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利用規約 

最終改定日:2022年11月1日 

Magenta Fund, L.P (以下「Magenta」または「当社」) は、https://magenta.vc/ (およびそのサブドメイン) の当社

の主要ウェブサイト(以下「サイト」) に対して、ウェブサイトのユーザー(以下「ユーザー」または「お客

様」) を歓迎します。当社サイトは、当社の活動および当社のサービスに関する基本情報を提供していま

す。本サイトのユーザーは、本規約に従って、本サイトを利用することができます。 

1. 規約の受諾 

お客様は、本サイトに入力、接続、アクセス、または使用することにより (以下更に詳述 )、

https://magenta.vc/privacy-policy/mvp-privacy-policy.pdf のプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシ

ー」)および https://magenta.vc/cookie-policy/mvp-cookie-policy.pdf の Cookie ポリシー(以下総称して「規約」)

を含む以下の利用規約を読み、理解し、それらに拘束されること、および本サイトの使用に関するすべて

の適用法および規制に準拠することに同意し、Magenta とお客様の間で拘束力及び法的強制力を有する契

約であることに同意するものとします。お客様がこれらの条件に同意しない場合は、いかなる方法におい

ても本サイトへの入力、接続、アクセス、または使用をご遠慮ください。 

本サイトは、(a)18 歳以上であり、(b)本規約を締結し、適用法の下で拘束力のある合意を形成する法的能力

を有する個人のみが利用することができます。お客様は、本規約に従って本サイトを使用し、本規約に基

づくお客様の義務を完全に履行するために、お客様およびお客様の組織を代表して本規約を締結し、適用

法の下で拘束力のある合意を形成する法的権限を有していることをここに表明するものとします。疑問を

回避するために、本サイトに関連してお客様が行った行為または不作為は、お客様の組織に以下の義務を

負わせるものとします。 

2. サイトについて 

本サイトは、当社の事業活動に関する情報を提供し、特に、概要、当社の会社のポートフォリオ、Magenta

に関するニュースなどを含み、連絡先情報、テキスト、ファイル、ロゴ、画像、データ編集、リンク、そ

の他の専門的コンテンツなど、それらに関連するあらゆるコンテンツを含んでいます。技術データ、文書、

ノウハウ、仕様資料、デザイン、データ、サイトの「外観と雰囲気」、アルゴリズム、ソースとオブジェ

クトコード、インターフェース、GUI、インタラクティブ機能関連のグラフィック、イラスト、図面、ア

ニメーション、サイトからまたはサイトを通じて得られるその他の機能（総称して「コンテンツ」）です。 

本サイトで利用可能なすべてのコンテンツに関する権利は、Magentaまたはそのライセンサーに帰属

します。本サイトおよび本サイトで利用可能なコンテンツは、法的に許容される範囲において、「現

状のまま」提供されます。Magentaは、お客様が本サイトおよび/または本サイトで利用可能なコンテ

ンツを使用した結果、お客様またはその他の人物に生じたいかなる損害または損失に対しても責任を

負わないものとします。 

本サイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。 

3. 禁止事項 

本サイトのご利用に際し、禁止事項があります。以下の制限事項を注意深くお読みください。本規約に記

載された条項のいずれかに従わない場合、（Magenta の独自の裁量により）本サイトおよび/またはコンテ

ンツの利用が終了し、民事および刑事責任を負わされる可能性があります。 

https://magenta.vc/
https://magenta.vc/privacy-policy/mvp-privacy-policy.pdf
https://magenta.vc/cookie-policy/mvp-cookie-policy.pdf
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本規約または Magenta の書面による明示的な許可がない限り、お客様は以下の行為を行ってはいけません

（また、誰にも許可することはできません）。(a)本サイトおよび／またはコンテンツを違法、不道徳、不

法および／または無許可で使用すること。(b)本サイトおよび／またはコンテンツを非個人的または商業目

的で使用すること。(c)コンテンツやサイトから、マゼンタまたはそのライセンサーの所有権を示す制限や

表示、例えば、かかる素材に含まれる所有権表示（©、™または®など）、を削除または関連付けを解除す

ること。(d) ユーザーのプライバシー権およびその他の権利を妨害または侵害すること、あるいは、ロボッ

ト、スパイダー、クローラー、検索アプリケーション、またはその他の手動または自動の装置、プロセス、

方法を使用して手動または手動で本サイトにアクセスし、情報を検索、インデックス、データマイニング

して、ユーザーの個人を特定できる情報を明示的に同意なく採取または収集すること。(e) 本サイトまたは

本サイトをホストするサーバーやネットワークの運営を妨害すること、またはかかるサーバーやネットワ

ークの法律、規制、要件、手順、方針に従わないこと。 (f) いかなる個人または団体との提携を虚偽に述べ

ること、またはその他の誤った表示をすること、Magenta がお客様、お客様のサイト、お客様のビジネス、

お客様が行った声明を支持すると表明または示唆すること、または本サイトに関する誤ったまたは正確で

はない情報を提示すること。(g) 本サイトが意図しない目的のために本サイトを使用すること。 (h) 本サイ

トへのアクセスを防止または制限するために当社が使用する手段を回避すること。 (i) Magenta が本サイト

上または本サイトを通じてアクセス可能にしたコンテンツの一部をコピー、修正、変更、適応、利用可能、

翻訳、移植、リバースエンジニアリング、デコンプイル、分解したり、公に表示、複製、派生作品の作成、

実行、配布、その他当該コンテンツの使用をしたりすること。(j) Magenta の知的財産を含む Magenta の所

有権の対象であるいかなる資料のコピー、配布、表示、公開実行、一般公開、人間が読める形式への縮小、

逆コンパイル、逆アセンブル、適応、サブライセンス、いかなる商業利用、販売、レンタル、譲渡、貸与、

加工、コンパイル、リバースエンジニアリング、他のソフトウェアとの結合、翻訳、修正、派生作品の作

成、いかなる方法または手段によっても、そのようなものを作成しないこと。(k) いかなる目的であれ、

Magenta の書面による事前の同意なしに、他のサイトまたはネットワークコンピュータ環境上でコンテン

ツを使用すること。 (l) Magenta コンテンツの周りにブラウザまたは境界環境を作ること（フレームまたは

インラインリンクは許可されません）。(m) 当サイトおよび／またはコンテンツの使用またはアクセスを

商業目的で販売、ライセンス供与、または利用すること。 (n) Magentaの書面による事前明示的な許可なく

当サイトのいかなる部分もフレームまたはミラー化すること。 (o) 当サイトからコンテンツの全てまたは

一部を系統的にダウンロードし保存することによりデータベースを作成すること。(p) 本サイトに関連して、

ウィルス、ワーム、トロイの木馬、時限爆弾、ウェブバグ、スパイウェア、その他のコンピュータコード、

ファイル、プログラム、またはハードウェア、ソフトウェア、通信機器の動作を損傷したり乗っ取ること

を意図した、またはその他の実際にまたは潜在的に有害、破壊的、または侵入性のコードやコンポーネン

トを送信したり利用可能にすること、および/または (q) 本条件を侵害したり違反したりすること。 

4. 未成年者 

本サイトは、18 歳以上のユーザーを対象としています。当社は、18 歳未満の未成年者が本サイトを利用し

ていないことを確認するため、いかなる段階においても年齢証明の提出を求める権利を留保します。18 歳

未満のユーザーが本サイトを利用していることが判明した場合、当社は当該ユーザーの本サイトへのアク

セスを禁止およびブロックし、当該ユーザーに関する個人情報（当社のプライバシーポリシーに定義され

ています）を速やかに削除するためにあらゆる努力を払います。 

5. 連絡 

本サイトを通じて当社にご連絡をいただくには、「お問合せ」ボタンを押す必要があります。「お問合せ」

ボタンをご利用の際にご記入いただく情報は、当社のプライバシーポリシーに記載されています。 
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6. プライバシーポリシーおよび Cookie ポリシー 

当社は、お客様のプライバシーを尊重し、お客様が当社と共有する情報を保護することに努めています。

当社は、お客様が本サイトに接続し、アクセスし、または使用する際に当社が収集する情報に関して、お

客様が当社の慣行を知る権利を有すると考えています。当社の方針と実践、収集される情報の種類につい

ては、当社のプライバシーポリシー(https://magenta.vc/privacy-policy/mvp-privacy-policy.pdf)および Cookie ポ

リシー(https://magenta.vc/cookie-policy/mvp-cookie-policy.pdf)に詳細に記載されています。Cookie ポリシーに

ついては、本書に参考として組み込まれています。お客様は、お客様が Magenta に提供した、または

Magentaが利用できるようにした個人情報を、MagentaがプライバシーポリシーおよびCookieポリシーに従

って使用することに同意するものとします。お客様は、本サイトにアクセスし、利用しようとする場合、

まずプライバシーポリシーと Cookie ポリシーを読み、同意する必要があります。 

7. 知的財産権 

本サイト、コンテンツ、および Magenta の所有資産、および発明、特許および特許出願、商標、商号、サ

ービスマーク、著作物、ドメイン名および企業秘密など、それらに関連するあらゆる知的財産権（総称し

て「知的財産」）は、登録されているか否かに関わらず、Magenta によって所有されており、および／ま

たは Magenta にライセンスされており、該当する特許、著作およびその他の知的財産法ならびに国際条約

および条約によって保護されているものである。本規約でお客様に明示的に付与されていない全ての権利

は、Magenta及びそのライセンサーが留保します。 

本規約は、Magenta の知的財産に対する権利をお客様に譲渡するものではなく、本規約に従った使用に関

する限定的な取消可能な権利のみを譲渡するものです。本規約のいかなる条項も、いかなる法律に基づく

Magenta の知的財産の放棄を構成するものではありません。 

お客様がフィードバック、コメントまたは提案（以下「フィードバック」）を Magenta に提供する限りに

おいて、Magentaは、お客様に対する更なる補償やお客様の承認なしに、フィードバックを Magentaの現在

または将来のサービスに組み入れ、いかなる目的にも使用できる独占的、ロイヤリティフリー、全額支払

済、世界的、永久的、取消不能のライセンスを保有するものとします。お客様は、そのようなフィードバ

ックはすべて非機密とみなされることに同意するものとします。さらに、お客様は、お客様のフィードバ

ックが、フィードバックを組み込んだ Magenta の現在または将来の製品、技術またはサービスに関して、

Magenta に追加的な義務の遵守を要求する趣旨のライセンス条項の対象ではないことを保証するものとし

ます。 

8. 商標と商号 

本サイトに関連して Magenta が使用する Magenta のマークおよびロゴならびにその他すべての専有識別子

(「Magenta の商標」)は、登録されているか否かを問わず、Magenta のすべての商標または商号です。本サ

イトに表示されるその他すべての商標、サービスマーク、商号およびロゴは、それぞれの所有者に帰属し

ます(「第三者マーク」)。Magenta の商標およびサードパーティマークに対するいかなる権利、ライセンス、

または利益も本契約では付与されず、お客様はそのような権利、ライセンス、または利益がそれらに関し

て主張されないことに同意し、したがって、ここで許可される場合を除いて、それらのマークを使用しな

いことに同意します。 

9. Magenta のサイトへのリンクおよび第三者サイトへのリンク 

当社は、当社サイト上のいかなるページへのリンクも歓迎します。お客様のウェブサイト、製品および／

またはサービスに対するマゼンタの関連性または承認を記載または暗示せず、Magenta を虚偽またはその

https://magenta.vc/privacy-policy/mvp-privacy-policy.pdf
https://magenta.vc/cookie-policy/mvp-cookie-policy.pdf
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他の攻撃的な方法で描写しない限り、お客様は当サイトへのハイパーテキストリンクを自由に設定するこ

とができます。お客様が所有していない、または使用許可を得ていないサイトから当社のサイトにリンク

することはできません。お客様が Magenta のサイトにリンクする場合、お客様はご自身のサイトに違法、

不快、または第三者の権利を侵害するコンテンツが含まれないことを表明するものとします。ただし、フ

レームリンクやインラインリンクは許可していません。 

ここに提供される一部のリンクは、当社のユーザーが本サイトを離れ、Magenta 以外のサイトまたはサー

ビスに入ることを許可するものです。これらのリンク先のサイトおよびサービスは、お客様の便宜のため

にのみ提供されるものです。これらのリンク先のサイトやサービスは Magenta の管理下にはなく、そのよ

うな外部のサイトやサービスの利用可能性について責任を負うものではなく、そのようなリンク先のサイ

トやサービス上の、またはそこから利用できるコンテンツ広告、製品またはその他の情報、あるいはリン

ク先のサイトやサービスに含まれるリンクを含むがこれに限らないいかなるコンテンツに対しても保証せ

ず責任を負わないものとします。さらに、Magenta は、そのようなリンクされたサイトやサービスのプラ

イバシー慣行及び／又はその他の慣行について責任を負うものではありません。お客様の当該サイト、サ

ービス及びコンテンツへのアクセス、使用及び依存、並びに当該第三者との取引は、お客様の単独のリス

ク及び費用で行われるものとします。Magenta は、いつでもリンクを終了させる権利を留保します。お客

様はさらに、Magenta が、かかるリンク先のサイトまたはリソース上もしくはそれらを通じて利用可能な

サービス、コンテンツ、製品またはその他の資料の使用またはそれに対する信頼によって生じた、または

生じたとされるいかなる損害または損失に対しても、直接的または間接的に責任を負わないことを認め、

これに同意するものとします。リンク先のサイトやサービスのほとんどは、その使用を規定する使用条件

やプライバシーポリシーなどの法的文書を提供しています。これらのサイトやサービスを利用する前に、

特に、お客様に関するどのような情報が収集されているかを知るために、これらの文書を注意深く読むこ

とが常に推奨されます。 

10. 利用可能性 

サイトの利用可能性と機能は、通信ネットワークなどの様々な要因に依存します。Magenta は、本サイト

が中断することなく常に利用可能であること、不正なアクセスがないこと、エラーがないことを保証する

ものではありません。 

11. サイトの変更 

Magenta は、本サイト（またはコンテンツを含むがこれに限定されないその一部）をいつでも予告なく変

更、訂正、修正、強化、改善、その他の変更を行い、または一時的もしくは永久に中止する権利を留保し

ます。また、お客様は、本サイトで提供されるコンテンツは、お客様に通知することなく、いつでも内容

や形式を変更、拡張、削除することができることをここに認めます。お客様は、本サイトまたは本サイト

に含まれるコンテンツの変更、停止、または中止について、Magenta がお客様またはいかなる第三者に対

しても責任を負わないことに同意します。お客様は、このような変更の実行に関連して発生する可能性の

あるエラーや不具合について、マゼンタが責任を負わないことに同意するものとします。 

12. 免責事項および保証の否認 

法的に許容される最大限の範囲で、本サイトおよびコンテンツは、「現状のまま」、「瑕疵を問わない」

および「提供可能な範囲」で提供され、そのベンダー、役員、株主、下請け業者、取締役、従業員、関連

会社、子会社、ライセンサー、代理人およびサプライヤー(総称して「Magenta の代表者」)を含む Magenta

は、明示、黙示、または法定のあらゆる種類の保証(特定の目的のための使用、商品性、または適合性、お

よび取引の過程または取引の使用法から生じる権原または非侵害の保証、または黙示の保証を含むがこれ
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らに限定されない)を否認します。 特定の目的のための使用、商品性、または適合性、および取引の過程

または取引の使用法から生じるもの。お客様は、お住まいの地域の法律の下で、本契約では変更できない

追加の消費者の権利を有している場合があります。 

当社は、これらの条件が、本サイトの使用にのみ適用されることに留意します。Magenta の製品また

はサービスに関するすべての免責事項および保証は、Magenta とそのお客様との間の個別のサービス

契約に記載される条件に準拠するものとします。 

当社は、(i)本サイトおよび/またはコンテンツの使用および操作が、安全、タイムリー、正確、完全、中断

されない、エラーがない、またはウィルス、欠陥、ワーム、その他の有害なコンポーネントやその他のプ

ログラム制限がないこと、(ii) 当社が本サイトのエラーまたは欠陥を訂正すること、(iii) および、本サイト

および/または本サイトを通じて利用できるコンテンツの使用、使用不能または操作、あるいは使用の結果

に関するいかなる表明（本サイトを使用した結果がお客様の要件を満たすことを含みます）も行いません。

MagentaおよびMagentaの代理人は、本サイトの利用可能性、信頼性または品質を含むがこれに限定されな

い、本サイトの使用に関するすべての保証および条件を放棄し、本サイト内に表示されるいかなるコンテ

ンツおよび/または情報に関する誤り、欠陥または誤りに対して責任を負わないものとします。 

当社は、Magenta 以外の個人または法人によって提供されるいかなるアイテムまたはサービスについても、

一切の責任を負わないものとします。 

当社は、技術的な問題（接続の遅さ、トラフィック・コンジェスト、サーバーの過負荷、遅延または中断

などのインターネットに関連するものを含むがこれに限定されない）または電気通信またはインターネッ

トプロバイダーから生じるお客様または他者の結果に対して責任を負わないものとします。 

お客様は、本サイトおよび/または本サイトのコンテンツの使用は、完全にお客様自身のリスクで行われる

ことに同意するものとします。 

本サイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとします。一部の地域では、本サイトに

記載された除外事項や制限事項が認められていないため、上記の除外事項や制限事項が完全に適用されな

い場合があります。 

13. 責任の限定 

法律上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、Magentaの代理人を含む Magentaは、

いかなる法的理論（契約、過失、不法行為、厳格責任などを含むがこれに限定されない）の下でも、直接

損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害、例示的損害、付随的損害、派生的損害を含む（ただしこれに限

らない）、あらゆる損害に対して責任を負わないものとします。（本サイトおよび/またはコンテンツ、本

サイトおよび/またはコンテンツの利用または利用不能、本サイトが表明または期待通りに機能しないこと、

あるいはいかなるコンテンツ、本条件に基づく Magenta の履行または不履行、その他のいかなる行為また

は不作為、その他のいかなる原因によって生じた、本規約に基づく、利益またはデータおよび事業の中断

の損失、に起因または関連した、いかなる法的理論（契約、過失、不法行為、厳格責任などを含む）に基

づく損害。）また、MagentaまたはMagentaの代表者がそのような損害の可能性について知らされていたか

どうかにかかわらず、保証、保証、条件の違反、契約違反、過失、厳格責任、不法行為、またはその他の

いかなる法的理論に基づいても、MagentaまたはMagentaの代表者は、して責任を負わないものとします。 

いかなる場合においても、上記の一般性を制限することなく、また法律上許容される最大限の範囲におい

て、本規約に基づき、または本サイトおよび／またはコンテンツの使用または使用不能に関連して生じる

すべての損害または損失に対する Magenta および Magenta の代表者の総責任の総額は、お客様が、本サイ
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トの使用のために実際に支払った金額、または US$1.00 のいずれか大きい方を限度とするものとします。

お客様は、当社およびマゼンタの代理人に対して、結果的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、付随的

損害を含むその他の損害の賠償を求める権利を放棄するものとします。 

一部の法域では、ここに記載されている除外または制限が許可されていない場合、上記の除外および制限

の全範囲が適用されない場合があります。 

14. 補償 

お客様は、以下から生じるあらゆる請求、損害、義務、損失、負債、費用、債務、および経費（弁護士費

用を含むがこれに限定されない）から、Magentaの代表者を含む Magentaを防御、補償、免責することに同

意するものとします。(i) お客様による本サイトおよび/またはコンテンツの使用、誤用、使用不能および/

または本サイトおよび/またはコンテンツに関連する活動、(ii) お客様によるこれらの条件の違反、(iii) お客

様による本サイトの使用に関連した第三者の知的財産権またはプライバシー権を含むがこれに限らない第

三者の権利侵害、および (iv) 直接、間接、特別または結果的かどうかにかかわらずお客様が本サイトと関

連して第三者に与えるあらゆる種類の損害から生じる、あらゆる請求および損害賠償、義務、損失、責任、

費用（弁護士費用を含む）に対して、Magenta の代表者は、本サイトを利用したいかなる種類の責任から

も免除されるものとします。この弁護および補償の義務は、本規約後も存続することがここに明確にされ

ます。 

上記を軽減することなく、当社は、お客様が補償の対象とするいかなる事項についても、独占的な防御お

よび管理を行う権利を留保します。これは、本規約に基づくお客様の補償義務を免除するものではなく、

その場合、お客様は利用可能な防御を主張するために当社に完全に協力するものとします。お客様は、当

社の書面による事前の明示的な承諾を得ることなく、お客様による補償の対象となるいかなる事柄も解決

しないことに同意するものとします。 

15. 規約の変更 

Magenta は、独自の判断により、本規約を変更することができます（本規約に組み込まれたその他のポリ

シーも含む）。重要な変更があった場合、当社は本サイトに明確な通知を掲載するよう合理的な努力をし、

かつ／または、当該変更に関する電子メール（お客様が当社に電子メールアドレスを提供した範囲におい

て）をお客様に送信します。このような重要な変更は、当社サイトでの通知または電子メールによる送信

のいずれか早いほうから 7 日後に有効となります。それ以外の場合、本規約のその他のすべての変更は、

記載された「最終改定日」時点で有効となり、最終改定日以降も本サイトを継続して使用することにより、

これらの変更を受け入れ、それに拘束されることに同意したものとみなされます。本規約が法的な要件を

満たすために改正された場合、改正は直ちに、または法律の要求に従って、事前の通知なしに発効するこ

とがあります。 

16. 本契約期間の解除および本サイトの運営の解除 

Magentaは、適用される法律の下で Magentaが利用できる他の救済措置に加えて、いつでも予告なしに、独

自の判断でお客様のサイトの利用を中止することができます。 

さらに、Magenta は、いつでも、独自の判断で、サイトまたはその一部の運営を一時的または永久に停止

し、サイトからの情報またはコンテンツを削除し、またはその修正、変更、改良、改善、その他の変更を

行い、またはいかなる情報、コンテンツまたは機能の表示または提供を事前に通知することなく停止する

ことができるものとします。お客様は、Magenta が本サイトの運営の終了およびデータの損失に関して、

いかなる責任も負わないことに同意し、了承するものとします。本規約の基本的な目的を達成するために、
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その性質および内容により、本規約の終了後も存続しなければならない本規約の規定は、そのように存続

するものとします。 

17. 一般 

(a) 本規約は、本契約の主題に関するお客様と Magenta の間の完全な条件を構成し、お客様と Magenta との

間の従前または同時期の書面または口頭による合意または理解事項に優先します。 (b) 本サイトまたはそ

の利用に関するクレームは、その抵触法原則に関係なくイスラエル州の法令に準拠し、同法に従って解釈

されます。 また、国際物品売買に関する国連条約は適用されません。(c)サイトに起因または関連する紛争

は提起され、お客様はここに、イスラエルのテルアビブ-ヤッファ地区の管轄裁判所の専属管轄権および裁

判地に同意するものとします。お客様は、対人管轄権の欠如およびフォーラムの不都合に関するすべての

防御を放棄し、適用法または裁判所の規則によって承認された方法でプロセスが提供されることに同意し

ます。上記にかかわらず、Magenta は管轄権を有する裁判所で差し止めによる救済を求めることができ、

(d)本規約は、本契約の当事者間に関係、パートナーシップ、合弁事業、雇用者-従業員、代理店、またはフ

ランチャイザー-フランチャイジー関係を創出するものではなく、またそのように解釈されないものとし、

(e)本規約に基づく違反または不履行に対するいずれかの当事者による権利放棄は、先行または後続の違反

または不履行の権利放棄とはみなされません。ここに含まれる見出し、キャプション、またはセクション

のタイトルは、便宜上挿入されたものに過ぎず、本契約のセクションまたは条項を定義または説明するも

のではありません。 (f)お客様は、サイトに起因または関連する可能性のある訴訟の原因が、訴訟事由発生

後の 1 年以内に生じたものであることに同意するものとします。それ以外の場合、そのような訴訟原因は

永久に禁止されます。 (g)本規約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって執行不能であると判断

された場合、その条項は必要最小限の範囲で制限または削除されるものとし、本規約は、本規約で表明さ

れた意図をほぼ遵守しながら、それ以外の点では完全な効力を維持するものとします。 (h)お客様は、当社

の事前の書面による同意なしに本規約(本規約に基づくすべての権利および義務を含む)を譲渡または移転

することはできず、上記に違反して譲渡しようとする試みは無効となります。当社は、制限または通知な

しに本規約を譲渡または移転することができ、(i)Magenta が書面で署名しない限り、本契約の修正は拘束

力を持たないものとし、(j)両当事者は、本規約に関連するすべての通信が英語で書かれることに同意する

ものとします。 

18. お問合せ 

本規約に関するご質問（またはご意見）は、info@magenta.vc 宛に電子メールをお送りください。 

 

* * * * * 
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