
 

Terms of use 

In using "Essential Trade" (hereinafter referred to as "this site") operated by Essential Trade (hereinafter 
referred to as "our company"), the customer agreement is set as follows. When applying to our company, it 
is assumed that you have agreed to the following terms, and members shall use this site at their own 
discretion and responsibility after fully understanding this agreement. 
 
Article 1: Scope and changes of this agreement 
We may change this agreement without the prior consent of the user for matters that do not affect the 
essential rights of the user, and the user acknowledges this without objection. Changes to these Terms will 
take effect when we announce them to you online or at any time through the means we provide. 
 
 
Article 2: Product purchase 
Those who wish to purchase this service confirm and consent to this agreement, privacy policy, and 
personal information protection, apply according to the procedure specified by this service, we accept the 
application, and the procedure is completed. At that point, a contract with us will be established and you 
will become a user. However, those who fall under the following cannot be users. 
1. Those under the age of 20 2. Those who are in the same industry 3. Corporate 4. Those who have been 
revoked from the customer of this service due to a violation of the terms 
In addition, if the purchase applicant falls under any of the following items, it will not be accepted as a user. 
Even if it is approved, if it is found to be applicable later, the user qualification will be immediately revoked 
or the customer will be immediately withdrawn. 

        
(2). When the applicant and the user are different.  
(3). Those who have been revoked or withdrawn from customer due to a violation of this agreement in the 
past.  
(4). When the user is found to be under 20 years old.  
(5). When the user files a petition for bankruptcy.  
(6). When the information of this service is leaked to a third party. 
(7). Those who are using the service for a different purpose.  
(8). If you interfere with the business of our company or this service, or perform any act that may interfere 
with it, directly or indirectly, regardless of any reason or means, the user qualification will be immediately 
revoked and the customer will be withdrawn. , We may take legal action.  
(9). When we recognize that it is an act that violates this agreement.  
(10). In addition, when we judge that it is inappropriate.  
(11). When the user himself / herself applies for withdrawal procedure. 
According to the preceding paragraph, we shall not be liable for any loss incurred by the person who has 
been dismissed from the customer, and shall not refund the fee already paid for any reason. 
 
 
 
Article 3: Confidentiality on the management side 
We shall not disclose the items that correspond to personal information protection in the input contents of 
the user to a third party without the consent of the person, and shall make the best efforts to prevent 
information leakage etc. I will. However, this does not apply if there is a request for disclosure based on the 
law from a court, police, or other legally authorized organization. 
 
 
Article 4: Information confidentiality 
The user is obliged to keep the following information confidential, and if he / she violates it for any reason 
and damages our company or this service, we will stop using this service without prior notice and the user. 
It is possible to revoke the qualification and forcibly withdraw from the customer, and at the same time, we 
may claim compensation for all the damages and take legal action. 
・ All information obtained from this service must not be leaked to a third party. 
 
Article 5: Principle of self-responsibility 
1. Use and manage your ID and password at your own risk.  
2. In the case of e-mail service used as one of the information provision methods, if this service cannot be 
provided due to server failure, insufficient mailbox capacity, mail reception restriction, etc., damage and 
damage will occur. We are not responsible for any loss.  
3. We do not guarantee the accuracy or results of the automatic trading system provided by this service 
and the results of using the system. Therefore, the user recognizes that the future result is uncertain 
information, which is also a characteristic of investment, and uses all the provided information at the user's 
own judgment, responsibility and risk. I will do it.  
4. Our company does not take any responsibility for all the information provided by this service, and we do 
not take any responsibility for complaints, damages and losses regarding the accuracy and results of the 
provided information. .. In addition, we will not be liable for any damage or loss caused to a third party by 
providing information in this service.  
5. The purchase of the boat ticket and the purchase price of the boat ticket are arbitrary and shall be done 
at the member's own risk. 
 
 
Article 6: About services 
1. We provide information and services that are considered to be useful to users of this service, such as 
systems related to foreign exchange securities trading whose certainty is not guaranteed in any case, and 
investment methods associated therewith. However, we do not engage in actual transactions such as 
investing on our behalf.  
2. This service provides a website using a personal computer and an automatic trading system by e-mail. 3. 
The data and information provided by this service, as well as all information on dividends, profits, and the 
contents of e-mails, do not guarantee the accuracy of the contents or the results of profits, etc. There is 
none. Therefore, all users are requested to use the information and services at their own risk, and we are 
not responsible for their accuracy or results. In addition, we do not take any responsibility for the profits 
and damages received by users, users of this service, and third parties using this service, and we do not 
take any responsibility in the same way.  
4. This service is based on the premise that it will be provided to users throughout the world.  
5. As a general rule, the usage time of this service will be continuous operation except during maintenance.  
However, the service may be temporarily suspended due to maintenance of server equipment or network 
equipment. In addition, if it becomes difficult to provide this service due to natural disasters such as power 
outages, fires, earthquakes, natural disasters, or other force majeure, or if the service is provided by the 
government or other legally authorized organizations. This does not apply if is prohibited. 
 

   
              

             
            

        
 
Article 8: Changes and abolition of the contents of this service 
We may change (revise or abolish) this service, program, operation rules, other conditions, etc. without 
prior notice and consent to the user about matters that do not affect the essential rights of the user, and 
amend the law. If it is determined that stable service cannot be provided due to social conditions or other 
circumstances, the operating company will be changed and this service will be abolished after strictly 
observing the privacy and protection of rights of users. , The user acknowledges this. In addition, we shall 
not be liable for any damage suffered by the user or a third party due to this. 

 

利用規約 
Essential Trade(以下「弊社」という)が運営する「Essential Trade」(以下「当サイト」という)を
利用するにあたり、購入者規約を下記の通り定めます。弊社への申し込みにあたっては下記の条
項に同意したものとし、購入者は本規約を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、当
サイトを利用するものとします。 
 
第1条：本規約の範囲及び変更 
弊社は、利用者の本質的な権利に影響しない事柄について利用者の事前の了承を得ることなく本
規約を変更でき、利用者はこれを異議なく了承するものとします。本規約の変更に関しては、弊
社がオンラインで、または、弊社が提供する手段を通じ随時利用者に対して発表した時点で効力
を発揮します。 
 
第2条：商品購入 
当サービスの購入希望者は、本規約、プライバシーポリシー、個人情報保護の内容を確認し、承
諾した上で、当サービス指定の手続きに従って申し込みを行い、弊社が申し込みを承諾し、当該
手続きが完了した時点で弊社との契約が成立し、利用者となるものとします。 但し、以下に該当
する方は利用者となる事はできません。 
1.20歳未満の方  
2.同業者  
3.法人  
4.規約違反により当サービスの利用者資格を取消され、退会処分を受けた方 
また、購入申込者が次の各号に該当する場合は、利用者として承諾されません。 仮に承諾された
場合であっても、後に該当することが判明した場合には、利用者資格の即時取消し、又は即時退
会処分とします。 
 

 
(2).申し込み者と利用者が違う場合。  
(3).過去に、本規約違反により利用者資格を取消されたか、又は退会処分を受けている方。  
(4).利用者が20歳未満と発覚した場合。 
(5).利用者が自己破産の申し立てを行った場合。  
(6).当サービスの情報を第三者に漏洩した場合。  
(7).当サービスの目的と異なる利用を行っている方。  
(8).いかなる理由及び手段に関わらず、弊社又は当サービスの営業を妨害、又はその恐れのある行
為を直接的、間接的を問わず行った場合、利用者資格の即時取消し、退会処分と共に、法的措置
をとる場合があります。  
(9).弊社が本規約に違反する行為と認識した場合。  
(10).その他、弊社において不適切であると判断した場合。  
(11).利用者自ら退会手続きの申請をした場合。 
前項により、退会処分を受けた方が被る損失があったとしても、弊社は一切責任を負わないもの
とし、いかなる理由があろうとも既に支払われた料金の返金は一切行わないものとします。 
 
第3条：運営側の守秘義務 
弊社は、利用者の入力内容の中で個人情報保護に該当する項目に関しては、本人の承諾なしに第
三者に開示しないものとし、情報の漏洩等がないよう、最善の努力を行うものとします。但し、
裁判所、警察、その他の法的な権限をもった機関から、法律に基づく開示請求がある場合はこの
限りではありません。 
 
 
第4条：情報の秘匿 
利用者は、以下の情報について守秘義務をおい、いかなる理由があろうともこれに違反し、弊社
又は当サービスに損害を与えた場合、事前通告することなく当サービスの利用を停止し、利用者
資格の取消し、強制退会処分を行うことができるものとし、同時にその全ての損害を当該利用者
に賠償請求すると共に法的措置を行う場合があります。 
・当サービスから得た全ての情報を第三者に漏洩してはならない。 
 
第5条：自己責任の原則 
1.IDおよびパスワードは、購入者自身の責任の下に使用および管理を行ってください。  
2.情報提供手法の一つとして利用される電子メールでのサービスの際、サーバの障害又はメール
ボックスの容量不足、メール受信制限等の事由で当サービスの提供を受けられなかった場合、損
害及び損失について、弊社は一切の責任を負うことはありません。  
3.弊社は当サービスから提供される自動売買システム、システム利用による成果、に対しての正
確性や結果等については一切保証しておりません。従って、利用者は投資の特性でもある、その
将来における結果が不確実な情報という事を認識した上で、提供された全ての情報を利用者自身
の判断と責任とリスク負担のもとで利用することとします。  
4.弊社は、当サービスにて提供する全ての情報について一切の責任はないものとし、提供された
情報の正確性や結果等に関するクレームや損害および損失については、一切の責任を負う事はあ
りません。また、当サービスにおける情報提供等で第三者に損害及び損失を与えた場合に関して
も同様に一切の責任を負わない事とします。  
5.ポジション購入、およびポジションの購入金額は任意のものであり、購入者自身の責任にて行
うものとします。 
 
 
第6条：サービスについて 
1.弊社はいかなる場合も確実性が保証されない外国為替証券取引に関するに関連するシステム、
及びそれに付随した投資方法等、当サービス利用者にとって有益と思われる情報やサービスを提
供しております。但し、弊社が代理で投資行為を行う等、実際の取引に関わる行為は行っており
ません。  
2.当サービスはパソコンを利用したWEBサイト、及び電子メールでの自動売買システムの提供と
なります。  
3.当サービスで提供されたデータや情報、及び配当金、利益額、電子メールの内容の全ての情報
は、その内容の正確性や利益等の結果に対し保証するものではなく、その責務もありません。従
って利用者は全て自身の判断の元、自己責任においてその情報やサービスをご利用して頂き、弊
社はその正確性や結果等に何ら責任を負わないものとします。また、利用者及び当サービス利用
者、第三者が当サービスを利用して受けた利益、損害に関し弊社は一切関知せず、同様に一切の
責任を負うことはありません。  
4.当サービスは、世界全体を利用者を対象とし、提供する事を前提としています。  
5.当サービスの利用時間は原則としてメンテナンス時を除き連続稼動とします。但し、サーバー
機器やネットワーク機器のメンテナンス等により、一時的にサービスを停止する場合があるもの
とします。また、停電、火災、地震などの自然災害、天変地異、その他の不可抗力により、当サ
ービスの提供が困難になった場合や、行政、その他の法的な権限をもった機関から、当サービス
の提供を禁止された場合は、この限りではありません。 
 

 

 
2.利用者が前項の届出を怠った為に、弊社からの通知または書類が延着あるいは送達されなかった
場合においても、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。 
 
第8条：当サービスの内容の変更及び廃止 
弊社は、利用者の本質的な権利に影響しない事柄について利用者への事前通知、承諾なく当サー
ビス、プログラム、運用規則、その他の諸条件等を変更(改廃)することができ、また法改正及び
社会的状況、その他諸事情により、安定したサービスの提供が出来ないと判断した場合、利用者
のプライバシー及び権利の保護を厳守した上で、運営会社の変更及び当サービスの廃止を行うも
のとし、利用者はこれを了承するものとします。また、これに起因する利用者または第三者が被
った被害について、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

(1).購⼊申し込み時のメール認証において、記載、選択内容に偽りがある⽅。

1.利用者は、認証に使用したメールアドレス等の事項に変更があった場合は速やかに弊社に連絡
する義 務を負うものとします。

第!条：認証の変更

(1). Those who have false statements or selections in the purchase application Authentication.

Article 7: Change of Authentication details
1. The user shall be obliged to promptly contact us if there is a change in the Authenticated items such as 
the e- mail address. 2. Even if the notification or document from our company is delayed or not served due 
to the user's failure to make the notification set forth in the preceding paragraph, it will be deemed that 
the date and time that should normally be reached has been reached.



 

    
        

          
            

       
        

          
 
 
Article 10: Disclaimer 
1. We are not responsible for the cancellation or postponement of the boat race due to weather or 
natural disasters, or for accidents related to the race. In addition, the guarantee for it will be returned 
with the points consumed at the time of participation.  
2. All points will be refunded for the participation fee guarantee service in this service, and the 
information fee will not be refunded.  
3. Depending on the usage status of this site, different services may be provided for each member.  
4. As part of measures to reduce odds, the information provided may differ even for the same 
product.  
5. Even if you cannot access this site due to the member's internet connection environment, we will 
not take any responsibility.  
6. This service is intended for users in a general Internet usage environment (default setting), and 
does not consider the impact on members who use it in an environment that does not correspond to 
it. In addition, depending on the provider to which the user is subscribed and the status of the 
communication line, there is a possibility that the delivery time and reception time of the mail may 
differ, and we are not responsible for any damage caused to the user. Shall not bear.  
7. The hit result of this site shows the refund amount calculated with the maximum amount according 
to the offer.  
8. The use of the information we notify and contact is voluntary and we will not be liable for any 
benefit or damage suffered by individual members or third parties.  
9. We shall not be liable for any disadvantage caused to you by not reading this agreement.  

           
           

  
 
Article 11: Prohibitions 
When using this service, the user shall not perform any of the following acts or any acts that may 
cause such acts. If the user violates this, we shall be able to suspend the use of this service, cancel the 
user qualification, and forcibly withdraw from the customer without prior notice to the user. We may 
ask the user to compensate for all the damages we have received and take legal action. 
1. The act of using this service by impersonating a real or fictitious third party.  
2. Acts of using this service for improper purposes.  
3. Acts that use differently from the usage method specified by us.  
4. Acts that infringe or may infringe intellectual property rights such as trademark rights, copyrights, 
design rights, patent rights, etc. related to our company or this service. 
5. Acts that infringe or may infringe property, privacy, or right to image.  
6. The act of falsifying or erasing information related to this service.  
7. Reproduction, duplication, copying, sale, resale, posting on bulletin boards, resale and diversion of 
emails for all or part of all information and services provided by this service, regardless of non-
commercial or commercial purposes. action.  
8. Acts that interfere with the operation of this service, such as unauthorized access to the server and 
this service.  
9. Unauthorized use, transfer or sale of other user information.  
10. The act of writing and sending untrue information or URLs, images, etc. related to this service 
without permission to the public.  
11. Acts that violate the law and violate public order and morals.  
12. Other acts that interfere with the operation of this service.  
13. The act of making a payment with another person's credit card and using this service.  

       
15. Acts that violate this agreement. 
 
Article 12: Compensation for damages 
If a user violates this agreement or causes damage to us due to fraudulent or illegal acts, we shall 
claim damages from the user. 
 
Article 13: Matters to be discussed 
If there is no stipulation in this agreement and various provisions regarding the use of this service and 
a dispute arises, it shall be resolved based on the purpose of this agreement. If you disagree with this 
agreement and other provisions, the user shall be based on the law. 
The procedure shall be taken. If you use any other method, including after withdrawal, to slander, 
slander, harass, junk e-mail, or ask for a reply, we may request a claim for damages. 
 
Article 14: Refund and cashing of various charges, etc. 
In any case, we will not refund the information fee or redeem the points. 
 
 
Article 15: Governing law and court of jurisdiction 
The Constitution of Malaysia , effect, performance and interpretation of the Covenant. In the event 
of a dispute between our company and a member regarding this service, we and the member shall 
discuss in good faith, and the Tokyo District Court shall be the exclusive agreement jurisdictional 
court of the first instance for the proceedings regarding this service. will do. 
 
Article 16: Intellectual property rights 
All intellectual property rights related to images, texts, programs, databases, ideas, etc. related to this 
service belong to our company. 
 
Article 17: Other 
Members shall comply with the rules, etc. separately established by the Company for matters not 
stipulated in this agreement. 

 
 
 
 

The Japanese translation to the Agreement is provided for 

convenience only. In case of contradiction, the English version shall 

prevail 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
第10条：免責事項 
1.天候または天災などの事情により競艇開催が中止または延期された場合、または競走に関
するアクシデントについて、弊社は責任を負いません。 尚、それに対しての保障は参加の
際に消費されたポイントで返還させていただきます。  
2.当サービスにおける参加費用の保障サービスについてはすべてポイントでの返還となり、
情報料の返金は致しません。 
3.当サイトの利用状況に応じ、購入者ごとに異なるサービスを提供する場合があります。 
4.オッズ低下対策の一環として、同一商品であっても提供される情報内容が異なる場合があ
ります。 
5.購入者のインターネット接続環境により当サイトにアクセスできない場合でも、弊社は一
切の責任を負いません。 
6.当サービスは一般的なインターネット利用環境（デフォルト設定）における利用者を対象
としており、それに該当しない環境で利用する購入者に対しての影響は考慮致しません。ま
た、利用者が加入されているプロバイダ及び通信回線の状況によって、メールの配信時刻と
受信時刻に開きが生じる可能性があり、これに起因する利用者が被った被害について、弊社
は一切の責任を負わないものとします。  
7.当サイトの的中結果は提供に準じた上限金額にて算出した払戻金額を掲載しております。 
8.弊社が通知および連絡する情報の利用は任意のものであり、それによって購入者個人およ
び第三者の受けた利益または損害ついて弊社は一切の責任を負いません。  
9.本規約をお読みいただかなかったことによりお客様に不利益が生じても弊社は一切責任を
負わないものとします。  

 
 
第11条：禁止事項 
利用者は当サービスの利用に際し、以下に該当する行為又は、その恐れのある行為を行って
はならないものとします。利用者がこれに反した場合、弊社は当該利用者に対し、事前通告
することなく当サービスの利用を停止し、利用者資格の取消し、強制退会処分を行うことが
できるものとします。弊社の受けたその全ての損害を当該利用者に賠償して頂くと共に法的
措置を行う場合があります。 
1.実在または架空の第三者になりすまして当サービスを利用する行為。  
2.当サービスを不正の目的をもって利用する行為。  
3.弊社が指定する利用方法とは異なる利用をする行為。  
4.弊社または当サービスに関係する商標権、著作権、意匠権、特許権などの知的財産権及び
その他の権利を侵害する行為又はその恐れのある行為。  
5.財産、プライバシー、肖像権を侵害する行為またはその恐れのある行為。  
6.当サービスに関連する情報を改ざん、消去する行為。  
7.当サービスで提供する全ての情報やサービスの全て、又は一部を非営利目的、営利目的問
わず、再生、複製、複写、販売、再販売、掲示板への書込み、メールの転売及び転用する行
為。 
8.サーバー及び当サービスへの不正アクセス等、当サービスの運営に支障を与える行為。 9.
他の利用者情報を不正に利用したり、譲渡・販売する行為。  
10.事実に反する情報又は許可のない当サービスに関するURL、画像等を公衆に対し書き込
み、送信する行為。  
11.法令に違反し、公序良俗に反する行為。  
12.その他、当サービスの運営を妨げる行為。 
13.他人のクレジットカードで決済し当サービスを利用する行為。  

 
15.本規約に違反する行為。 
 
第12条：損害賠償 
利用者が本規約に違反し、または不正もしくは違法な行為によって弊社に損害を与えた場
合、弊社は当該利用者に対して損害賠償を請求するものとします。 
 
第13条：協議事項 
当サービスの利用に関して本規約ならびに諸規定に定めがなく、紛争が生じたときは、本規
約の趣旨に基づき解決するものとします。本規約及び諸規定を不服とする場合、利用者は法
律に基づき手続きを取るものとします。それ以外の方法で退会後を含め、誹謗、中傷、嫌が
らせ、迷惑メール、回答を求める行為等を行った場合、弊社は損害賠償請求を求めることが
出来るものとします。 
 
第14条：諸料金の返還及び換金等 
弊社では、如何なる場合においても、情報料金の返還、及びポイントの換金等は行わないも
のとします。 
 
第15条：準拠法及び管轄裁判所 
規約の成立、効力、履行および解釈には、マレーシア連邦憲法が適用されるものとします。
当サービスに関して、弊社と購入者との間で紛争が生じた際は、弊社・購入者間で誠意をも
って協議するものとし、当サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。 
 
第16条：知的財産権 
本サービスに関連する画像、文章、プログラム、データベース、考案等に関する一切の知的
財産権は弊社に帰属します。 
 
第17条：その他 
購入者は本規約に定めのない事項については、弊社が別途定める規則等に従うものとしま
す。社・購入者間で誠意をもって協議するものとし、当サービスに関する訴訟については、
東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
 
 

`日本語翻訳はお客様の利便性のためにのみ提供されているもので

す。 翻訳の内容と英文の規約の内容が異なる場合は、英文の規約内

容 が優先 されます。 
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第 条：購入の解除
退会手続きは購入者様の任意にてご申請下さい。手続きの際、処理手数料等は一切発生致し 
ません。退会については当サイト内お問い合わせページ、またはメール下部に記載 されるア 
ドレスに認証メールアドレスから退会申請を送信していただく事で退会が可能 です。
退会申請の受付後、一定期間後にデータベースから認証済みのメールアドレスを含む全
ての情報が削除されます(それまでは再入会が可能です)ので、ご了承下さい。データベース 
から削除された時点で、購入またはサービスにより付与された保有ポイントは全て失効とな 
ります。

14.一人で複数のメール認証を行う行為。
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14. The act of Authentication multiple E-mail by one person.

10.ご購入ポイント、配布等の権利、返還サービスなどにより無料付与されたポイントの有効 
期限は6ヶ月とします。有効期限切れにより消滅したポイントに関しましては一切の補償、返 
還などをおこなわないものとします。

10. Purchase points, distribution rights, points granted free of charge through refund services, etc. 
are valid for 6 months. No compensation or refund will be given for points that have expired due 
to expiration. .


