EscrowBlockのための利用規約
クラウドファンディング

の紹介
（というこれらの規約（以下「本規約」）、プライバシーポリシーおよびウェブサ
イト上で随時公表された利用規約 https://escrowblock.net、 クラウドファンディン
グダッシュボードには、すべてのサブドメインとそのすべてのそれぞれのページに
は）あなた、供与間の法的関係と合意を構成し、「Escrowblock」クラウドファン
ディングの参加の点で財団、受信および保持しますトークン、およびウェブサイト
の使用。

用語集
「アフィリエイト 」（以下、「第1人物」）人に関して、直接的または間接的に一
つ以上の仲介を介して他の人を意味し
;（b）（A）最初の人を制御します
第一者によって制御されている。または現在
（c）は、最初の人と共通の支配下にあります。
GMT：「開始に関する時間」は 4月2日12時GMTを意味し、2018年
「の制御 時間は 意味し 、」12をの00 4月2日、2019ます。
「コントロール」 または 「制御する そのような人の管理や政策の方向を直接的ま
たはせる力の任意の人に対して、手段を」、所有、直接的または間接的に（介在者
の任意の数を含め）、契約によって、議決権付証券の所有権を通じてかどうかそう
でないと、制御は対応する意味を持っています。
「Crowdfund」 または 「クラウドファンディングは それによってクラウドファン
ディングプロセスを意味します 、」EscrowBlock 公司はの開発のための寄付を受
け取ることになります EscrowBlock財団の プロジェクト。
「供与は」

あなた、クラウドファンディングに参加する法的または自然人を意味

します。
「寄付」 寄付者が、に送る資金を意味し EscrowBlock財団 と引き換えに ESCB 現
在の為替レートに応じてトークンます。

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.
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「イーサリアム」

または

「ETH」は、

ネットワークノードによって検証及び

blockchain公共分散元帳で呼び出さ記録ピアツーピアトランザクションを使用して
デジタル通貨と支払いシステムを意味します。
「金融モデル のキャッシュ・フローの予測と分析を意味し 」EscrowBlock 社ま
す。
「不可抗力事象」 いずれかの事象または状況を意味します
1. の合理的な制御の範囲内ではありませんが EscrowBlock 株式会社またはそ
の下請業者のいずれか、
2. 直接的または間接的に、単独で、または他のどのようなイベントで一緒に
なった場合ます 、EscrowBlock 公司は開発するために失敗し EscrowBlock
を財団 やのあらゆる側面 EscrowBlock財団、そして
3. 合理的にによって防ぐことができず EscrowBlock 合理的な予防措置を取っ
て株式会社、合理的によって回避することができない EscrowBlock 株式会
社
「損」
意味し、

損害、クレーム、アプリケーション、損失、傷害、遅延、事故、コストを
、事業の中断、費用（を含むが、これらに限定されない、弁護士さんや

弁護士費用または任意の請求または訴訟のコスト）、付随、直接的、間接的、一般
的、特別、懲罰的、模範的な、特別または結果的損害、のれんの喪失、利益や収入
やその他の経済的損失、cryptocurrencyまたはデジタル資産の損失、すべての作業
停止、データの損失、コンピュータの故障や誤動作、またはyの他の商業的または
その他の損失。
「ペイアウトは、」 の配当可能利益を意味し EscrowBlock トークン保有者に帰属
株式会社ます。
「ESCB トークン 」、「ESCB Blockchainトークン 」、「ESCBコイン」 または
「トークン」は に使用ERC20標準イーサリアムトークンを意味 、EscrowBlock 、
それがICOの参加の証明の一部を受信する機会を表し Crowdfund 会社の配当可能
利益、目論見書及びホワイトペーパーで説明したように。 ESCB 集計中トークン
は、同社の配当可能利益の分け前を受ける権利を運ぶものとします。すべてのトー
クン保有者は配当金の分配システムを通じて、いくつかの支払いを得るための資格
があります。

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
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個人情報保護方針は どのような方法を記載した文書を意味し 、」EscrowBlock財
団が

でウェブサイト上で利用可能な寄付者から収集した情報を、収集用途および

リリース //privacy_policy：「httpsescrowblock.net/ます。
「スマート契約は」

のために作られたイーサリアムスマート契約を意味し

EscrowBlock

https://github.com/escrowblock/契約、およびホワイト

にあるます

ペーパーで説明したように、トークン保有者への支払いの分配のメカニズムです。
ウェブサイト」 意味し //：「のhttpsをescrowblock.net、クラウドファンディング
ダッシュボード、すべてのサブドメインとそのすべてのそれぞれのページます。
ホワイトペーパー」

のウェブサイト上で利用できるトークンを、記述した文書を

意味し //：「のhttpsescrowblock.net/ホワイトペーパーます。
クラウドファンディングはによって行われている EscrowBlock とアメリカの米国
およびの外に完全に行われます 関連 USAの場所。

、コンテンツ
の一般的な条件は、
ウェブサイトを使用してクラウドファンディングに参加することであなたがこれら
の条件に同意するものとします。 EscrowBlockは いつでも契約条件を変更する権
利を留保して、そのような修正はすぐにウェブサイト上で公表時に有効となりま
す。ウェブサイトを使い続けるとクラウドファンディングに参加することによっ
て、あなたは、このような修正を受け入れます。
あなたはこれらの条件に同意しない場合は、ウェブサイトを使用してクラウドファ
ンディングに参加を控える必要があります。
ウェブサイト
1.1 EscrowBlockは、 ：1その単独かつ絶対的な裁量とし、事前に通知することな
しに、権利を有します
a) 追加、変更、異なるまたは機能を削除、またはウェブサイト上の任意のコン
テンツを修正。あなたは受け入れたものとみなさと、その変更に同意したあ
なたがアクセスしたり、Webサイトを使用する場合、変更がウェブサイト上
で公表された後にしなければならない。そして
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b) ブロックやへのアクセスを制限、または終了し、ウェブサイトまたは任意の
一部の使用を撤回または一時停止しますウェブサイト。何 EscrowBlock財団
は

、このような行動の結果として発生することがありいかなる損失に対す

る責任を負いません。
1.2ウェブサイトは維持されるか、またはによって制御されていないウェブサイト
へのハイパーリンクが含まれていてもよいです EscrowBlock。そのようなウェブサ
イトへのすべてのハイパーリンクは、あなたの便宜のために提供されています。そ
のようなウェブサイトへのハイパーリンクとアクセスの使用はご自身の責任です。
すべての EscrowBlock Pはアルティエスは、ウェブサイト上にリンク先のウェブサ
イトに含まれる第三者のコンテンツについて一切の責任と義務を放棄し、あなたが
そのようなウェブサイトへのアクセスや使用から生じるいかなる損失に対しても責
任を負いません。
1.3任意のハイパーリンクを含めることはを示唆するものではありません
EscrowBlock 、そのようなウェブサイトの。いかなる状況においても、ばなりませ
ん EscrowBlock いかなる取引またはサービスマーク、ロゴ、記章または使用され
る他のデバイスとの任意の方法で関連付けられているか、所属していると考えたり
ウェブサイトがリンクされているウェブサイトに登場する。
2つのクラウドファンディング
2.1寄付者はに資金を寄付 EscrowBlock の発展のために EscrowBlock財団し、寄付
金の認識にトークンを受け取ることになります。
2.2トークンは場合は、現在の利用規約およびホワイトペーパーに記載された報酬
を受け取る能力以外の明示または黙示の一切の所有権や義務や契約を付与しません
EscrowBlockが 正常に完了して展開されている。
2.3クラウドファンディングは、ウェブサイトを介して行われると構成されます
EscrowBlockは、 寄付を受け入れ、そのような寄付の認識にトークンを提供する。
寄付者は、ウェブサイト上で通知さcryptocurrenciesまたは他の支払方法を使用し
て寄付することがあります。ウェブサイト上のクラウドファンディングの指示に従
わない場合には、遅延を制限、または寄付から供与を防ぐことができます。このよ
うな命令についてのご質問するように指示されなければなりません

サポートは、

@escrowblock.netを。
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2.4という保証はありません EscrowBlock プロジェクトは一切の特定の時間枠、ま
たは内で実現される。
に寄付することで

EscrowBlock2.5、および適用される法律で認められる範囲に、

あなたはいかなるを保持しないことに同意するものと EscrowBlock財団は 外に生
じた損失について責任、またはに接続されている任意の方法で、自分の失敗を適切
に安全かつプライベートなメールアドレスを保持し、クラウドファンディングに関
連して使用される任意のパスワード。
3つのトークンの作成
3.1トークンは前クラウドファンディングの開始に作成され、各寄付のreceival後の
妥当な時間内に供与体に提供されます。
3.2があります の量 トークン ホワイトペーパーで指定された クラウドファンディ
ングの目的のために生成された。

未発表トークンは、クラウドファンディングの

後に破棄されます。
3.3クラウドファンディングから調達した資金は、に移しされます 英国、使用 ホワ
イトペーパーに関連して。
クラウドファンディングの4のタイミングは、
4.1 クラウドファンディングは開始に関する時間に開始し、 任意の期間のため、す
べての提供のトークンを取得した後に終了します

、または最小目的に到達できな

い場合は時間を制御した後。
4.2 EscrowBlockは、 開始に関する時間または変更する権利を留保します の制御
その絶対的な裁量に時間を。そのような変更は、ウェブサイト上で公開されます。
クラウドファンディングの契約条件の受け入れは、
供与体が法的、クラウドファンディングに参加に寄付を行いことができるかどうか
を決定するために各潜在的供与の責任です EscrowBlock、供与者の管轄でトークン
を受信して保持する。 EscrowBlockは、 この条件を満たすために、任意の供与体
の障害が発生した場合の責任を負いません。
5クラウドファンディングに参加することで0.1、あなたは明示認識し、あなたは慎
重に、ウェブサイトをこれらの諸条件を検討し、完全にリスク、コスト、および
トークンに関連付けられている利点を理解し、あなたがこれらの条件に拘束される
ことに同意したことを表します。
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5ウェブサイトを使用して、あなたが代表するクラウドファンディングと令状に参
加して0.2：
a. 合法的に、クラウドファンディングに参加に寄付を行いすることが許可され
ている EscrowBlock、または受信して、管轄内のトークンを保持。
b. 合法的に参加するのに十分な年齢でありますクラウドファンディングではに
寄付を行っ 、EscrowBlockたり、トークンを受信して保持する
c. への寄付、クラウドファンディングに参加していない

;、EscrowBlockトー

クンを受け取り、保持、または投機的な投資のためにトークンのための任意
のcryptocurrencyを交換し、
d. に参加していませんクラウドファンディングはへの寄付 、EscrowBlock、ま
たは違法な目的のためにトークンを受信し、保持する;
e. cryptocurrencies、暗号トークンとblockchainベースのソフトウェアシステム
の使用状況や複雑さを理解しています。
50.3さらに、ウェブサイトを利用してクラウドファンディングに参加することに
よって、あなたは認識していることに同意：
a. あなたはへの寄付を行うこと、クラウドファンディングに参加するに関連付
けられている任意の制限やリスクに対する責任を取ります EscrowBlock呼び
かどうか、トークンを、または受信して保持しこれらの条件では、適用法の
下で、あるいは生じる;
b. あなたはどのクラスアクション訴訟または任意のに対する任意のクラスワイ
ド仲裁に参加する権利を放棄 EscrowBlock財団;
c. あなたは、クラウドファンディングに参加への寄付を行うことされ
EscrowBlock、および受信、の開発、テスト、展開と運用を容易にするため
のトークンを保持しています EscrowBlock。
d. ホワイトペーパーや金融モデルで論じ提案結果が得られないことがあり、
e. トークンは報酬が想定提供しないかもしれない。
f. クラウドファンディングに参加し、への寄付を行うこと EscrowBlockトーク
ンが（なしを含む電力を作る任意の決定を付与しない、または受信と保持し
ます開発、ガバナンスやの役割、行動やパフォーマンスに関連した制限
EscrowBlock）;
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g. あなたは、にハックに干渉し、中断し、無効化、過負荷またはその他のウェ
ブサイトの適切な動作を損なわないでしょう。
h. あなたは、違反または違反することはありませんウェブサイトのセキュリ
ティ、
i.

あなたがアクセスを許可されていない情報やデータにアクセスしないであろ
う

j.

あなたは速やかにに提供します 、EscrowBlock、要求に応じて任意の追加情
報を EscrowBlockは、 ウェブサイト上のサービスの提供に必要な検討する
ことができる;と

k. 、あなたが保証しますあらゆる情報やコンテンツが掲載、または許可または
ウェブサイト上で、掲載される原因となったことを、非機密情報または非小
道具ものでなければなりませんrietary特に明記、および任意の適用される法
律の下で違法、攻撃的ではない、とあなたはすべてのそのような情報やコン
テンツの責任となりますことをしない限り。
50.4

Webサイトを使用してクラウドファンディングに参加することで、あなた

は、さらに次の声明に同意
：5.4.1は、私はことを表します
a) 、アメリカの国、その地域や所有物の居住者ではありません、個々のいずれ
かの状態米国またはコロンビア特別区（「USA」）;
b) NOT会社、パートナーシップまたは米国の法律の下に形成された他の法人、
c) 企業、パートナーシップの米国に位置していない代理店、支店やオフィス又
は米国以外の法律の下に形成された他の法人
d) 、NOT任意受託が（A）、（B）に記載された信託または上記（C）;
e) NOT法人（I）の株公的証券取引所に上場されていない、および（ii）株式の
45％以上そのことによって、または（A）、（B）、（C）に記載の個人ま
たはエンティティの利益又は（dために所有されています）上記;
f) 米国の軍事の任意の支店のメンバーじゃないの、と
g) NOT剤もしくは代わってまたはのために受託者の演技記載の個人またはエン
ティティの利点（A）、（B）、（C）、（D）、（E）または（F）上記。
5.4.2のために購読する私の決断 EscrowBlock トークンだった：
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a) 基づくものではない、少なくとも部分的には、私が受け取った情報やI、ま
たは人が情報を提供したり、通信が交換された誰としながら、私は交換通信
に、米国内でした。
b) 米国内で行われていない;および
c) に伝達されません EscrowBlock 米国内のソースから。
5.4.3の私の購入は EscrowBlock トークン次のとおりです。
a) プリンシパルとして自分のアカウントのために作られた、と
b) の更なる分布を見越して作られたわけではありません EscrowBlock 他の人
にトークン
。6 トークンの購入
60.1

EscrowBlock

クラウドファンディングのダッシュボードを使用すると、ユ

ニークな仲介を提供しますcryptocurrencyで行われた寄付のためのアドレス、あな
たはどんなcryptocurrencyを使用して作られたお支払いが受信されたことを確認で
きるようにします。
60.2 EscrowBlock クラウドファンディングのサポートは、電子メール要求にフィ
アットの通貨で行われた寄付のための銀行口座の詳細を提供します。
60.3

EscrowBlock

クラウドファンディングのダッシュボードには、両方の

cryptocurrencyとフィアットの寄付のために作成した購入依頼に関するすべての要
求のための参照IDとなるユニークな注文識別組み合わせを提供します。
60.4供与は、彼のクラウドファンディングダッシュボードのアカウントで彼の寄付
のステータスの更新を確認することができるようになります。
6ユニークな仲介アドレスまたは固有の注文識別組み合わせの0.5知識は、購入時の
領収書を構成するか、そのような知識を保有するいずれかの当事者が権利または
トークンの所有権を持っていることをどのような方法で示すものではありません。
すべての苦情が個別に処理されます。
7 ウェブサイト上のクラウドファンディング
70.1 EscrowBlock 意志だけCrowdfundウェブサイトに掲載されているウェブサイト
および認可取引所を経由して。第三者のウェブサイトやサービスは、ウェブサイト
での認可の交流の中でリストされていない程度に、に寄付を取る 、EscrowBlockク
ラウドファンディング中にトークンを提供し、またはへの寄付促進

EscrowBlock
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やクラウドファンディング中のいずれかの方法で、トークンの提供を、そのような
第三者のウェブサイトやサービスがどのような方法、サポート承認または任意のが
認可していない

EscrowBlock財団

とと何らかの形で関係がありません

EscrowBlock。
70.2唯一の公式とが運営するクラウドファンディングサイトのURLが認可
EscrowBlock で https：//escrowblock.net。あなたは、WebブラウザのURLは、そ
れがハイパーテキスト転送プロトコルセキュアな接続（「HTTPS」）を使用し
て、ドメイン名が正しいことをしていることを示していることを確認する必要があ
ります。
7クラウドファンディングに参加することで0.3は、への寄付を行うこと
EscrowBlockトークンを、または受信して保持し、適用される法律で認められる範
囲に、あなたは同意します

時間（任意の含むがこれに限定されないTAT、他の当

事者が EscrowBlock財団を）どんなについて責任を負いませんすることができる生
じる損失、またはクラウドファンディングの参加に接続されている任意の方法でへ
の寄付 、EscrowBlock、またはウェブサイト経由以外の方法でトークンを受信して
保持します。
8つの 制限事項受け取るトークンには、
80.1クラウドファンディング中に提供トークンの量には制限はありません。句に従
い 8.2、当事者が与えられる全トークンの任意の数を受信することができます。
8.2しかしの初期化中に生成された総トークンの100％を構成しつつ、クラウドファ
ンディング中に提供されるすべてのトークンは 、EscrowBlock受け取る権利を与え
ます ある割合を によって獲得利益の 、EscrowBlock。残りの 割合は、 利益の創設
者のチームに配布されます。
9つの ダブル支出cryptocurrencyに不正の試みは、
EscrowBlock クラウドファンディング中の任意のcryptocurrencyまたは暗号化トー
クンを過ごす倍増しようとする試みのためにすべての潜在的なトランザクションを
監視します。任意の検出された二重の支出は、関連当事者に提供されていないトー
クンになります。
10 EscrowBlock しん ませ クラウドファンディング中トークンを受信

The Tokens have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the
“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to or for the benefit of US persons (as defined in
Regulation S under the Securities Act) unless they are so registered, or an exemption from the registration requirements of the
Securities Act is available. One such exemption allows the resale of Tokens purchased for their own account and for investment
purposes only by investors who (i) are not otherwise affiliated with EscrowBlock Foundation, (ii) have been exposed for some
time to the economic risks that ownership of Tokens entails, and (iii) are not part of the distribution of the Tokens.
9

10予約割合に関して除き.1、EscrowBlock を 負うと、それがクラウドファンディ
ングの結果としてトークンを受信しないことを保証します。
1つの00.2全ての未分配トークンは、取り消されます に クラウドファンディングの
最後。
1回の1 配当分布が
11稼いだ利益の0.1 100％が配布されます 四半期ごとに トークンと会社の創設者の
保有者の間で。
1回の10.2標準的配当は上で財布に配布されます イーサリアムプラットフォーム。
場合には、トークンの所有者が配当金を受け取るために、他の利用可能な通貨や
cryptocurrencyを好む、彼は必要があります 書く に電子メールを EscrowBlock 少
なくとも7日間、配当の分配を開始する前に要求して。
11.3イーサリアム財布は、ボタン「配当の取得」を含む配当分布の集積機構を有し
ています。
1回の10.4配当金は四半期ごとにあらゆる計上されます 3第 1月、4月、7月と10月の
週に。
1回の1初期2019年まで0.5配当金は提供されません
トークンののホルダーがトランザクションを完了するために、「配当金を取得」ボ
タンをクリックしなければならない。しかし、トークンのケースホルダーのボタン
をクリックしないだろう、すべてのトランザクションはによって完成されます
EscrowBlock 、毎年1月の最後の週に。
1つの2 警告：あなたが精通していないか、cryptocurrencies、暗号化トークン、お
よびblockchainベースのソフトウェアシステムを理解していない場合は、このクラ
ウドファンディングに参加しないでください。
1つの2重要な経験、またはの理解、使用、およびcryptocurrenciesの複雑さ、暗号
化トークン、およびblockchainベースのソフトウェアシステムを持つ0.1のみ当事者
は、クラウドファンディングに参加すべきです。
120.2が EscrowBlockが 使用する関係とトークンの保存で一般的なガイドラインを
提供します、あなたはcryptocurrencies、暗号化トークン、およびblockchainベース
のソフトウェアシステムに関連する記憶および伝送メカニズムの機能を理解してい
る必要があります。が EscrowBlockが クラウドファンディング中および後にあな
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たを支援するために利用できるようになります、何の

EscrowBlock財団は

のう

ち、またはで撮影したすべてのアクションに接続された任意の方法、または任意の
不作為で任意の供与によって生じるいかなる損失に対する責任を負いません。
1つの3 警告：トークン価格は極端な変動性が発生する可能性があり
1つの30.1暗号化トークンや、ETHなどの公共市場で価値を持っcryptocurrencies、
定期的に時間の短い期間にわたって価格の極端な変動を示しました。あなたは、
トークン値で同様の変動を受け入れるように準備しなければなりません。このよう
な変動は、市場の力によるものであり、需給バランスの変化を表しています。
EscrowBlockは できないとトークンのための任意の市場の流動性を保証するもので
はありません。さらに、違いによる規制の異なる法域における要件、および世界中
のどこに交流で口座を開くために、特定の国の国民のできないために、トークンの
流動性は、さまざまな法域において著しく異なる場合があります。
13クラウドファンディングに参加することで0.2はへの寄付 、EscrowBlock、また
はトークンを受信して保持し、あなたは、適用される法律によって認められる範囲
を、認識し、あなたが完全にトークンが価格や流動性に変動性を体験し、そのこと
を理解していることに同意しますあなたは（任意の含むがこれに限定されない他の
当事者がことに同意し EscrowBlock財団を）外に生じた損失について責任を負いま
せんすることができる、または接続されている任意の方法で

に

クラウドファン

ディングの参加への寄付 、EscrowBlock、またはトークンを受信して保持します。
14 警告：受信トークンリスクの数を持っています
1つの40.1トークンは、リスクを運ぶ。トークンを受信する前に、あなたは慎重に
適切な資格の顧問に相談して、必要な範囲で、そのようなリスクを考慮しなければ
なりません。以下のリスクのいずれかがあなたに受け入れられない場合は、トーク
ンを受け入れるべきではありません。クラウドファンディングに参加することで、
への寄付を行うこと EscrowBlockトークンを、または受信して保持し、あなたが認
識し、あなたが以下に記載するリスクとそれを理解することを同意し、適用される
法律で認められる範囲に、あなたは、他の当事者が（これに限定されない、などの
ないことに同意するものとしどの EscrowBlock財団は）から生じるいかなる損失に
ついて責任を負い、あるいはどのような方法でクラウドファンディングの参加と接
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続されへの寄付することができます 、EscrowBlock、またはトークンまたは、その
ようなリスクを受信して保持。
14.2 dのissolution。 EscrowBlock による他のcryptocurrencies、暗号トークン、お
よびblockchainベースのソフトウェアシステムの値の減弱に寄付者は、クラウド
ファンディングに参加し寄付を行ったり、トークンを受信して保持するために暗号
化トークンやcryptocurrenciesを使用しています。これらのいくつかは、比較的安
定しているかもしれないが、それらの値が奪う可能性がある、将来的には大幅に低
下する可能性があります

EscrowBlockを

動作を継続するために十分なリソース

の。
1つの4一つ以上の管轄区域における.3規制措置。 Cryptocurrencies、暗号化トーク
ン、およびblockchainベースのソフトウェアシステムは、多くの管轄区域内のさま
ざまな規制機関による規制の精査の対象とされてきました。 EscrowBlock とトー
クンは、の能力を妨げたり制限する可能性があり、一つ以上の規制当局の調査や規
制措置の影響を受ける可能性があり EscrowBlock プロジェクトを開発するます。
1人の4中0.4不十分な関心 EscrowBlock。こと可能性があり EscrowBlockは 、個
人、企業や他の組織の多数で使用されないと、その機能の創出と開発への関心が制
限されるます。このような関心欠如はの発展に影響を与える可能性があります
EscrowBlock。
140.5 EscrowBlock プロジェクトが完了していないか、解放されないことがありま
す。供与はしばらくことを理解し EscrowBlockが に属する、取引の終了を完了す
るために合理的な努力をする EscrowBlock とトークンの所有者、売上高が供与の
収益性の期待はしませんので、完了することはないだろうということも可能です
発生。
1つの40.6盗難。ハッカーや他のグループや組織は、トークンを盗むために試みる
ことができます。
1回の40.7イーサリアムマイニング攻撃。供与体は、他のcryptocurrencies、暗号化
トークン、およびblockchainベースのソフトウェアシステムと同様に、イーサリア
ムがために使用さblockchain、ことを理解し、受け入れ、 EscrowBlock クラウド
ファンディングキャンペーンは、二重支出攻撃、大多数の鉱山パワー攻撃を含むが
これらに限定されない採掘攻撃、影響を受けやすい「selfishmining」攻撃、および
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競合状態攻撃。どれでも成功した攻撃がする危険性を提示します EscrowBlock ク
ラウドファンディングキャンペーン、予想適切に実行し、トークン取引のシーケン
シング、および期待される適切な実行と契約計算の順序付けを。
1つの40.8弱または暗号の分野における悪用ブレークスルー。暗号はにリスクを提
示可能性がクラッキングコードの進歩及び技術の進歩とともに急速に発展分野です
EscrowBlock クラウドファンディングキャンペーンし、潜在的なトークンの盗難ま
たは損失につながる。可能な限り 、EscrowBlockは、 基礎となるプロトコルを更
新する予定 EscrowBlockの 暗号化のいずれかの進歩を考慮するために、追加のセ
キュリティ対策を組み込むことが、それは暗号の将来または将来のセキュリティ
アップデートの成功を予測することはできません。
15 キャンセルと返金ポリシー
15Crowdfundに参加することで0.1、あなたはことを認めます EscrowBlockが 何ら
かの理由で払い戻しを提供するために必要と払い戻しの代わりに、お金やその他の
報酬を受け取りませんし、あなたがに同意することをされていないCrowdfundから
の撤退の権利はありません。
150.2 へのすべての寄付は EscrowBlock 寄付金の合計額が、達しない場合を除き最
終的な払い戻しできません 白書で指定された最小の募金額を、、 すべての寄付の
全額払い戻しをによって実行される場合にはクラウドファンディング、年末
EscrowBlock。
16 課税
160.1 EscrowBlockは 、クラウドファンディングに参加への寄付の税務上の影響に
関するいかなる表明も行いません EscrowBlock、またはトークンを受信して保持す
る。
160.2あなたは唯一のクラウドファンディングの参加の税務上の影響を決定または
評価するための責任への寄付負うとし 、EscrowBlock、またはすべての点で、あら
ゆる関連する管轄内のトークンを受信し、保持をものます。
16、クラウドファンディングに参加する寄付、またはトークンを受信して保持する
ことにより0.3は、適用法で認められている範囲内に、あなたは（任意の含むがこ
れに限定されない他の当事者がことに同意します EscrowBlock財団を）生じた損失
について責任を負いませんすることができるうちの、またはに接続されている任意
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の方法で、任意の税金負債は、あなたのクラウドファンディングへの参加への寄付
に関連して発生する場合があり 、EscrowBlock、または受信して保持するトークン
ます。
17 プライバシー
17それ以外の場合はこれらの規約、プライバシーポリシーにまたはウェブサイト上
に提供されている場合を除き0.1は 、EscrowBlockは あなたの事前の書面による同
意なしに、あなたに関連する識別情報を公開しません。
17の.2寄付者は、によって接触させることができます EscrowBlock クラウドファ
ンディングの間と後に、前クラウドファンディングに関する。
17.3 EscrowBlockは そのような情報は、適用法によって必要とされる（第条があ
る場合供与体からの追加情報を要求することができます

20参照）又は供与するこ

とによって要求された任意の技術サポートを提供する必要。
18人の 米国市民は
18個の0.1トークンは、米国居住者や市民に提供されていません。
18、クラウドファンディングに参加する寄付、またはあなたが代表し、第節にレイ
アウトされたとして、あなたが米国の居住者や市民、およびすべての表現ではない
ことを保証するトークンを受信して保持することにより0.2は、 50.4真実かつ正確
です。
19 法的当局との協力は
EscrowBlock 、関連する管轄の法律で、彼らは完全にサポートされ、文書化されて
提供されるすべての法執行機関からのお問い合わせ、召喚状、または要求に協力し
ます。
20 管轄
200.1クラウドファンディングを行う法人 、EscrowBlock財団は、で登録されてい
ます 英国の法律の下で、 英国。
20.2動作を行う法人 、EscrowBlock 公司は、登録されています 英国、の法律の下
で 英国。
21 と「アンチマネーロンダリング」「あなたの顧客を知っているが
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、」EscrowBlockは、 それが適用される法律によって要求されるになった場合寄付
者の「アンチ・マネーロンダリング」のチェックを行って、「あなたの顧客を知っ
ている」とする権利を有します。
22 不可抗力
ません EscrowBlock財団は 、障害がどの不可抗力のイベントのために実行するた
めにどのような方法でおそれがあります。

、クラウドファンディングに参加への

寄付することによって EscrowBlock、またはトークンを受信して保持、適用される
法律で認められる範囲に、あなたは（任意の含むがこれに限定されない他の当事者
がことに同意します EscrowBlock財団を）外に生じた損失について責任を負いませ
んすることができる、または任意の不可抗力イベント、に接続されている任意の方
法インチ
23 コンプリート合意
23ウェブサイト上で随時公表された諸条件付き一緒に0.1これらの諸条件、、各供
与しとの間に全体の理解を設定 、EscrowBlock およびその他の EscrowBlock財団
クラウドファンディングの参加に関連してへの寄付 、EscrowBlock、またはトーク
ンを受信して保持します。
23限り0.2ウェブサイトやで、この文書の競合は その他 ホワイトペーパーを含むが
これらに限定されないの文書、この文書が優先されます。
23これらの諸条件、任意の契約条件は、ウェブサイト上で随時公開している限り、
翻訳されたコピーと目論見書の競合へ0.3、英語版が優先されます。
24 可分
これらの条件のいずれかの規定を全体的または部分的に、違法または法的強制力が
見つかった場合、そのような規定は、そのような管轄に関して、有効性に影響を与
えることなく、単に無効または執行不可能のような決意の程度に効果がないもので
なければならない、またはそれらの任意の他の方法又は管轄および完全な効力を継
続しなければならない残りの条項に影響を与えることなく、執行。
2~5 放棄
の失敗が EscrowBlock 、これらの諸条件またはのいずれかの規定の厳格な性能を
必要とするか、または強制する EscrowBlock これらの条件の下で権利を行使する
ために障害の放棄または放棄として解釈されるべきではない EscrowBlock アサー
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ト又は頼る権利そのような条項または右（又は他の規定および/ Oに依存しますRの
右本書にされている

その全体が記載、場合に応じて）という点で、または他の任

意のインスタンス。によって明示的権利放棄は EscrowBlock これらの条件のいず
れかの規定、条件、または要件の、規定、条件または要件を遵守するために、任意
の将来の義務の放棄を構成してはなりません。明示具体的にこれらの条件に定める
以外は、によっていかなる表現、文、同意、権利放棄、又はその他の行為又は省略
が 規定 これらの条件の変更とみなされてはならないか、法的に拘束します。
2~6 保証の免責
2~6.1供与体は明示供与体が参加していることに同意 に 、クラウドファンディング
への寄付を行うこと EscrowBlock上に設けられている、および受信しトークン自分
のリスクで、そのトークンを保持根拠は、保証なしに「そのまま」あらゆる種類、
または 表現 特定の目的のための暗示を含むが、これらに限定されない、タイトル
または暗黙の保証の保証、商品性や適合（のみ適用される法律で禁止範囲を除
き）。
260.2節2制限することなく60.1を、EscrowBlock は、 プロセスがクラウドファン
ディングに参加するためにへの寄付がないこと保証ません 、EscrowBlock、または
トークンを受信して保持することは中断しないこと、またはエラーをし。
27 責任の除外が
はありません EscrowBlock財団 てもいかなる損失について（保証書またはその他
に基づいて過失、契約または不法行為でのアクションでも）責任を負うことになり
ます EscrowBlock またはその代理人、または任意の EscrowBlock財団は 、このよ
うな損失の可能性について知らされてい結果として生じhowsoeverは、直接的また
は間接的に又はから、またはに関連して生じる：
a. クラウドファンディングの参加への寄付 、EscrowBlock、トークンを受信し
て保持し、
b. アクセスまたは使用するすべてのアクセスの使用、またはできないこと、
Website;
c. your reliance on or use of or inability to use the content and information of
the Website or any linked website;
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d. any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in
operation or transmission, computer virus or line or system failure of the
Website or any linked website;
e. the cost of procurement of substitute goods and services resulting from any
goods, data, information or services purchased or obtained or messages
receiv ed or transactions entered into through or from the Website;
f. unauthorised access to or alteration of your transmissions or data;
g. statements or conduct of any third party on the Website; or
h. any other matter relating to the Website.
28 Indemnity
You will indemnify EscrowBlock Parties, from and against all Loss in any way
arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to EscrowBlock, or
receiving and holding Tokens, or your use of the Website
29 Forward looking statements
29.1 the Website and the Whitepaper may include forward looking statements.
Often, but not always, forward looking statements can be identified by the use of
words such as “believes,” “expects,” “does not expect,” “is expected,” “targets,”
“outlook,”

“plans,”,

“eta”,

“scheduled,”

“estimates,”

“forecasts,”

“intends,”

“anticipates” or “does not anticipate” or variations of such words and phrases or
statements that certain actions, events or results “may,” “could,” “would,” “might” or
“will” be taken, occur or be achieved. Forward looking statements involve known
and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual
results, performance or achievements of EscrowBlock to be materially different from
any future results, performance or achievements expressed or implied by the
forward looking statements. Although EscrowBlock believes it has a reasonable
basis for making these forward looking statements, you must not place undue
reliance on such forward looking information. By its nature, forward looking
information involves numerous assumptions, inherent risks and uncertainties, both
general and specific, which contribute to the possibility that the predictions,
forecasts and other forward looking statements will not occur.
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29.2 By participating in the Crowdfunding, making donations to EscrowBlock,
receiving and holding Tokens, or using the Website, you acknowledge and agree
that you fully understand and accept the risks in clause 29.1, and to the extent
permitted by applicable law, you agree that no other party (including, without
limitation any EscrowBlock Foundation) will be held liable for any Loss arising out
of, or in any way connected with your participation in the Crowdfunding, Donations
to EscrowBlock, receiving or holding Tokens or use of the Website.
30 Acknowledgement
Usage and receiving Tokens may carry financial risk. You acknowledge and agree
that in no event shall any EscrowBlock Foundation be liable or responsible for any
Loss in any way arising out of your participation in the Crowdfunding, Donations to
EscrowBlock, receiving and holding Tokens, or use of the Website and all
EscrowBlock Parties are hereby released by the Donator from liability for any and
all such Loss.
31 Governing law
This document shall be governed by the laws of UK. All disputes or claims arising
out of or in connection with this contract including disputes relating to its validity,
breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of
UK in London.
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