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A. トークンおよびトークンセールについて

A. トークンおよびトークンセールについて
ⅰ. 概要・目的
ICOVOは、ICOVOのICOプラットフォーム上で利用できる独自トークンOVO
（オーボ）
を発行す
る。OVOは「ユーティリティ」の機能を持っている。ICO投資家は、OVOを利用すると、プラッ
トフォーム上のICOプロジェクトのトークンをETHと比較して25%割引で購入することができる。
また、ICOプロジェクト起案者および投資家に対してICOVOが提供するコワーキングスペースや
その他サービスでの支払い通貨としても用いることができる。また、ICOで調達した資金の返金
および引出をトークンホルダーの合意形成によって実行させるための投票権として使える。なお、
OVOは有価証券のようなアセットとしての機能は持ち合わせておらず、ICOVO の利益に連動し
た分配等は行われない。

OVOの概要をまとめると以下：

トークンのタイプ：ERC20/ERC223
トークンの機能 :

ユーティリティ1： ETHに対して25%割引の通貨
（ICOトークン購入時）
通常の通貨
（ICOVO提供サービスの購入時）
ユーティリティ2： 投票権
（注：アセットとしての機能は持っていない）

ティッカー：

OVO
（オーボ）

総発行枚数：

2億枚

ICO時設定価格： 1 OVO = 0.3 USD

3

最小単位：

nOVO
（ナノオーボ）
= 0.000000001 OVO

発行日:

2018年8月

ソフトキャップ:

5,868 ETH

ハードキャップ:

60,360 ETH

調達目標:

33,533 ETH
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A. トークンおよびトークンセールについて

ⅱ. 割当とディストリビューション
合計2億枚発行されるOVOは、下記表の割合で配分され、一部には最長で1年間のロックアップを
かける。

使途

チーム利用

販売

該当枚数

ロックアップ期間別
なし

6ヵ月

1年

チーム協力者へ
の配布

3,400万枚
17%

1,200万枚

1,100万枚

1,100万枚

マーケティング
活動

4,600万枚
23%

2,000万枚

1,200万枚

1,400万枚

クローズドセール

6,000万枚
30%

3,000万枚

3,000万枚

プレセール
クラウドセール

6,000万枚
30%

6,000万枚

マーケティング活動に割り当てられた分
（4,600万枚、23％）
のうち、ロックアップを付けていない
2,000万枚はリワードプログラムやエアドロップに用いられる。また6ヵ月、12ヵ月のロックアップ
がかかった合計2,600万枚はソフトロックアップに用いる予定である。
なお、クローズドセールとプレセール、クラウドセールの割当枚数は、販売状況によって変更する。
トークンセール後6ヵ月間保有し続けた者に約10％
（対保有量）
の、さらに6ヵ月間
（合計で1年間）
保
有し続けた場合には追加で約10％のボーナストークンを付与する。
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A. トークンおよびトークンセールについて

ⅲ. トークンセールと参加方法
クローズドセールは2018年5月15日から開始され、プレセール、クラウドセールにはクローズドセー
ルで売れ残った分のトークンも含める。プレセールに必要となるホワイトリスト登録は2018年6月
22日開始。クラウドセールは、プレセールで売れ残ったトークンを対象に実施する。なおクラウドセー
ル後売れ残った分のトークンは発行されない。
各セールの概要は以下：

プレセール
開始日：

2018年9月24日 00:00(UTC)

終了日：

2018年10月8日 23:59(UTC)

販売枚数：

販売に割り当てたトークンのうち、ク
最大12,000万枚
（ ローズドセール終了後に残ったすべて
）

価格・特典：

＋40％ボーナス

: 1 OVO = 0.3 USD

購入に利用できる仮想通貨： ETH
（イーサリアム）
最低購入価格：

100 USD

最高購入価格：

250,000 USD

対象者：

ホワイトリスト登録者

ホワイトリスト登録受付開始日： 2018年6月22日

クラウドセール（プレセールで完売した場合には実施しない）
フェーズ1：
価格・特典：

2018年10月10日 00:00(UTC) --- 2018年10月30日 23:59(UTC)
＋10％ボーナス

フェーズ2：
価格・特典：

2018年11月1日 00:00(UTC) --- 2018年11月15日 23:59(UTC)
＋5％ボーナス

フェーズ3：
価格・特典：

2018年11月17日 00:00(UTC) --- 2018年11月30日 23:59(UTC)
ボーナスなし

販売枚数：

上限12,000万枚
（プレセール終了時に残った枚数）

購入に利用できる仮想通貨： ETH
（イーサリアム）
最低購入価格：

50 USD

最高購入価格：

250,000 USD

対象者：

ホワイトリスト登録者

ホワイトリスト登録受付開始日： 2018年6月22日
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トークンセールを実施した結果、ソフトキャップ（最低調達額）
に満たなかった場合は調達資金を投
資家に返却する。

ま たトー クン セ ー ル へ の 参 加 に あ たって は、KYC（Know Your Customer）とAML（ AntiMoney Laundering）の認証を実施する。 ICOのトークンセールへの参加を禁止されている国
の市民は参加することができない。 参加には、ホワイトリストへの登録が必要となるため、希望
する人はICOVOウェブのダッシュボードから登録が必要。

ⅳ. 調達資金の使途
黒字化までの運転資金はUSD 0.5 Million、開発資金はUSD 1.0 Million、広告広報資金は
USD 2.0 Million、チームおよび貢献者への配布資金はUSD 2.0 Million。残りは全てサービス
のスケール速度を向上させるためのマーケティング費用とする計画。
なお、チームおよび貢献者への配布資金は調達総額の10%以下とする。

ソフトキャップ以上の調達ができればサービスとしては着実な成長が見込める。また目標である
USD 20.0 Millionに到達した場合には、マーケティング費用がUSD 14.5 Millionと潤沢となり、
急激な成長が見込める。
マーケティング戦略の軸は革新的なブロックチェーン関連のスタートアップの育成を通して良質な
ICOプロジェクトを獲得することである。
2018年Q3開設予定のICO、イーサリアムなどを切り口としたニュースメディアと、2018年Q4開
設予定のブロックチェーン関連のスタートアップ専用のコワーキングスペースの費用に充当される。
コワーキングスペースはツーク
（スイス）
、東京
（日本）
などに開設し、ブロックチェーン関連のスター
トアップが集まる拠点とするために無料で開放する計画だ。このコワーキングスペースには、プラ
イベートなイーサリアムブロックチェーンを構築し、テストネットとして使える環境を整え、さらにブ
ロックチェーン×IoT×AIのリアルな実験環境としての機能も持たせる予定である。

なお、CEOの山瀬は、2010年に東京でコワーキングスペースを立ち上げて、8年の運用実績を持っ
ており、現在顧客数は800以上となっている。
（https://www.k-society.com/）
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USD 20 Million調達した時の使途
運転資金

500,000

3%

開発資金

1,000,000

5%

広告広報活動
マーケティング資金
チーム及び貢献者
合計（USD)

2,000,000

10%

14,500,000

72%

2,000,000

10%

20,000,000

100%

ⅴ. キャッシュフロー計画とTap
2018年11月にICOが完了した場合、2018年度中にICOVOプラットフォームの開発を完了させ、
2019年Q1に第一号のプロジェクトをICOVO上でICOさせる予定。 そのためICOVOとして収益
が得られるのが、2019年Q1となる見通しだ。また、同時にマーケティング施策として2019年
Q1には第一号のコワーキングスペースをスイス・ツークに開設する計画をしている。マーケティン
グ戦略の軸となっているコワーキングスペースの開設は、その後も、東京などにも開設する予定で
あり、調達額がUSD 20 Millionの場合、全支出の33％となる計画である。

そのため、キャッシュフロー計画としては、2019年Q1までは毎月USD 1.5Millionの資金が必
要となる。 そのため調達した資金の引き出しは、毎月USD 1.5Million相当のETHとなるように
DAICOVOのTap
（１秒間に取り出せる資金量）を設定する。 なお、DAICOVOのパラメーター
Tapの設定はトークンセール開始直前に、直近３ヵ月間のETHとUSDの平均為替レートに基づいて
行う。

参考：

クラウドセール開始直前における平均為替レートが1 ETH = 300 USDの場合、
Tap = 0.001929 ETH/secとなる

ノート： プロジェクト開始時に、初期費用などの支払い用途に 2million USD相当の
ETHの一時金をリリースする
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A. トークンおよびトークンセールについて

ⅵ. 上場
OVOはできる限り多くの取引所へ上場させる方針である。なお2018年8月30日時点で３カ所の
取引所の上場が決定している。

VHCEx:

https://vhcex.com/

BBEX:

https://www.bluebelt.asia/exchange/

BitOnBay: https://www.bitonbay.com/

ⅶ. トークンの流通量設計
OVOは、以下の４つの仕組みによって流通量が増えにくい設計となっている。

１）ハードロックアップ
OVOの発行総量2億枚の中のチーム協力者への配布分1,100万枚は6ヵ月間、さらに１,100
万枚は1年間、また、クローズドセール販売枚数が6,000万枚に到達した場合には50％に相当
する3,000万枚は６ヵ月、合計5,200万枚は売却できないようにハードロックアップをつける。

２）ソフトロックアップ
マーケティング利用分1,200万枚は６ヵ月OVOを保持した人を対象に１０％
（対保有量）のボー
ナスを付与する。また1,400万枚は１年間保持した人を対象に１０％
（対保有量）
のボーナスを付
与する。この無料配布用のOVOは付与するまでの期間はロックアップされることとなる。
また、同時に、６ヵ月間、1年間OVOを保有しているOVOホルダーに対して無料付与を行うこ
とによって、OVOホルダーの保持率は高まる。
対象期間は
2018年12月1日 0:00 〜 2019年6月1日 23:59 (6ヵ月 10%)
2018年12月1日 0:00 〜 2019年12月1日 23:59 (12ヵ月 10%)
この期間に一度もtransferされていないOVO残高に対し、それぞれ10%ずつ付与される。
ただし、DAICO投票コントラクトへのtransfer(投票する)は除外する。
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A. トークンおよびトークンセールについて

３）DAICOVOでロックされるOVO
ICOVOのプラットフォーム上にリストされる起案プロジェクトに資金調達の通貨としてETHに加
えてOVOも使って頂く。
調達した資金は、いずれもDAICOVOによって管理され、予め設計されたTap
（１秒間に取り
出せる資金量）
によって取り出せるが、取り出せる通貨の順番は決まっている。ETHが先に取り
出せる仕組みとなっており、OVOはETHが全て取り出された後に出てくる設計となっている。
このため、調達されたOVOはDAICOVOによってロックアップされETHが全てとり出されるま
で市場で売却されなくなる。

例 え ば、 起 案 者 が 15 Million USDを 調 達 し、70 ％ の 11.5 Million USD は ETH、4.5
Milloin USDがOVOとなり、その資金を１０ヵ月間で全て取り出す設計にした場合、毎月1.5
Million USDを取り出すことになるので、最初の７ヵ月間は、EHTが取り出され最後の３ヵ月間
にOVOが取り出されることとなる。
これによって、OVOは７ヵ月間ロックアップされる。

←

７

ヵ

月

間 OVO が

ロ

ッ

ク

さ

れ

る

→

１ヵ月目

２ヵ月目

３ヵ月目

4 ヵ月目

5 ヵ月目

6 ヵ月目

7 ヵ月目

8 ヵ月目

9 ヵ月目

10 ヵ月目

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

OVO

OVO

OVO

OVO流通量シミュレーション
ICOVOにリストされる起案プロジェクト数に比例して、それぞれのプロジェクトの資金調達に
OVOが使われるため、DAICOVOによってロックされるOVOが増加する。
また、ICOVOは調達時の時価総額が小さいため、DAICOVOによるOVOのロックによって
OVOの流通量は大きな影響を受ける。
以下はUSDに対してOVOの価格が上がらず、常に固定価格でかつ、ICOVOが2019年1月
から毎月2件のICOプロジェクト案件を獲得するなどといった仮定条件
（次項グラフ内注記参照）
におけるシミュレーション結果である。DAICOVOによってOVOがロックされ、2019年5月
に理論上OVOの流通量はマイナスとなる。
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A. トークンおよびトークンセールについて

OVOの流通量（毎月2件獲得した場合）
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
〈ICOVOのトークンセールに関する仮定条件〉

4,000
2,000
0
-2,000
-4,000

ICOVOのトークンセールで30 Million USDを調達
ICOVOのトークンセール終了時点での発行枚数は12,200万枚
ICOVOの価値は 1 OVO=0.25 USDで変動しない
〈ICOVO上の起案プロジェクトのトークセンセールに関する仮定条件〉
1月から毎月2件ICOプロジェクトがICOVO上で実施
平均調達額は15 Million USD
調達した15 Millon USDの引き出し期間は１０ヵ月
ETHとUSDは固定レート
4.5 Million USDの調達に必要となるOVO枚数は1,800万枚
起案者がOVOを引き出せるのは、８ヵ月目、９ヵ月目、１０ヵ月目
OVOは７ヵ月ロックされる
OVOを引き出せる枚数は１ヵ月600万枚
USD 建ての調達目標額に対してOVOの調達は30%、ETHの調達は70%
OVOでの調達は4.5 Million USD、ETHでの調達額は10.5 Million USD

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

OVOの
総発行量
（A)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

OVOの
ロック合
計
（B)

7,800

7,800

7,800

7,800

11,400

15,000

14,400

18,000

21,600

OVOの
流通量
合計
（A-B）

12,200

12,200

12,200

12,200

8,600

5,000

5,600

2,000

-1,600

４）必要量しか発行(mint)しない
トークンセールで売れ残った分のトークンは発行されない。
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B. 調達資金の管理 (DAICO)
ⅰ. プロジェクト資金の引き出し
必要に応じて、ICOVOチーム、又は投資家
（トークン保有者）
は、Tapの引き上げを発議し決議に
かけることができる。具体的にはICOVO Appを用いて、以下のような手順で実施することとなる。

発議： ICO起案者、又は投資家がICOVO AppからTap引き上げを発議、または、別のウォレッ
トからコントラクトアドレスに直接トランザクションすることによっても発議することがで
きる

費用：

1 ETH

投票： トークン保有者は発議に対して賛成か反対かをICOVO Appを通じて選択し、投票用
アドレスに一時的にトークンを預け入れる
（一度預入すると投票期間中は取り出せない）
また、別のウォレットからもコントラクトアドレスに直接トランザクションすることによっ
ても投票することができる。

期間：

14日間

投票の比重：

トークン枚数に比例

開票・結果確定：

投票期間が終了し、投票結果が開示される

可決の基準：

賛成票 ー 反対票 ー 無投票 ／ 6 > 0

トークンの返却：

投開票が終わった段階で、預け入れていたトークンは元のアドレスに自
動的に返金される

なお一度引き上げたTapを引き下げることはできない。またTap引き上げの発議は、一度発議が
なされると投票期間中、他の発議はできなくなる。
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ⅱ. 調達した資金の返金
プロジェクトが期待通り進んでいない場合や、明らかに頓挫している場合、投資家は「調達した資
金の残資金の返金」の発議をすることができる。

基本的には前述のTapの引き上げの発議を同じようなプロセスで行われるが、仮に可決をされた場
合は、以下の手続きで残資金の返還が行われる

残資金凍結：

可 決 後 直 ちに3 0 日 分 の 資 金をリリースして T a p が 閉じる。 即 時
返金開始。

残資金返却：

投資家は持っているトークンを指定のアドレスに送付することで投資資
金の返却を受けることができる。返却額は以下の式で算出される。

返 却 額 ＝ 残 資 金 ×（ 保 有しているトークン数 ／ トークン総 発 行 枚 数 ）

なお、Tap引き上げの発議、調達資金の返金の発議は、同時にはできない。一方の発議がなされ
ている告知期間・投票期間中、は他の発議はできないが、発議の予約はできる。
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C. リファラープログラムとエアドロッププログラム

C. リファラープログラムと
エアドロッププログラム
ICOVOのトークンセールのマーケティング活動の施策として、以下を実施する。プログラムの詳
細および参加方法は、ICOVOのWebサイトからダッシュボードにログインして確認いただきたい。

ⅰ. リファラープログラム
【概要】
ICOVOのリファラープログラムは特別な知識や技術は不要。 誰でも簡単に参加することできる。
ICOVOのプロジェクトに共感して高く評価していただき、ICOVOのICOのWebプロモーション
を支援して頂いた方を対象にして、ICOVOのトークンであるOVOトークンを無料で提供する。プ
ログラム参加の方法は、ICOVOが個別に発行するリファラルリンクを、知人や勧誘したい投資家
に対して配布したり、ご自身のTwitter、Facebook、Telegram、ブログ、Bitcointalkなどで
ICOVOの紹介をしていただき、紹介文の中にそのリンクを貼っていただくだけ。

固有のリファラルリンクがクリックされたら、1クリックあたり0.1 OVOを無料で付与、さらに、
ICO投資家が固有のリファラルリンクを経由してサインアップをし、ICOVOのトークンセールに参
加してOVOトークンを購入した場合には、購入されたOVOトークン枚数の10%のOVOトークン
を紹介者に無料で付与する。

例） あなたのリファラルリンクが2,000クリックされたら 200 OVOがもらえ、さらにあなたのリファラルリ
ンクをクリックしてきた投資家が10 ETHの投資を行なってOVOトークンを40,000枚購入した場合、
40,000枚の10%にあたる4,000 OVOがもらえるので、合計4,200 OVOがもらえる。
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【特徴】
• 固有のリファラルリンクをクリックされたら1クリックで 0.1 OVO
（最高10,000 OVO）
を
• ICO投資家が固有のリファラルリンクを経由して投資があった場合には、その投資額の10%の
OVOトークンを付与
• 提供するOVOにロックアップなし
• OVOの基準価格：1 OVO=0.3 USD

※割引販売があるため平均価格は変わります

• 勧誘対象者は勧誘および購入を禁止されていない国民を対象
• トークンセール終了時に終了
• マーケティング用途のOVO数に達したらプログラム終了
• OVOの提供はトークンセール終了後１ヵ月以内

14

ICOVO

| Whitepaper |

#tokensale | ver. 2.0.1 | 2018/09/23

Whitepaper
W
Wh
hit
hi
ite
tepape
per
er

#tokensale

C. リファラープログラムとエアドロッププログラム

ⅱ. エアドロッププログラム
【概要】
ICOVOのメール登録、ICOVOのTelegram Groupへの参加など、ICOVOが指定するエアドロッ
プ対象アクションをした人に対してOVOを無料で提供する。
下記の簡単なアクションでそれぞれ4 OVOを提供：

• ICOVOのメール登録
• ICOVO Telegram Groupと ICOVO Telegram Channelに参加
• ICOVO Twitterフォロー
• ICOVO Facebookページでいいねとフォロー
• ICOVO Appをダウンロードしてアドレス設定
• その他

【特徴】
• ワンアクションで 4 OVOを提供
• プログラム参加資格は不問
• トークンセール終了時に終了
• OVOの基準価格：1 OVO=0.3 USD

※割引販売があるため平均価格は変わります

• 提供するOVOにロックアップなし
• マーケティング用途のOVO数に達したらプログラム終了
• 提供はトークンセール終了後１ヵ月以内
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D. Legal Considerations
Before acquiring OVO-Tokens please read also the Whitepaper (Service Version) as well as the OVO
Token Sale Terms and Conditions carefully.

This Whitepaper (Token Sale Version) is a draft and the information set out herein is of a
preliminary nature. Consequently, ICOVO AG does not assume any responsibility that the information
set out herein is final and/or correct and disclaims, to the fullest extent permitted by applicable
law, any and all liability whether arising in tort, contract or otherwise in respect of the mentioned
Whitepapers.

Potential investors should note that the finalization of this Whitepaper (Token Sale Version)is subject
to ongoing legal and regulatory considerations and may, therefore, be subject to material changes.
In particular, ICOVO AG has filed an enquiry to FINMA for the issuance of a no-action letter which has
not been answered yet. ICOVO AG reserves the right to change the structure of the ICO or the ICOVOPlatform for any reason at its sole discretion.

i. General Information
The OVO-Token does not give any rights to dividends or interests. The sale of OVO-Tokens is final and
non-refundable. OVO-Tokens are not shares and do not give any right to participate to the general
meeting of ICOVO AG.

Anyone purchasing OVO-Tokens expressly acknowledges and represents that she/he has carefully
reviewed this Whitepaper (Token Sale Version), the Whitepaper (Service Version) as well as the OVO
Token Sale Terms and Conditions and fully understands the risks, costs and benefits associated with
the purchase of OVO-Tokens.
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ii. Risks
Purchasing OVO-Tokens and storing them involves various risks, in particular the risk that the
ICOVOPlatform may not be implemented and maintained as envisaged. Therefore, and prior to
purchasing OVOTokens, any potential investor should carefully consider the risks, costs and benefits
of purchasing OVOTokens and, if necessary, obtain independent advice in this regard. Any interested
person who is not in the position to accept or to understand the risks associated with the ICO or any
other risks as indicated in the OVO Token Sale Terms and Conditions should not purchase OVO-Tokens.

Risks associated with the blockchain: The Smart Contract, the underlying software application and
software platform is still in an early development stage and unproven. There is no warranty that the
process for creating OVO-Tokens and/or the Ethereum blockchain will be uninterrupted or error-free.
There is an inherent risk that the software could contain weaknesses, vulnerabilities or bugs causing,
inter alia, the complete loss of ETH, other (financial) support of the Project and/or OVO-Tokens. The
Smart Contract and/or underlying protocols and/or any other software involved may either delay
and/or not execute a contribution due to the overall contribution volume, mining attacks and/or
similar events.

Risks associated with a loss of private key: OVO-Tokens can only be accessed by using an Ethereum
compatible wallet with a combination of the account information (address) and private key or
password. If the private key or password gets lost or stolen, the OVO-Token associated with one's
account (address) will be unrecoverable and will be permanently lost.

Further risks are described in Annex A of the OVO Token Sale Terms and Conditions. You acknowledge
and agree that there are risks associated with purchasing OVO-Tokens, holding OVO-Tokens, and
using OVO-Tokens, as disclosed and explained here and in Annex A of the OVO Token Sale Terms and
Conditions. By purchasing OVO-Tokens, you expressly acknowledge and assume these risks. If you
have any questions regarding these risks, please contact us at contact@icovo.co.

iii. Important Disclaimer
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Neither this Whitepaper (Token Sale Version), the Whitepaper (Service Version) as well as the OVO Token
Sale Terms and Conditions nor anything contained therein shall form the basis of or be relied on in
connection with or act as an inducement to enter into any contract or commitment whatsoever and
shall not be considered as an invitation to enter into an investment. Those documents do not constitute
or relate in any way nor should they be considered as an offering of securities in any jurisdiction. This
Whitepaper (Token Sale Version), the Whitepaper (Service Version) as well as the OVO Token Sale Terms
and Conditions do not include or contain any information or indication that might be considered as a
recommendation or that might be used as a basis for any investment decision. OVO-Tokens are just
payment/utility tokens which can be used on the ICOVO-Platform and are not intended to be used as an
investment.

OVO-Tokens shall therefore not be purchased for speculative or investment purposes. The potential
purchaser of OVO-Tokens is aware that national securities laws, which ensure that potential investors
are sold investments that include all the proper disclosures and are subject to regulatory scrutiny for the
investors' protection, are not applicable.

Regulatory authorities are carefully scrutinizing businesses and operations associated to blockchain and
cryptocurrencies in the world. In that respect, regulatory measures, investigations or actions may impact
ICOVO AGs business and even limit or prevent it from maintaining its operations in the future. Any person
undertaking to purchase OVO-Tokens must be aware that the initial business model, this Whitepaper
(Token Sale Version), the Whitepaper (Service Version) as well as the OVO Token Sale Terms and
Conditions may change or need to be modiﬁed because of new regulatory and compliance requirements
from any applicable laws in any jurisdictions. In such a case, purchasers and anyone undertaking to
acquire OVO-Tokens acknowledge and understand that neither ICOVO AG nor any of its afﬁliates shall be
held liable for any direct or indirect loss or damage caused by such changes.

This Whitepaper (Token Sale Version), the Whitepaper (Service Version) as well as the OVO Token Sale
Terms and Conditions or any other materials provided by ICOVO AG are not a prospectus within the
meaning of articles 1156 and 652a of the Swiss Code of Obligations or a prospectus under any other
applicable laws.

The Tokens-OVO are not offered to minors or to any citizens or persons from a jurisdiction in which
it is impermissible or restricted to offer, distribute, purchase, sell, or retain cryptographic tokens. By
purchasing Tokens, you warrant that you are neither a minor or a citizen or person from a jurisdiction in
which it is impermissible or restricted to offer, distribute, purchase, sell, or retain cryptographic tokens.
You acknowledge that any purchase of Tokens by minors or citizens or persons from a jurisdiction in
which it is impermissible or restricted to offer, distribute, purchase, sell, or retain cryptographic tokens
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under these Terms will be rendered null and void.

These Terms shall not be sent and or addressed wholly or in part, directly or indirectly, to any minors
or citizens or persons in any jurisdiction in which it is impermissible or restricted to offer, distribute,
purchase, sell, or retain cryptographic tokens.

iv. Tax Implications
Potential investors are solely responsible for determining what, if any, taxes apply to the purchase
of OVOTokens, including, for example, sales, use, value added, and similar taxes. It is also their sole
responsibility to withhold, collect, report and remit the correct taxes to the appropriate tax authorities.
Potential investors are urged to consult their own tax advisors as to the tax consequences of acquiring,
owning and disposing of OVO-Tokens.

v. Governing Law and Arbitration
This Whitepaper (Token Sale Version) and the acquisition and loss of rights related to and interest in the
OVO-Tokens will be governed by and construed and enforced in accordance with the laws of Switzerland,
without regard to conﬂict of law rules or principles (whether of Switzerland or any other jurisdiction) that
would cause the application of the laws of any other jurisdiction, irrespective of whether the OVO-Tokens
qualify as right or property under the applicable laws.

Any dispute, controversy or claim arising out of, or in relation to this Whitepaper (Token Sale Version)
and the acquisition and loss of rights related to and interest in the OVO-Tokens, including the validity,
invalidity, breach, or termination thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss
Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution in force on the date on
which the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules. The seat of the arbitration
shall be Zurich, Switzerland. The arbitral proceedings shall be conducted in English.
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