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[別紙1] 翻訳サンプル

■多言語オプション

■契約書・法務モデルオプション

原文 COTOHA® Translator
「多言語オプション」

人手翻訳

タイ語
 日本語
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保存先アルバムの下に自動的に作成される日
付ベースのサブアルバムに写真をダウンロー
ドする場合は、このオプションをオンにしま
す。

行き先アルバムに自動的に作成されるファイル
日付に基づくサブアルバムに写真をダウンロー
ドする場合は、このオプションを有効にしてく
ださい。

ドイツ語
 日本語

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns 
ausführlichere Informationen über Ihre 
Produkte zusenden könnten.

貴社の製品についてもっと詳しい情報をお送
りいただければ幸いです。

貴社の製品について詳しい情報をお送りいただ
ければ、大変うれしく思います。

原文 COTOHA® Translator
（通常モデル）

COTOHA® Translator
「契約書・法務モデルオプション」

人手翻訳

例1 Amendment to clarify that consent 
from the Lenders is not required in 
order to modify the Organizational 
Documents of the Borrower in 
connection with the change of the 
notice address of the Borrower or 
to effectuate the Pattern Transfer.

借入者の通知先住所の変更に関連し
て借入者の組織文書を修正したり、
パターン移転を実施するためには、
借入者の同意は必要ないことを明確
にするための修正。

借入人の通知先住所の変更に関連し
て借入人の組織文書を変更し、又は
パターン移転を実施するために、貸
出人の同意を要しないことを明確化
するための変更。

借入人の通知先住所の変更に伴って
又はパターン譲渡を実施するために
借入人の組織関連書類を変更するの
に、貸付人からの同意を要しないこ
とを明確にするための変更。

例2 (b) Subject to the payment by a 
Subscriber of the Aggregate Issue 
Price referable to that Subscriber as 
provided in Section 1.2(a) above, 
the Company shall issue the New 
Shares to that Subscriber on the 
day (the “Issue Date”) immediately 
following the Payment Date. On the 
Issue Date, the Company shall 
register the relevant Subscriber as 
the holders of the New Shares 
referable to that Subscriber in the 
Company’s register of shareholders.

(b) 上記第1.2条 (a) に定める加入
者の発行総額の加入者による支払を
条件として、会社は、支払日の翌日
(「発行日」)に当該加入者に対して
新株を発行するものとする。発行日
には、当社は、当該新株予約権者を
当該新株予約権者に係る新株予約権
者として当社株主名簿に登録するも
のとします。

( b )   各引受人が上記第1.2条(a)
の規定に従い当該引受人に係る発行
総額を払い込むことを条件に、発行
会社は、払込日の翌日(「発行日」)
に、当該引受人に対して本件新株を
発行するものとする。発行会社は、
発行日に、当該引受人を当該引受人
に係る本件新株の株主として発行会
社の株主名簿に登録するものとする。

(b) 各引受人が上記第1.2条(a)項の
規定に従い当該引受人に係る発行総
額を払い込むことを条件に、発行会
社は、払込日の翌日（以下、「発行
日」という）に、当該引受人に対し
て本件新株を発行するものとする。
発行会社は、発行日に、当該引受人
を当該引受人に係る本件新株の株主
として発行会社の株主名簿に登録す
るものとする。
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[別紙2] COTOHA® Translator提供メニューの詳細

ベーシックプラン ビジネスプラン エンタープライズプラン

適している用途

中小規模
お試し利用
コスト重視
＜次のようなお客さまにおすすめです＞
• 翻訳業務が少なく、翻訳するのは特定の人のみ

大規模
安定性重視
拡張性重視

＜次のようなお客さまにおすすめです＞
• 多くの社員が翻訳作業を行える状態にしたい
• 翻訳量が多い、翻訳頻度が高い
• VPN、SSOなどの社内システム連携拡張

大規模
安定性重視
拡張性重視
さらに高いレベルのセキュリティ
＜次のようなお客さまにおすすめです＞
• 多くの社員が翻訳作業を行える状態にしたい
• 翻訳量が多い、翻訳頻度が高い
• 機密性の高い文書を取り扱う
• VPN、SSOなどの社内システム連携拡張

主な
仕様

対応言語
基本 日本語  英語、日本語  中国語(簡体字)
オプション 基本(2言語2組)に加え、11言語23組の言語ペア (有償オプション 40,000円/月から)

分野特化モデル 契約書・法務モデル (有償オプション 16,000円/月から)
お客様専用モデル学習 不可 可能 (有償オプション) 可能 (有償オプション)
独自サブドメイン 不可 不可 可能

料金 80,000円/月(10ID)から 1,150,000円/月から 個別見積り

セキュリ
ティ

IPアドレス認証 対応 対応 対応
IPS/IDS 対応 対応 対応
ウイルスチェック 対応 対応 対応
翻訳ログ 保存しない 保存しない 保存しない
暗号化 全データ暗号化 全データ暗号化 全データ暗号化
翻訳ファイル自動削除 対応 (10日後固定) 対応 (削除までの期間を最短1日から指定可能) 対応 (削除までの期間を最短1日から指定可能)
VPN接続 不可 可能（有償オプション） 可能（有償オプション）
SAML認証 不可 可能（初期費用有償オプション） 可能（初期費用有償オプション）

サービス提供
イメージ 共有インフラ(ネットワーク・データベースなど)

翻訳エンジン
(すべてのお客さまで共有)

E社個別翻訳
モデル学習
＊オプション

翻訳エンジン
(D社専用)

翻訳エンジン
(E社専用)

A社 B社 C社 D社 E社

+

インターネット

F社個別翻訳
モデル学習
＊オプション

翻訳エンジン
(F社専用)

F社

+

専有インフラ

インターネット または VPN インターネット または VPN

専
用
ク
ラ
ウ
ド
環
境

お客さま

2019年10月1日
提供開始

価格は税抜
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