものとする。

§2. Indemnification for Losses Incurred
by a Company Party
9.6.

お客様の規約違反。

§4.免責

these

We reserve the right to exercise sole
control over the defense, at your
expense, of any claim subject to
indemnification pursuant to these
Terms. This indemnity is in addition
to, and not in lieu of, any other

9.10.

適用される法律で認められる最大限の範囲
で、お客様は、既知および未知（過失の申
し立てを含む)の、あらゆる種類および性
質の賠償責任、責任、請求、要求および/
または損害(実際のおよび結果的な）、お
客様と当社との間の紛争および第三者の行
為または不作為に関連して発生した事象か
ら当社関係者を免責するものとする。
お客様は、本免責条項に同意した時点で既
知もしくは、存在する可能性がある権利を
含む、本免責条項の適用範囲を制限する法
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indemnities set forth in a written
agreement between you and a
Company Party.

令または慣習法の原則を明示的に放棄しま
す。

§3. Force Majeure
9.8.

Company Parties shall not be liable
and disclaim all liability to you in
connection with any force majeure
event, including acts of God, labour
disputes
or
other
industrial
disturbances,
electrical,
telecommunications,
hardware,
software or other utility failures,
software or smart contract bugs or
weaknesses, earthquakes, storms, or
other
nature-related
events,
blockages, embargoes, riots, acts or
orders of government, acts of
terrorism
or
war,
technological
change, changes in interest rates or
other monetary conditions, and, for
the avoidance of doubt, changes to
any blockchain-related protocol.

9.9.

If an event of force majeure occurs,
the party injured hereto by the
other’s inability to perform may elect
to suspend these Terms, in whole or
part, for the duration of the force
majeure circumstances. The party
hereto
experiencing
the
force
majeure
circumstances
shall
cooperate with and assist the injured
party in all reasonable ways to
minimize the impact of force majeure
on the injured party.

§4. Release
9.10.

To the fullest extent permitted by
applicable law, you release the
Company Parties from responsibility,
liability, claims, demands, and/or
Damages (actual and consequential)
of every kind and nature, known and
unknown
(including
claims
of
negligence), arising out of or related
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to disputes between you and us and
the acts or omissions of third parties.
You expressly waive any statute or
common law principles that would
otherwise limit the coverage of this
release to include only those claims
which you may know or suspect to
exist in favor of you at the time of
agreeing to this release.
10.GOVERNING LAW AND DISPUTE
RESOLUTION

10.準拠法と紛争解決
§1.適用法

§1. Applicable Law
10.1.
10.1.

These Terms will be governed by and
construed and enforced in accordance
with the laws of England and Wales,
without regard to conflict of law rules
or principles that would cause the
application of the laws of any other
jurisdiction.

§2.非公式の紛争解決
10.2.

§2. Informal Dispute Resolution
10.2.

You and the Company shall cooperate
in good faith to resolve any dispute
arising out of or in connection with
these Terms, including any question
regarding their existence, validity,
interpretation, breach or termination,
and any non-contractual obligation or
other matter arising out of or in
connection with them ("Disputes").
If you and we are unable to resolve a
Dispute within 90 days of notice of
such Dispute, such Dispute shall be
finally
settled
in
arbitration
proceeding as stipulated in Articles
10.4-10.8.

§3. No Class Arbitrations, Class Actions
or Representative Actions
10.3.

Any Dispute is personal to you and
the Company and will be resolved
solely through individual arbitration

本規約は、他の管轄の法律の適用を引き起
こす法律の抵触または原則にかかわらず、
イングランドおよびウェールズの法律に準
拠して支配され、解釈され、執行されま
す。

お客様と当社は、本規約の有効性、妥当
性、解釈、違反または解約、非契約上の義
務またはその他の事項に起因する問題を含
む、本規約に起因または関連して生じる紛
争を（以下、「紛争」）解決するために誠
実に協力するものとします。お客様と当社
がかかる紛争の通知から90日以内に紛争
を解決することができない場合、かかる紛
争は最終的に仲裁手続において第10.4条
10.8条に定めるところで解決されるもの
とします。

§3.集団仲裁、集団訴訟または代表訴訟の否定
10.3.

紛争は、お客様および当社にとって個人的
なものであり、個人仲裁のみによって解決
され、集団仲裁、集団訴訟、またはその他
の種類の代表訴訟として提起されることは
ありません。集団仲裁または、個々の個人
またはグループの代表として紛争を解決し
ようとする仲裁は否定されます。さらに、
紛争は、仲裁の範囲内であろうとなかろう
と、他の個人または個人のグループを代表
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and will not be brought as a class
arbitration, class action or any other
type of representative proceeding.
There will be no class arbitration or
arbitration
in
which
individual
attempts to resolve a Dispute as a
representative of another individual
or group of individuals. Further, a
Dispute cannot be brought as a class
or other type of representative
action, whether within or outside of
arbitration, or on behalf of any other
individual or group of individuals.

して、集団的または他のタイプの代表的行
動として提起することはできません。
§4.仲裁手続
10.4.

いかなる紛争も、仲裁が開始された日にロ
ンドン国際仲裁裁判所の規則（the Rules
of the London Court of International
Arbitration）に基づいて仲裁され、最終
的に解決されます。この規則は、本条に言
及することによって援用されるものとみな
されます。

10.5.

仲裁裁判所は、ロンドン国際仲裁裁判所が
指名した1名の仲裁人で構成されます。

10.6.

仲裁の場は英国ロンドンとします。仲裁の
言語は英語とします。

10.7.

裁判所の裁定は、最終的なものであり、執
行された日から拘束力を有するものとしま
す。

10.8.

各当事者は、関連する裁判手続を含む仲裁
に関連するすべての事項を実行可能な限り
最大限に秘密にすることに同意します。

§4. Arbitration Proceedings
10.4.

Any Dispute shall be referred to and
finally resolved by arbitration under
the Rules of the London Court of
International Arbitration in force on
the date on which the arbitration is
commenced, which Rules are deemed
to be incorporated by reference into
this Article.

10.5.

The tribunal shall consist of one
arbitrator nominated by the London
Court of International Arbitration.

10.6.

The seat of the arbitration shall be
London, the United Kingdom. The
language of the arbitration shall be
English.

10.7.

Any award of the tribunal shall be
final and binding from the day it is
made.

10.8.

The parties hereto agree to keep
confidential all matters relating to the
arbitration, including related court
proceedings, to the greatest extent
practicable.

11.MISCELLANEOUS
§1. Entire Agreement

11.その他
§1.完全合意
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11.1.

These Terms constitute the entire
agreement between you and the
Company relating to the use of the
Website and the Services. These
Terms
supersede
all
prior
or
contemporaneous
representations,
understandings,
agreements
or
communications between you and
any of the Company Parties, whether
written or verbal, regarding the
subject matter of these Terms.

11.1.

§2.分離可能性
11.2.

§2. Severability
11.2.

Should any provision of these Terms,
or any provision incorporated into
these Terms in the future, be or
become
illegal,
invalid
or
unenforceable under the laws of any
jurisdiction, the legality, validity or
enforceability in that jurisdiction of
the other provisions of these Terms
shall not be affected thereby.

§3. Assignment of Rights and Obligations
11.3.

The Company may assign Company's
rights and obligations under these
Terms.

§4. No Company's Waiver of Rights
11.4.

The Company's failure to exercise or
enforce any right or provision of
these Terms will not operate as a
waiver of such right or provision.

§5. Third Party Rights
11.5.

Except as otherwise provided herein,
these Terms are intended solely for
the benefit of you and the Company
and are not intended to confer
third-party beneficiary rights upon
any other person or entity.

§6. Notices

本規約は、ウェブサイトとサービスの使用
に関するお客様と当社との間の完全な合意
を構成します。本規約は、本利用規約の主
題に関して、書面または口頭にかかわら
ず、お客様と当社との間の過去、現時点で
の表明、理解、契約または連絡すべてに優
先します。

任意の管轄区域における法律、規則によ
り、本規約の任意の条項または将来この規
約に組み込まれる条項が違法、無効または
執行不能になった場合、本規約のその他の
条項の妥当性および執行可能性はその影響
を受けません。

§3.権利と義務の譲渡
11.3.

当社は、本利用規約に基づき当社の権利と
義務を譲渡することができる。

§4.当社の権利放棄の否定
11.4.

当社が本利用規約の権利または条項を行使
または執行しなかった場合でも、かかる権
利または条項の放棄とみなされません。

§5.サードパーティの権利
11.5.

別段の定めがある場合を除き、本利用規約
は、お客様および当社の利益のためにのみ
意図されており、サードパーティの受益権
を他の人または団体に付与することを意図
していません。

§6.通知
11.6.

本規約を含む当事者がお客様に提供する本
利用規約に関するすべての通知、要求、請
求およびその他の連絡（以下、「通知
」）
は、以下により、電子形式で提供されま
す。
11.6.1.

ウェブサイト上での通知の掲
示。または

11.6.2.

お客様のユーザーアカウントを
通した通知の送信。または
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11.6.

11.7.

11.8.

All
notices,
requests,
claims,
demands and other communications
concerning these Terms ("Notices")
that a Company Party provides to
you, including these Terms, will be
provided in electronic form by:
11.6.1.

posting a Notice
Website; or

on

11.6.2.

sending a Notice through
your User Account; or

11.6.3.

sending an email to the
email
address
which is
associated with your User
Account.

Notices provided by posting on the
Website will be effective upon posting
and Notices provided by email or sent
through the User Account will be
effective when a Company Party
sends the Notice. It is your
responsibility to keep your email
address current. You will be deemed
to have received any email sent to
the email address then associated
with your User Account when a
Company Party sends the email,
whether or not you actually receive
or read the email.
Notices that you provide to a
Company Party must be in the
English language and delivered to the
Company
Party
by
email
(
company@osadc.io). Such Notices
will be effective one business day
after they are sent.

In these Terms, references to
"
Articles" are references to Articles
of these Terms.

お客様のユーザーアカウントに
関連付けられているメールアド
レスへの電子メールの送信。

11.7.

ウェブサイトへの掲示によって提供される
通知は、掲示の際に有効となり、電子メー
ルで提供される通知またはユーザーアカウ
ントを介して送信される通知は、当社関係
者が通知を送信したときに有効となりま
す。メールアドレスを最新に保つことは、
お客様の責任です。当社関係者が電子メー
ルを送信した際に、メールアドレスに送信
された電子メールは受信されたとみなされ
ます。実際に電子メールを受信したかどう
かは関係ありません。

11.8.

お客様が当社関係者に提供する通知は、英
語で書かれ、電子メール（
company@osadc.io ）で当社関係者に届
けられなければなりません。そのような通
知は、送信されてから1営業日後に有効と
なります。

the

§7. Interpretation
11.9.

11.6.3.

§7.解釈
11.9.

本規約において、「条項」への言及は、本
規約の条項への言及です。

11.10.

本規約において、文脈が別段の表明を示さ
ない限り、またはその反対が明示的に述べ
られていない限り、
11.10.1.

単数形への言及は複数形への参
照を含み、 そ
 の逆も同様です。

11.10.2.

男性への言及は女性への参照を
含み、その逆もまた同様です。

11.10.3.

人物への言及は、あらゆる個
人、団体（どこで、どのように
設立または登記されているかに
関わらず）、協会、パートナー
シップ、政府、州政府機関、公
的機関、ジョイントベン
チャー、労働協議会、またはそ
の他の従業員代表団体への言及
を含み、別個の法的人格の有無
を問いません。
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11.10.

In these Terms, unless the context
indicates otherwise or the contrary is
expressly stated:
11.10.1.

11.10.2.

references
to
the male
include references to the
female and vice versa;

11.10.3.

a reference to a person
includes a reference to any
individual, body corporate
(wherever
or
however
incorporated or established),
association,
partnership,
government, state agency,
public
authority,
joint
venture, works council or
other
employee
representative body in any
jurisdiction and whether or
not having a separate legal
personality;

11.10.4.

11.10.5.

11.11.

references to the singular
include references to the
plural and vice versa;

a reference to a person
includes a reference to that
person's
legal
personal
representatives, successors,
permitted
assigns
and
permitted nominees in any
jurisdiction whether or not
that person has a separate
legal personality; and

11.10.4.

人への言及には、その人の法的
個人的代表者、後継者、許可さ
れた譲受人および許可された候
補者への参照を含み、別個の法
的人格の有無を問いません。

11.10.5.

会社への言及は、会社、法人ま
たはその他の法的団体を含み、
どこでどのように設立または登
記されたかを問いません。

11.11.

本規約の見出しは、便宜上のものであり、
参考のためだけに記載されており、解釈に
は影響しません。

11.12.

「本規約の（hereof）」、「本規約に
(herein)」、「本規約の下に
(hereunder)」、「本規約によって
(hereby)」、および同様の意味の単語は
本規約において、本規約全体を指し、本規
約の特定の条項を指すものではありませ
ん。

11.13.

本規約において、これら単語「含む
(include)」、「含む(includes)」または
「含んでいる(including)」が使用される
時においては、これら単語の後に「が、こ
れに限定されない(without limitation)」
が続くものとみなされます。

11.14.

本利用規約は、時折、他の言語に翻訳され
ることがあります。本規約の英語版と他の
言語版との間に相違がある場合は、英語版
が優先されます。

a reference to a company
shall be construed so as to
include
any
company,
corporation or other body
corporate or other legal
entity,
wherever
and
however
incorporated
or
established.

The headings in these Terms are
inserted
for
convenience
and
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reference purposes only and do not
affect its interpretation.
11.12.

The
words
"hereof",
"herein",
"hereunder" and "hereby" and words
of similar import, when used in these
Terms, shall refer to these Terms as
a whole and not to any particular
provision of these Terms.

11.13.

Wherever
the
word
"include",
"includes" or "including" is used in
these Terms, it shall be deemed to be
followed by the words "without
limitation".

11.14.

These Terms may from time to time
be translated into other languages.
To the extent that any discrepancy
may exist between the English
version of these Terms and the
version in another language, the
English version prevails.
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