EXECUTIVE SUMMARY: COMPANY OF FIRSTS
エグゼクティブサマリー：カンパニーオブファースト

First to create the legal ‘CBD hemp oil’ industry – didn’t exist before we created it.
最初に合法的な「CBD麻油」産業を創設する - 創設前には存在しなかった。
First publicly traded cannabis company in the U.S. - Medical Marijuana Inc., Kannaway’s
parent company.
米国で最初に上場された大麻会社 - Medical Marijuana Inc. - Kannawayの親会社。
First and only cannabis company to receive licensing rights to the U.S. Patent #6,630,507 - a
patent on non-psychoactive cannabinoids as a treatment for specific illnesses.
米国特許第6,630,507号（特定の病気の治療薬としての非精神活性カンナビノイドに
関する特許）の使用許諾権を取得した最初で唯一の大麻会社。
First CBD research & development company, through sister companies Axim Biotech &
Kannalife Sciences, to bring highest quality and innovative CBD products to global market.
姉妹会社であるAxim Biotech＆Kannalife Sciencesを通じた最初のCBD研究開発会社で、
最高品質と革新的なCBD製品を世界市場に送り出します。
First to create independent triple lab testing so that quality is documented with lab results what’s on the label is guaranteed to be in the bottle.
品質がラボの結果とともに文書化されるように、最初に独立したトリプルラボテス
トを作成します。
First to bring non-psychoactive CBD from hemp to the U.S. that is federally legal and
available with no prescription.

最初に非精神活性CBDを麻から米国に持ち込みます。これは連邦政府により合法で
あり、処方箋なしで入手可能です。
First to legally distribute HEMP & CBD products throughout the U.S.
最初に合衆国全体に合法的にHEMPとCBD製品を配布します。
First to create largest global distribution pipeline of CBD rich hemp oil.
CBDに富んだ大麻油の世界最大規模の流通パイプラインを最初に作成しました。
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First to distribute HEMP & CBD products globally – including U.S., Brazil, Mexico, Paraguay,
U.K., and most European countries. Japan will prelaunch in May 2019 and officially open
before October 2019.
米国、ブラジル、メキシコ、パラグアイ、イギリス、そしてヨーロッパのほとんど
の国々で、HEMPとCBD製品を世界的に最初に販売しました。日本は2019年5月に発
売され、2019年10月までに正式にオープンします。
First and only company to have documented clinical trials on one of its products, Pure
Gold.
その製品の1つであるKannaway Pure Goldに関する臨床試験を文書化した最初で唯一
の会社。
First and only CBD product, Kannaway’s Pure Gold, to be included in the 2019 edition of the
U.S. Prescribers’ Digital Reference (PDR) – an important reference resource for physicians.
2019年版米国のPrescribersのDigital Reference（PDR）に含まれる、最初で唯一のCBD
製品、KannawayのPure Gold - 医師にとって重要な参考資料
First cannabis-based CBD product, Kannaway’s Pure CBD, that would qualify as acceptable
under World Anti-Doping Standards (WADA).
世界のアンチドーピング規格（WADA）の下で許容できると認定される、最初の大麻
ベースのCBD製品、KannawayのPure CBD。

First and only cannabis company to speak at the World Health Organization and United
Nations Summit in Geneva Switzerland.
スイスのジュネーブで開催された世界保健機関（WHO）と国連サミットで初の唯一
の大麻企業。

First HEMP & CBD company to have its award-winning products featured on Forbes, The
Wall Street Journal, USA Today, The Doctors, ABC, CBS, NBC, and Direct Selling News.
受賞歴のある製品をフォーブス、ウォールストリートジャーナル、USAトゥデイ、
ドクターズ、ABC、CBS、NBC、およびダイレクトセリングニュースに掲載した最初
のHEMP＆CBD企業。
First direct selling company in cannabis; and first to award stock to its distributors.
Kannaway Brand Ambassador distributors can earn up to 4.4 million shares of MJNA stock.
大麻で最初の直接販売会社。そして最初にその配給業者に株式を授与する。
Kannaway Brand Ambassadorの販売代理店は、最大440万株のMJNA株を獲得できます。
First direct selling company offering a minimum income guarantee for its distributors.
代理店に最低収入保証を提供する最初の直接販売会社。
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Received Certification Seal from the U.S. Hemp Authority for safety and purity.
安全性と純度のために米国麻薬局から認証シールを受けました。
Played a major role in changing federal laws in three other countries.
安全性と純度のために米国麻薬局から認証シールを受けました。
Professional & Olympic athletes in most major sports using Kannaway products.
カンナウェイ製品を使用している大部分の主要スポーツのプロおよびオリン
ピック選手。
Largest producer of hemp in the world.
世界最大の麻の生産国。
Only hemp company to offer Master Herbalist Dr. Jenelle Kim’s unique BĬBONG™
Formula available only through exclusive CBD product line from Kannaway.
カンナウェイのCBD製品ラインを通じてのみ入手可能な、マスターハーバリス
トのDr. Jenelle KimのユニークなBĬBong™Formulaを提供するのは、麻の会社だ
けです。
Kannaway only one of two CBD companies out of hundreds tested where product
label data is completely accurate including mg of CBD per serving.
1つのサービングあたりのCBDのmgを含め、製品ラベルデータが完全に正確で
あることをテストされた何百ものテストのうち、Kannawayは2つのCBD企業の
うちの1つだけです。
Kannaway’s quality and quantity of CBD (documented by lab test results) provides the
most competitive pricing per mg, per serving, and per months’ supply.
KannawayのCBDの品質と数量（ラボテストの結果で文書化されています）は、
1mgあたり、1サービングあたり、および1ヶ月あたりの供給あたり最も競争
力のある価格設定を提供します。
Kannaway’s quality and quantity of CBD (documented by lab test results) provides the
most competitive pricing per mg, per serving, and per months’ supply.
KannawayのCBDの品質と数量（ラボテストの結果で文書化されています）は、
1mgあたり、1サービングあたり、および1ヶ月あたりの供給あたり最も競争
力のある価格設定を提供します。

EXECUTIVE SUMMARY: LEADING THE WAY
エグゼクティブサマリー：道をリード

RSHO, Kannaway’s Premium Gold Hemp Oil, is written as a prescription medicine and
covered by insurance in 11 countries for 13 indications (illnesses) because it works.
KannawayのPremium Gold Hemp OilであるRSHOは、処方薬として書かれており、
11の国で13の適応症（病気）に対して保険の対象となっています。
Hemp sourced from northern Europe on generational farms (over 100 years of hemp
farming) with no pesticides, herbicides or chemical fertilizers.
麻は農薬、除草剤または化学肥料を含まない世代別農場（100年以上の大麻栽
培）で北ヨーロッパから供給されていました。

Kannaway uses a Supercritical CO2 extraction process, the safest and most expensive
process to extract CBD oil from hemp, producing highest quality of CBD possible.
カンナウェイは、超臨界CO2抽出プロセスを使用しています。これは、大麻
からCBDオイルを抽出するための最も安全で最も高価なプロセスです。
ECHO Connection (Kannaway’s non-profit sister company) is an independent,
nonprofit, charitable organization connecting special needs families with CBD and
financial aid services; An education & resource portal for the world with published
articles & research links.
ECHO Connection（Kannawayの非営利姉妹会社）は、特別なニーズの家族と
CBDおよび財政援助サービスを結びつける、独立した非営利の慈善団体です。
出版された記事と研究リンクを持つ世界のための教育とリソースのポータル。
Over 117 families worldwide helped by ECHO with $855,000 in donated products
and over 964,000 website visitors educated on cannabinoids and the benefits of CBD
and hemp.
ECHOの支援を受けて世界中で117以上の家族が855,000ドルの寄付製品を提供
し、964,000以上のウェブサイトの訪問者がカンナビノイドとCBDと麻の恩恵
について教育を受けました。
Kannaway's Dr Stuart Titus awarded Best Medical Professional at the 2018 Best of
Cannabis Awards.
カンナウェイのDr. Stuart Titusは、2018年のカンナビス大賞でBest Medical
Professionalを受賞しました。

