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これらのトークンセールス規約を注意してお読みください。項12と13に、
あなたの法的権利に関する、仲
裁条項義務及び代表訴訟権利の放棄が含まれています。
あなたがこれらのホワイトリスト規約に同意し
ない場合、
トークンセールへの参加およびトークンの購入をしないで下さい。
これらのトークンセールス規約を注意してお読みください。項12と13に、
あなたの法的権利に関する、仲
裁条項義務及び代表訴訟権利の放棄が含まれています。
あなたがこれらのホワイトリスト規約に同意し
ない場合、
トークンセールへの参加およびトークンの購入をしないで下さい。下記に該当する方は、参加
資格がない、ホワイトリストへ情報を提供しない、
トークンを購入しません。(I) グリーンカード(永住権保
持者)を保持しているアメリカ居住者の方。(II) アメリカ国籍、
またアメリカ、
プエルトリコ、バージン諸国、
その他のアメリカ領の居住者(納税者、
または居住者)の方、中国人民共和国、
またはこれらの州の方。
(III) 仮想通貨トークン、仮想通貨の取引を禁止されている、又は法律によって制限されている国や地域の
市民、又は居住者（納税者、
または居住者）の方。
ここで言及している“方”はそれらの関連する国々居住し
ている、
どこかの団体に属している、
それらの関連する法律に基づいている事を指します。購入されたトー
クンは、免除されている方以外、
ここで言及されている方に対して
（＊制限されている方）譲渡、再販は出
来ません。
この文書は、あなた(以下、購入者、ユーザー、あなた)とModule(ケイマン諸島設立会社)(以下会社、当
社、私達)の間で合意されたトークン販売規約 (トークン販売規約、及び規約)です。あなたと当社はそれ
ぞれ、”当事者”そして、集団での”当事者“となります。あなたはMODLトークン（以下”MODL”, “MODL ト
ークン”、
トークン）の購入規約に同意します。
MODLトークンは、
トークン保有者が、https://modltoken.ion(全ての、
またサブドメインも含んだ物を
総称するウエブサイト)(プラットフォーム)内にあるModuleプラットフォームにて、当社、
または第三者
がプラットフォーム内で提供するサービスに対して費用を支払うための、当社によって開発されたデジ
タル製品です。MODLトークンの購入は、
これらの規約の対象となります。MODLトークンは、デジタル通
貨、商品、
またその他の金融商品ではなく、あなたが居住する法的権限管轄内の証券法を含む、
またそ
れらに関連する証券規約に登録されておりません。
当社はこれらの規約に対する改正通知をウエブサイトの“最終更新”の場所に更新する、
または適切と
思われる他の方法で更新いたします。
これら以外の方法で改正通知を行う義務なないものとします。
こ
れらの規約に対する改正は通知段階で有効となり、現在進行中、
またその後のMODLトークンの購入に
適用されます。
トークンとトークン販売に関する情報は、
ウエブサイトにあるホワイトペーパーに記載されています。購
入者は、ホワイトペーパー及び、その他の書類を事前に全て読んでから、MODLトークンを購入してくだ
さい。
ホワイトリストされるための、
ウエブサイトでの情報の入力により、あなたはこれらの規約、および参照
されるその他の規約とウエブサイトに記載されてるその他の書類に拘束されます。
これらの規約に関
するご質問は、info@modltoken.io までご連絡ください。
あなたと当社は下記に同意します。
1. 1. MODLトークンの購入のためのホワイトリスト. ウエブサイト上にあるこれらの規約、
トークン販売

規約(下記に定義される）、サービス規約、
プライバシー規約、
またウエブサイトに記載されているプラ
イバシー規約のもと、当社はあなたの申請(下記に定義される）の審査、そしてMODLトークン購入のた
めにホワイトリストに含める事に合意します。
2. 主要条件
2.1. ここで、及びウエブサイト上で提供されていない限り、当社はホワイトリストの処理をこの規約下に
て、次の期間：２０１８年５月１４日 00:00 GMT - ２０１８年６月１４日 23:59 GMT (ホワイトリスト
期間）の間で実施します。
ホワイトリスト中、あなたは、
ウエブサイト(リクエスト)上にあるフォームを通じて次の情報の提示を要
求されます。
：(a)氏名、(b)Eメールアドレス、(c)テレグラムアカウント名(ユーザー名)、MODLトークン購
入希望の金額、(e)あなたの国籍の居住国の情報(納税、
またその他)、(f)MODLトークン購入のために使
用する、デジタルウォレット番号、(h)当社のあなたへのコンタクト手段
2.2. ホワイトリスト終了後に、受けたいかなるリクエストは、ホワイトリスト中に送られていた場合のみ
受付られ、そして当社はその合理的な証拠を要求する事があります。
3. ホワイトリスト手続き
(a) ホワイトリスト期間終了後、2週間以内に当社はウエブサイト(“アカウント”)にあなたが提供したEメ
ールとリンクするアカウントを作成し、全ての情報はEメールであなたに送られます。あなたのアカウン
トが有効になった時点で、
トークン販売規約に基づいてMODLトークンを購入する事ができ、そして当
社はウエブサイトで提示されている追加のボーナスおよびディスカウントを提供します。
(b) 当社は、あなたの身分、住所、資金源を確認するために、誕生日、身分証明書のコピー、国籍、居住
国、
またその他の追加情報の提示を、直接、
または第三者（KYC:顧客確認）を通して、要求する事があり
ます。あなたは、
アカウント登録時に提供した情報の関連性と妥当性に対して責任を負います。当社に、
あなたの身元、その他の個人情報を確認する義務はなく、独自の裁量で行う事ができます。
(c) 登録、ホワイトリスト、支払いの徴収、そしてKYC(顧客書確認)は当社から第三者に委託する事があり
ます。誤解を避けるために、当社は第三者に対して、販売期間の目的のための支払いの受け取り、及び
MODLトークン販売の目的のための送金情報を与える事を、
ここで提示している情報、
またウエブサイ
トに掲載しているその他の適用される規約以外には、許可しておらず、
また許可する事はありません。
当社は、購入者が間違いのある、
また誤解を招く、許可されていない第三者、
またウエブサイトから得
た情報に関して、責任、及び損失を負いません。
(d) 当社は、
これらの規約で規定されている事と異なる特定の条件のどの購入者に対しても 契約を締
結する権利を有しています。
4. MODLトークンの利用規約. MODLトークンの取引条件は、参照されるここで含まれる規約は、
ウエブ
サイト上に掲載されているホワイトペーパーで説明されています。
5. 承認とリスク. あなたはホワイトペーパーにて開示、および説明されているように、MODLトークンの
購入、保持、使用にはリスクが伴う事を承認し、同意するものとします。MODLトークンを購入するにあた
り、
これらのリスクが伴う事を仮定し、明確に承認するものとします。
6. 表明保障. あなたは、ホワイトリスト選別とMODLトークンの購入用に送信するBTC, ETH, LTC, DASH,

Zcash, ETC, 及びUSD (電子送金)、
またはその他の支払い方法に関して、以下を示し、
また保証するもの
とします。
(a) あなたは、MODLトークンの利用規約において、MODLトークンを取得を決める上での知識と十分
な情報を得ている事。
(b) あなたは、
これらの規約を読み、理解し、
これらの規約、その他の適用される規約、およびホワイトペ
ーパーで開示され、説明されているMODLトークンの購入にリスクが伴う事を認め、
また同意している
事。
(c) あなたは、暗号化トークン、
トークン保管の仕組み(トークンウォレット)、
またブロックチェーン技術に
対しての本規約とMODLトークンを購入する意味とリスクを十分に理解している事。
(d) あなたは、MODLトークンがホワイトペーパーに記載されている権利のみを与えるものであり、当社
に関連する、所有物、流通、買戻し、清算、所有権(全ての知的財産、
また財務、法的な権利を含む)、
また
これらに限定されるものではない、いかなるものの権利を与えるものではない事を理解しています。
またこれらに限定されるものではない、
(e) あなたは、MODLトークンを、投資、投機、又は金銭目的で、
ホワイトペーパーで提供されているMODLトークンの使用目的以外に、購入をしてはいけません。
またはその他の種類の金融商品ではなく、
(f) あなたは、MODLトークンが、デジタル通貨、証券、商品、
購入者が居住する法的権限管轄区域の証券法を含む、
どの国の証券法にも登録されていない事を理
解しています。
(g) あなたは、あなた自身が、(i)MODLトークンの購入の法的権限管轄内での法的要求、(ii)購入に適用
される外国為替制限、(iii)取得が必要となる政府、
またはその他の同意、を含む、あなたの法的権限管
轄内の法律に関して完全に厳守している上でのMODLトークンの購入、
また利用規約の案内に対して
満足している事。
(h) あなたのMODLトークンの購入、支払い、
また継続的な所有権のベネフィットは、あなたの法的権限
管轄内で適用される法律によって侵害される事はありません。
(i) あなたは、MODLトークン購入によって生じるあなたの法的権限管轄内においての全てに関連する
税金義務に従わなければなりません
(j) ホワイトペーパー、
またウエブサイトは複数の言語に翻訳できますが、英語にて記載されている情
報のみが当事者のこれらの規約に拘束されます。
ウエブサイトのバージョン、及び他の言語に翻訳され
た文章は情報提供のみを目的としたものになります。
(k) あなたは制限されてなく、
また第三者を代 理して購入を行っていません。
7. 補償
(a) 適用される法律による範囲で、あなたは、(i)ホワイトリスト選別とMODLトークンの購入、
または使
用 (ii)これらの規約におけるあなたの責任 、
または義務(iii)契約破棄 (iv)他人または団体に対する権利
の侵害 (v) 法律違反にから生じる、
または関連する、全ての主張、要求、訴訟、損害、被害、費用(弁護士
費用含む)から、当社、当社の過去、現在、将来、将来の従業員、役員、取締役、請負業者、
コンサルタント、
株主、サプライヤー、業者、サービスプロバイダー、親会社、子会社、
アフィリエイト、エージェント、代理

人、前任者、後任者、継承者(当社の当事者内)を守り、損失を補償します。
(b) 当社は、セクション９の補償事項に関して、あなたの費用において自分達を防衛する権利がありま
す。
この補償に、追加、
または他の代わりとなる、あなたと当社の間での書面における合意書はありませ
ん。
8. 免責条項
(a) 適用される法律によって許可される最大の範囲内で、
または他に特別に当社により書面で明記され
ている場合を除き、(A)MODLトークンは、現状のまま、入手できる状態で販売され、いかなる保証もな
く、
また当社は 商品性、特定目的への適合性、
タイトル及び侵害、
また制限なく、MODLトークンに関す
る黙示保障を明確に否定します。(ii)当社はMODLトークンに関しての信頼性、最新の、
またエラーがな
い、あなたに対しての条件を満たしている等、MODLトークンの欠陥を訂正する事を提示、
また保証し
てない事。(iii)当社はMODLトークン及びデリバリーメカニズムがウイルスに侵されていない、
また害を
及ぼす性質を含んでいない事を提示及び保障していない事。
(b) 一部の法的権限管轄区では、特定の保証や、消費者と契約における黙示条件を除き、項８にある、
いくつかの、
または全ての除外されている保証と免罪条項は、あなたに当てはまらない可能性がありま
す。
9. 債務と債務の制限
(A) 適用される法律により許可されている範囲内で、(I)当社及び当社の当事者は、MODLトークンの販
売及び使用、
もしくは、
これらの規約の中、
または関連して生じた、契約に基づく、違反(単純な過失、活
動的、受動的、転嫁、
またこれらに制限されない)、
またその他の法律、
または公平な見解（仮に当事者
がそのような損害や、
また予測できた損害にかかわらず）のいかなる行動において、間接的、特別的、偶
然的、誘発的、
また何かしらの典型的な被害(収益の損失、収益及び利益、データの損失、
また事業の弊
害となる被害、
またこれらに制限されない)に対し、いかなる場合も債務がありません。
(B) 項１１(A)に定められている債務条項は、重大な過失、詐欺や故意の、意図的行為、当社の無謀な違
法行為を制限、
または債務から除外されるものではありません。
(C) 一部の法的権限管轄区域では、偶然的、間接的損害の制限、及び債務からの除外を認めていませ
ん。
したがって、
この項９のいくつかの制限は、あなたに適用されない場合があります。
10. 免除. 適用される法律の範囲内で、あなたは、あなたと他のユーザ間のプラットフォームで第三者
の作為または不作為にて生じる 当社、
また他の当事者の 責任、債務、債権、要求、及び全ての種類、性
質、知られている、知られていない（またこれらに限定されない、過失債権含む）の中から、
また関連して
生じる損害（実際、
または結果的に起こる）を免除します。あなたは、
この免除に合意した時点で、適応さ
れる法律の下、あなたが知っているであろう、
またあなたが有利に働くと思うであろう、適用範囲を制限
する、その他の法律、
また共通の法律の権利を、明確に放棄します。
11. 適用法と裁判地. これらの規約の有効性、解釈、説明、履行、そして全ての行為及び取引、ならびに
権利と義務は法律の抵触の原理に影響を与える事なく、
ケイマン諸島の法律に従って、準じ、説明、解釈
されるものとします。
これらの規約、
トークン販売規約、利用規約、およびプライバシー規約は、購入者と当社の間の関係を
規定するひとくくりのルールです。あなたは、
ここで定められたルールを全てを了承し、部分的に了承す
る事はできません。
これらの規約、
プライベート規約、サービス規約の間に矛盾があった場合は、
この規

約が優先されます。
または訴訟（集団での争い）を除き、
どち
12. 仲裁. いずれの争い、債権、訴訟、行為、行為の原因、要求、
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. 雑則
(a) 完全合意。本規約は完全合意と当事者が関連する本件の項目、そして全てを優先する、
または本件
の項目に関連する、口頭、書面にかかわらず、それらの間で同時期におこる議論、理解 同意の理解を示
しています。
(b) 協定。本規約は、MODLトークン購入のためのホワイトリスト選別において、法的拘束のある契約条
件を規定しています。
これらの規約下のホワイトリスト選別にあたり、あなたはその理解と承諾に同意
します。あなたは、MODLトークンの購入のためのホワイトリスト選別時にこれらの規約に拘束されま
す。あなたが、法人を代理して購入している場合は、その法人を代理して本規約を理解し、承諾し(”あな
た”も同様に適用されます。）
また、あなたは法人から代理として、正式に権限が与えられている事を保
証します。

(c) 相続人および権利継承者。本規約に別段に定めがある場合を除き、
この取り決めに従い、
これらの
規約下の当事者の権利と義務は、相続人、権利継承者、相続人、遺言執行人、遺産管理人、法廷代理人、
各自の利益を拘束する効力が生じます。当社は、
これらの規約下のいずれかの権利と義務を与える可
能性があります。
これらの規約下においての、任意、
または法律の運用のいずれかにによる権利と義務
は、事前に当社の書面にて承認されていない限り、他当事者に与えません。
(d) 可分性。本規約の規定に、無効、違法、及び本規約の残存規定に法的強制力のないと判明した場
合、前途にかかわらず、当社とあなたは、破棄と法的強制力のない部分の切り取り、
または削除を行った
と考えらえれる同様の効果で拘束されるものとします。
(e) 見出し。本規約に含まれる条文見出しは、便宜のためにのみ記載されており、本規約の構造、
また解
釈に影響いたしません。
(f) 承諾。あなたはこれらの規約と参照、記録、
ここで組み込まれる、ホワイトリスト選別とMODLトーク
ンの購入、
またウエブサイトに掲載さ れているその他の文書に同意し、承諾します。
(g) 解約。当社は、あなたとの本規約を解約する、すなわち、
さらなるサービス拒否する事があります。

