TERMS OF SERVICE
プライバシー規約
この文書は あなた（«購入者”、»ユーザー”、”あなた”）
とModle, ケイマン諸島設立会社、
また当社により
承認される、ケイマン諸島会社、会社(複数の) («会社”、»当社»、”私達”）によって同意されたサービス規
約としての役割を果たします。あなたは、当社のウエブサイト https://modltoken.io（全て、そしてどの
サブドメイン、集合での»ウエブサイト”を含む）そして/または 当社のサービスの利用またはその他の
特性、テクノロジー、当社のウエブサイトやその他(集合での”サービス»)を通じて提供される機能を使
用する場合にこれらの規約を承諾します。
これらの規約は、当社のウエブサイト、
またはサービスを初めて利用する時点で締結されます。あなた
が、
これらの規約に関して同意しない場合は、直ちにウエブサイトやサービスの利用をやめて下さい。
ウエブサイトとウエブサイト上のハイパーリンクからアクセスできる内容は、
これらの規約の肝要な部
分を表しません。あなたが、他の団体を代理してサービスを利用している場合は、あなたは、その団体
を代理してこれらの規約を承認する権限を与えられており、そしてその団体はあなたや、その団体の社
員、
またエージェント(この事態で指すこの規約の”あなた”は、あなた、団体、共同を意味する）の規約違
反により生じる全ての損害責任を持ちます。
サービスへのアクセスおよび/また利用は、あなたの承諾そしてまたこれらの規約の順守と条件付けら
れます。
これらの規約は全ての訪問者、利用者、
またその他アクセス、サービス利用者に適用されます。
当社は、
これらの規約に対する改正通知において、改正された文書をウエブサイトの”最終更新”場所に
適切に更新する、
またはその他の適切と判断した合理的な手段にて行います。当社は、
これら以外の他
の方法で、改定通知を行う義務はありません。
これらの規約に対しての変更は、通知の段階で、現時点
およびその後のウエブサイトとサービスの利用に有効となります。
ウエブサイトへのアクセス、および/またはサービスの利用において、
あなたはこれらの規約に拘束される
事に同意します。
あなたがこれらの規約のいずれかの部分に同意しない場合は、
ウエブサイトおよび/ま
たサービスを利用しない場合があります。
1. ウエブサイトを利用するためのユーザー資格。
あなたは、最低18歳以上であり、当社によって提供され
る(ケイマン諸島の法律、そしてあなたが居住する法域に関連する)、
このようなインターネットやサービ
ス利用の法的権利を有している、
また以前に当社からサービス利用中止、
または利用の取り消しがな
かった権利を表示し、そして保証します。
2. 違反と禁止行為。あなたは、
ウエブサイト及びサービスをマネーロンダリング、
ドラッグ密売、人身売
買、武器売買、テロリズム、不正詐欺、
または脱税を含む、(限定されない）犯罪行為、違法行為、
もしくは
禁止行為のために利用しない事を表示し、保証します。あなたは、他の団体を違法行為等を支援するた
めに、
ウエブサイト及びサービスを利用しない事を表示し、保証します。あなたは、
スパムの配布、価値
のないやり取り、
またはチェーンレター；逆行分析、
もしくは ウエブサイトの基本的なコードや技術的な
メカニズムへの不適切なアクセス；当社のウエブサイトおよび/または当社に対して、損害を与えるハッ
キング、マルウェア、
ウイルス、違法の資格、
フィッシング、暴力行為、違法なSQLの使用、
または有害な遮
断、妨害、
または情報やウエブサイト機能に損害を与えるその他の方法(限定されない)含むどの手段に
おいても、
ウエブサイト及びサービス決して利用しない事を表示し、保証します。
また、あなたは、あな
たのアカウントに転送アクセスしない（下記に規定される）、
またこれらの規約により与えられるその他
の権利に同意します。

3. 登録とアカウント。私達のサービスの利用には、当社（«アカウント”）
でのアカウント作成を要求される
事があります。あなたは、作成時のアカウントが、最新、完了、
また正確である事を表示し、保証します。
あなたは、情報の変更がアカウント作成時に提供された情報に対し、最新、完了、
または正確ではない
場合、速やかに当社に通知する事に同意します。
また、あなたは、
アカウント登録時に当社によって適
切と考えれる方法で、Ｅメールアドレスの確認を求められる場合があるという事への理解を表示し、保
証します。
さらに、当社はウエブサイトおよび/またサービスの利用のために、いつでもあなたに身元、
現住所そして資金源の証明を要求する事があります。
もし、あなたがそれらの情報の提示を拒否、
また
はあなたがなにかしらの理由でウエブサイトおよび/またサービスを利用できない断定された場合、あ
なたはウエブサイトおよび/またサービスを拒否されます。あなたは、あなたのアクセスと利用のみに
アカウントを使用し、そして第三者のための利用やログイン許可情報の開示の権利を渡さない事に同
意します。あなたは、
アカウントの使用から起こるどの行為に対しても全責任を負い、そしてこの義務は
第三者に渡す事はできません。あなたは、
ウエブサイトやサービスに関連するセキュリティー侵害また
は脆弱性の発見や疑いを持った場合、当社に通知することに同意します。
4. インターネットおよびブロックチェーン固有の脆弱性による損害。
あなたは、インターネット介して送
られた情報への遮断、損失、
または変更により生じたいかなる損害に対して当社が一切の責任を負わ
ない事に同意します。当社は セキュリティーとあなたのウエブサイトおよび/またサービスの利用中に
送信されたプライバシー保護のための合理的な措置を行いますが、いかなる場合でも、そのような情
報は”機密”、
また第三者への開示、偶然またはその逆、たとえそれが私達の不注意で起きた結果だっと
しても、当社に対しての責任とみなしません。当社は、攻撃を防ぎ軽減するために、あらゆる合理的な
予防対策を行います。
しかし、
これらの問題は、当社がコントロールできない理由で時々起こる可能性
があります。当社がウエブサイトまたウエブサイト上のサービスが、侵害されている、
また攻撃されてい
ると確信した場合、当社はウエブサイトおよび/ウエブサイトを通じて提供される全てのサービスを直
ちに停止する権利を留保します。
もしそのような攻撃が、
ウエブサイトおよび/サービスに要因する、
ま
たは別の要因、
ウエブサイトおよび/またサービス、利用者に対して損害をあたえる恐れがある要因と
断定された場合、当社は全てのウエブサイトおよび/またサービスを判断により中止にする場合があり
ます。預金、引き出し、残高、サービスまた他の議論に関連する解決は、ケースバイケースで決定されま
す。当社は、適切な安全を提供しますが、過失があったにかかわらず、表明とウエブサイトの安全の保
証、失われた価値や盗難の責任を負いません。
5. 当社は法律、財務、
またその他の専門的なアドバイスを提供しません。決して私達の提供するサービ
スおよび/また情報、
ウエブサイト上にあるデータや文書は、法律、財務、
また専門的な他の物、
また利
用者が信頼する事のできる、当社に対しての責任の原因となる専門的アドバイスと見なされません。
ウ
エブサイトおよびサービスの利用において、あなたは、法律、財務、
もしくは専門的なアドバイス等を提
供できる資格を持った弁護士などの専門家を探した、あるいはあなたがブロックチェーンおよび提供
される物、そしてサービスを有能に使用する上で、
リスクとメリットを評価するための十分な知識と教
養を持っている事を表示し、保証します。当社は、私達のサービスに関する適合性 あなたが信託の業務
を負わない事を保証しません。あなたは、当社、
またはその社員やその他のユーザーからの提案やコ
メントは一般的な物と見なされ、
このような声明にかかわらず、行動を取る前にあなた独自で判断を行
う、
または専門家のアドバイスを探す事を理解しており、表示、保証します。当社は、
このような声明の
正確性または完全性に関して保障していません。
6. ライセンス。当社は、当社のウエブサイトやサービスにへのアクセスと利用に対して、あなたを限定
的、非独占的、譲渡不可能なライセンス(“ライセンス”)とします。
このライセンスは、
これらの規約の対象
となります。
これらの規約により明確に許可されていない、
ウエブサイトおよびサービスのその他の利
用は、禁止されています。
ウエブサイトやサービスで提示される内容、機能、含む他の全ての権利は、明
確に当社または当社のライセンス保持者により、保有されてます。サービスに関連する、
またはウエブ
サイトに表示される”MODULE”、
ウエブサイト、全てのロゴは当社または関連会社より、商標また登録さ

れています。あなたは、再配布、所有権の請求の請求、
ライセンス、分解、逆行分析、変更、他の業務また
はウエブサイトへの組み込み、
またはどの内容や機能の利用、当社の事前の明確な書面による承諾な
しに行いません。
7. 解約。当社は、あなたが規約違反をした場合、事前通知、
またその他のいかなる理由(制限されない)
の責任を負わず、解約、停止する場合があります。当社、社員、エージェント、および代表者による これら
の規約、いかなるやりとりや行為は解約の原因となるどの出来事の法的救済の放棄として取られる事
はありません。彼らの性質による、所有権条項、免責条項、義務の制限、および責任を含む(制限されな
い)規約の全ての条項は、終了後も有効に存続します。
8. 当社のサービスに関連するコミュニケーションの著作権。ユーザーが同意するすべての材料またはユ
ーザーと当社の間で送信され。たいかなる種類のやりとり、
またいかなる手段も、機密ではなく、当社
の唯一の独占的な所有物になります。当社は、あなたに通知や補償する事なく、やりとり、
また材料の全
知的財産権を所有し、
またそれらを法律、商業、
またその他の目的のために、完全に制限されないやり
方で使用し、広めます。あなたは、法律で許可されているこの情報の使用が原因でおこる訴訟、受けた
損害の回復に対してのどの権利もここで放棄します。
9. 免責。
あなたは、あなたの規約破棄や、法律、ルーツ、
また第三者の権利の違反を含む(限定された
ない)サービスの利用の中からから生じる、いかなる苦情、法律で許容される要求から、当社、その代表
者、関連会社、社員、
また罪のないサービス提供者を免罪、無罪、
とどめておく事に同意します。あなた
は、あなたの行動の結果として、当社やその他の補償される当事者が被った法律上の手数料およびそ
の他の費用を支払う事に同意します。
10. 保証と約束の免責条項。当社は、いかなるレベルの性能、
また継続的な中断される事のないサービ
スを約束していません。当社は、
ウエブサイト上のいかなる情報の正確性を約束しません。当社は、
これ
により この規約で明確にされていない全ての保証と約束を免罪します。
これらの規約の有効性、解釈、構造と性能、そして全ての行為、
ここに従っての取引、
11. 適用法と場所。
権利、
ここでの当事者の義務は、法律の定職の原理に影響する事なく、ケイマン諸島の法律に従って、
統制、構成、そして解釈されます。
これらの規約、
トークン販売規約、およびプライバシー規約、購入者と
当社の間を規定するひとくくりのルールです。あなたは、部分的に承諾は出来ず、
この決められたルー
ルの全てを承諾しないといけません。
これらの規約、
プライバシー規約、およびトークン販売規約の間
で対立がある場合は、
トークン販売規約を優先するものとします。
12. 仲裁。いかなる争い、債権、訴訟、行為、行為の原因、要求、
または訴訟（集団での争い）を除き、
どち
らの当事者も、それぞれ個別に、小額裁判所を探す、差止命令を求める、知的財産の違法使用による申
し立ての衡平法上の救済を行い（著作権、商標、商号、ロゴ、機密事項、
または特許を含む、
また限定さ
れない）、あなたと当社はそれぞれ(i)裁判所で解決された本規約に関連して生じた全ての争いを放棄
し、
また、(ii) あなたと当社それぞれの陪審裁判の権利を放棄します。代わりに、あなたと当社は、調停
にて争いを解決する事となります。(これは審理を請求された一人、
またはそれ以上の人数に対しての
争い、最終決定、及び解決と判決を裁判官や裁判所で争いを決定させる代わりに依託する事となりま
す。)
13. 集団仲裁、集団訴訟、および代表訴訟に対しての拒否。
これらの規約に関して生じる争いは、あな
たと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仲裁が行われ、集団仲裁、集団訴訟、
ま
たその他の訴訟を代表するものとして行ってはいけません。一個人が、他の個人及び、
グループを代
表して、争いの解決に努めて、集団仲裁、及び集団訴訟を起こす事はありません。
さらに、争いは仲裁
の範囲であろうとなかろうと、他の個人や集団を代表したり、集団や他の種類の集団を代表する行為

として行ってはいけません。適用される法律により許可されている範囲内で、
これらの規約に関連し生
じた、
またさらなる契約から生じた全ての争いは、
リガ常設仲裁裁判所、登録番号40003759884、住
所：Burtnieku Street 39, Riga, Latvia, LV-1084,の裁判手続きのルールに従い解決されます。仲裁人の
数は一人とします。仲裁が行われる場所はRiga, Latvia.になります。仲裁の裁定は英語で行われます。当
事者は、証拠と討議は文書として記録され、
また当事者は口頭審理を用いる可能性がある事に同意し
ます。両当事者は、上記の仲裁が不便な場所である、
または個人や事物管轄のどちらかが不足している
等の申し立てを放棄します。一般的なものを制限する事なく、前途の両当事者は全ての質問が、
この条
において議論を構成する問題を仲裁する、
またこの条に従って仲裁により解決されるかどうか確かで
はない事にに同意します。仲裁人は、関連法により許可されるどの当事者に対して、いかなる措置を強
要する力を持っています。上限を制限する事なく、違反が生じた場合において、当事者が救済が必要で
あると誠実に判断した場合、それぞれの当事者は 先に仲裁という手段に訴えることなしに、相手側の
管轄権を有する裁判所に対して、差し止めによる救済、
また一時的な禁止命令を求める事とします。前
文を除いて、いずれかの裁判所での当事者のいずれかによる、仲裁可能な争いを侵害する行為の申告
と起訴は、
これらの条項の違反とみなし、そして非違反当事者は、
この項に従い仲裁を通じて、かかる違
反の損害賠償の権利を得る事とします。各当事者は、
自らで費用負担するが、当事者は仲裁裁判所の費
用を均等に負担するものとします。当事者は、
この条に従って実施される全ての仲裁手続きは、厳重に
機密保持され、そして仲裁手続きの過程で開示される全ての情報は、
これらの手続きのためのみに使
用される事に同意します。
14. 存続と可分性。
これらの規約のいかなる部分も、あなたのライセンスの終了、
またここでそのように
する事を同意したその他の契約書を合理的に存続させます。
もし、
これらの規約のいずれかの条項が、
違法、無効、あるいは何かの理由で無効とみなされた場合、その条項は切り取られ、そして残りのこれら
の規約は完全なままで法的強制力を残します。
15. 統合。私達の失敗、いずれの権利の執行、
またこれらの規約の条項は、
これらの権利また条項の権
利放棄を構成しません。
これらの規約は、規約の将来の変更、以前の契約に取って代わる、
またはあな
たと当社のやりとりを含む、ユーザーと当社の間で全ての、そして完結した契約書を表示しています。
こ
れらの規約の不明瞭な部分は、当社に対して光の中の最も有利な条件と解釈されます。
16. 不可抗力。
これらの規約下における当社の実行は、
もし実行の失敗が合理的なコントロールを超え
た力より生じた場合、免除されます。
これは、不可抗力、政府の行為、戦争、社会不安、激しい天気、火災、
天災、政治的な禁止、テロリズム、電力または設備故障、商業また労働論議、論議、第三者による行為、
ブロックチェーン不良（限定されない）を含みます。
17. 規約変更。当社はこれらの規約を変更し、独自の裁量にてウエブサイト上に更新版として載せる事
があります。更新版は、載せた時点で有効となります。定期的に更新を確認するのはあなたの責任とな
ります。
18. 問い合わせ。
これらの規約についてご質問がある場合は、info@modltoken.ioまでお問い合わせ下
さい。

