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AI翻訳プラットフォームサービス利用規約【現改比較表】 2020年9月14日現在 

～2020年9月13日 2020年9月14日～ 

 

 

料金表第１表 料金表第１表 

 1-1（略） 1-1（略） 

 1-1-1 ベーシックプラン 1-1-1 ベーシックプラン 

メニュー ID数 単位 1年契約の価格 

（税込価格） 

 メニュー ID数 単位 1年契約の価格 

（税込価格） 

 

基本メニュー 10まで 月ごとに 80,000 円 

（88,000円） 

 基本メニュー 10まで 月ごとに 80,000 円 

（88,000円） 

 

 

15まで 月ごとに 102,000 円 

（112,200 円） 

 
 

15まで 月ごとに 102,000 円 

（112,200 円） 

 

 

30まで 月ごとに 192,000 円 

（211,200 円） 

 
 

30まで 月ごとに 192,000 円 

（211,200 円） 

 

 

100まで 月ごとに 560,000 円 

（616,000 円） 

 
 

100まで 月ごとに 560,000 円 

（616,000 円） 

 

 

100 以降 

(5ID毎に) 

月ごとに 28,000 円 

(30,800 円) 

 
 

100 以降 

(5ID毎に) 

月ごとに 28,000 円 

(30,800 円) 

 

多言語オプション 10まで 月ごとに 40,000 円  

（44,000 円） 

 多言語オプション 10まで 月ごとに 40,000 円  

（44,000 円） 
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15まで 月ごとに 51,000 円  

（56,100 円） 

 
 

15まで 月ごとに 51,000 円  

（56,100 円） 

 

 

30まで 月ごとに 96,000 円 

（105,600 円） 

 
 

30まで 月ごとに 96,000 円 

（105,600 円） 

 

 

100まで 月ごとに 280,000 円 

（308,000 円） 

 
 

100まで 月ごとに 280,000 円 

（308,000 円） 

 

 

100 以降 

(5ID毎に) 

月ごとに 14,000 円 

（15,400 円） 

 
 

100 以降 

(5ID毎に) 

月ごとに 14,000 円 

（15,400 円） 

 

契約書・法務モデルオプシ

ョン 

10まで 月ごとに 16,000 円  

（17,600 円） 

 契約書・法務モデルオプショ

ン 

10まで 月ごとに 16,000 円  

（17,600 円） 

 

 15まで 月ごとに 20,400 円 

(22,440 円)  

  15まで 月ごとに 20,400 円 

(22,440 円)  

 

 30まで 月ごとに 38,400 円 

(42,240 円) 

  30まで 月ごとに 38,400 円 

(42,240 円) 

 

 100まで 月ごとに 112,000 円 

(123,200 円) 

  100まで 月ごとに 112,000 円 

(123,200 円) 

 

 100 以降 

(5ID毎に) 

月ごとに 5,600 円 

(6,160 円) 

  100 以降 

(5ID毎に) 

月ごとに 5,600 円 

(6,160 円) 

 

トライアル 10ID １ヶ月間 無償  トライアル 10ID １ヶ月間 無償  
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・トライアル（10ID）を除く各メニューについては組み合わせての提供を行う事ができます。 

 例）10ID と 15 ID を組み合わせた場合 25ID の提供を行う。 

その場合、価格は 80,000円＋102,000円＝182,000円（いずれも税抜価格）と算定しま

す。 

・トライアル（10ID）については、特に当社が認める場合を除き、同一法人につき一度限りの提供

とします。 

・ベーシックプラン契約者が、ビジネスプランに移行する際には、アカウント情報、個別辞書設定内

容、メモリ等の情報を引き継ぐことができます。 

・多言語オプションは、基本メニューの日⇔英翻訳、日⇔中(簡体字)翻訳に加えて 2３言語ペアで

の翻訳を可能とするオプションサービスです（以下、ビジネスプラン、エンタープライズプランにおいても同

じ）。 

・契約書・法務モデルオプションは、契約書や法令等の専門分野に特化した翻訳エンジンを提供す

るオプションサービスです（以下、ビジネスプラン、エンタープライズプランにおいても同じ）。 

・多言語オプション及び契約書・法務モデルオプションはそれぞれ基本メニューでご契約いただいた ID

数を上限として、利用するユーザーID数を選択の上、ご契約いただくことができます。 

・多言語オプション及び契約書・法務モデルオプションのご利用に際しては各オプション毎にそれぞれ

申込が必要となります。 

・多言語オプション及び契約書・法務モデルオプションの最低利用期間は、別紙１「料金表」通則第

4条（最低利用期間）にかかわらず、利用にあたって契約者に通知する当該オプションの利用開始

日の翌暦月 1日までとします。基本メニューの契約期間が多言語オプション、契約書・法務モデルオプ

ションの最低利用期間内に満了する場合は、お申込みいただけません。 

 ・トライアル（10ID）を除く各メニューについては組み合わせての提供を行う事ができます。 

 例）10ID と 15 ID を組み合わせた場合 25ID の提供を行う。 

その場合、価格は 80,000円＋102,000円＝182,000円（いずれも税抜価格）と算定しま

す。 

・トライアル（10ID）については、特に当社が認める場合を除き、同一法人につき一度限りの提供と

します。 

・ベーシックプラン契約者が、ビジネスプランに移行する際には、アカウント情報、個別辞書設定内容、

メモリ等の情報を引き継ぐことができます。 

・多言語オプションは、基本メニューの日⇔英翻訳、日⇔中(簡体字、繁体字)翻訳に加えて 22言

語ペアでの翻訳を可能とするオプションサービスです（以下、ビジネスプラン、エンタープライズプランにおい

ても同じ）。 

・契約書・法務モデルオプションは、契約書や法令等の専門分野に特化した翻訳エンジンを提供する

オプションサービスです（以下、ビジネスプラン、エンタープライズプランにおいても同じ）。 

・多言語オプション及び契約書・法務モデルオプションはそれぞれ基本メニューでご契約いただいた ID

数を上限として、利用するユーザーID数を選択の上、ご契約いただくことができます。 

・多言語オプション及び契約書・法務モデルオプションのご利用に際しては各オプション毎にそれぞれ申

込が必要となります。 

・多言語オプション及び契約書・法務モデルオプションの最低利用期間は、別紙１「料金表」通則第4条

（最低利用期間）にかかわらず、利用にあたって契約者に通知する当該オプションの利用開始日の翌

暦月1日までとします。基本メニューの契約期間が多言語オプション、契約書・法務モデルオプションの最

低利用期間内に満了する場合は、お申込みいただけません。 
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・VPN接続オプションの最低利用期間は、利用にあたって契約者に通知する利用開始日の翌暦月1

日までとなります。ビジネスプラン・エンタープライズプランの契約期間がVPN接続オプションの最低利用

期間内に満了する場合はお申込みいただけません。 

 ・VPN接続オプションの最低利用期間は、利用にあたって契約者に通知する利用開始日の翌暦月1日

までとなります。ビジネスプラン・エンタープライズプランの契約期間がVPN接続オプションの最低利用期間

内に満了する場合はお申込みいただけません。 

 

  

別紙3～別紙６（略） 別紙3～別紙6（略） 

 附 則（令和２年９月１４日 ＡＰＳＡＩ00686411 号） 

（実施期日） 

この規約の適用期日はご契約のプランに応じて異なります。各プラン毎の適用期日は以下のと

おりです。 

適用対象 適用期日  

ベーシックプラン契約者 令和２年９月１４日  

ビジネスプラン契約者 令和２年９月２４日  

エンタープライズプラン契約者 令和２年９月２８日  
 

 

 


