
プレゼン Sotaクラウドについて 
1. プレゼン Sota クラウドはプレゼン Sota にて利用可能な以下のサービスを提供します。 

(ア) 音声合成機能 
2. プレゼン Sota クラウドで利用可能な機能は、今後追加されることがあります。 
3. プレゼン Sota クラウドを利用する場合、プレゼン Sota 利用規約に同意している必要

があります。 
 
プレゼン Sotaクラウドの利用範囲 
1. 弊社よりプレゼン Sota をご購入いただき、別紙プレゼン Sota 利用規約に同意いただ

いた方のみ、プレゼン Sota クラウドを利用できます。 
2. プレゼン Sota クラウドはプレゼン Sota の本体からのみ利用できます。 
3. プレゼン Sota 所有者によるプレゼン Sota クラウドの利用のためには、プレゼン Sota

所有者が、プレゼン Sota 購入時に本規約に同意する必要があります。 
4. プレゼン Sota 所有者が、プレゼン Sota 利用者に対してプレゼン Sota クラウドの機能

を提供する場合、プレゼン Sota 所有者の責任において、プレゼン Sota 利用者にも、

別紙プレゼン Sota 利用規約の第 10 条に関して同意を取る義務があります。 
5. プレゼン Sota クラウドは利用者の利用状況により、接続回数に制限を実施する場合が

あります。接続回数の制限を実施した場合の、制限回数は非公開とします。 
 
プレゼン Sotaクラウドの適用 
1. プレゼン Sota クラウドをプレゼン Sota で利用するには、プレゼン Sota クラウドを利

用する権利（以降、ライセンス）をプレゼン Sota に適用する必要があります。 
2. プレゼン Sota に一度適用したライセンスは、他のプレゼン Sota に再度適用すること、

他のプレゼン Sota に権利を移譲することはできません。 
3. プレゼン Sota 購入時は、後述の「プレゼン Sota クラウド 基本プラン」を適用した状

態で出荷します(お届け後 1 年間、プレゼン Sota クラウドを利用できます)。 
4. プレゼン Sota 継続利用時は、後述の「プレゼン Sota クラウド継続利用利用プラン」

をご購入頂き、弊社にてプランの適用手続きを行います。なお、適用手続きには弊社の

営業日ベースで最大 2 営業日ほど要します。 
 
プレゼン Sotaクラウドの利用料 
1. 利用料および支払い方法はご購入手続き時に別途提示する通りとします。 
2. プレゼン Sota クラウドの種類 2(ア)④の場合を除き、プレゼン Sota クラウドの途中解

約・返金はできません。 
 



プレゼン Sotaクラウドの種類 
1. プレゼン Sota クラウド基本プラン 

プレゼン Sota でプレゼン Sota クラウドを利用できる基本プランです。 
(ア) 提供期間 

① ライセンスを適用されていないプレゼン Sota にライセンスを適用した場合、

適用日から 1 年間プレゼン Sota クラウドを利用できます。 
② ライセンスをすでに適用されているプレゼン Sotaに新たなライセンスを適用

する場合、すでに持つライセンスの利用期間満了日の翌日から 1 年間プレゼ

ン Sota クラウドを利用できます。 
(イ) お支払方法 

① 銀行振込またはクレジットカード決済により、年間利用料を前払頂きます。 
 
2. プレゼン Sota クラウド継続利用プラン 

プレゼン Sota でプレゼン Sota クラウドを 1 年利用後、引き続き継続して利用する場

合に選択頂けるプランです。 
(ア) 提供期間 

① プレゼン Sota クラウド継続利用プランのご購入申し込みをいただき、弊社が

承諾し手続きが完了した日(適用中のライセンスがある場合、利用期間満了日

の翌日)より、利用停止の申し出があった月の月末まで。 
② 当初、プレゼン Sota を購入しプレゼン Sota クラウド基本プランを 1 年利用

した後、ご利用頂けます。 
③ プレゼン Sota クラウド継続利用プランの最低利用期間は 13 ヶ月です(ご利用

を開始された月の月額利用料は無料です)。 
④ 利用終了月の月末 2 週間前までにお申し出頂くことで、利用を終了させるこ

とが出来ます。 
⑤ 最低利用期間の途中で解約された場合は、残月数分の月額利用料を一括でお

支払いいただきます。 
(イ) お支払方法 

① オンラインストアでプレゼン Sota クラウド継続利用プランを申込頂き、毎月

利用月の 1 日にクレジットカード決済によりお支払い頂きます。 
② 利用者による利用停止手続きがされない限り、毎月自動的に課金されます。 
③ 本サービスは、請求・収納代行業務を行うルミーズ株式会社（長野県小諸市

本町 3-2-25）が提供する自動更新の定期購読型課金の機能を利用しており

ます。月額クラウド料は、上記課金機能での決済手段および支払方法により、

請求・代行収納されるものとし（以下、これらの請求・収納代行・課金を行う

会社を総称して「決済サービス事業者」といいます。）、利用者はこれを承諾



するものとします。 
④ 利用者は、利用者が決済サービス事業者との間で別途契約する条件に従い、当

該決済サービス事業者に対し月額クラウド料の支払を行うものとします。利

用者が決済サービス事業者との契約条件を遵守しない場合は、本サービスの

利用を停止する場合があります。 
⑤ 決済サービス事業者が月額情報料の収納代行を行う場合において、利用者が

支払期日を経過しても月額情報料を支払わなかったときは、当該決済サービ

ス事業者は当社に対し、利用者の氏名、未払い情報などを通知します。この場

合、当社が通知を受けた情報をもとに、直接利用者に月額情報料を請求する場

合があります。 
⑥ 利用者は、月額情報料の支払に関連して決済サービス事業者との間で生じた

紛争を、自己の責任と費用において解決するものとし、当社に何等の迷惑をか

けず、かつ損害を与えないものとします。また、当社は、かかる紛争に起因し

て有料会員に生じる損害につき、一切の責任を負わないものとします。 
⑦ 利用者と決済サービス事業者との間の紛争に起因して当社が損害を被った場

合、当該利用者は、かかる損害を当社の求めに応じて賠償するものとします。 
 

3. プレゼン Sota クラウド追加チャージ 
プレゼン Sota への適用日から、その月の月末まで一定期間一時的にプレゼン Sota

クラウドの利用制限を緩和するプランです。プレゼン Sota クラウド基本プランまたは

プレゼン Sota クラウド継続利用プランが適用されているプレゼン Sota でのみご利用

できます。ある期間、重点的にプレゼン Sota クラウドを利用したい場合にご使用くだ

さい。 
(ア) 提供期間 

① プレゼン Sota にライセンスを適用した日から、利用権を適用した月の月末日

までプレゼン Sota クラウドを利用できます。 
(イ) お支払方法 

① 銀行振込またはクレジットカード決済により、利用料を前払頂きます。 
 
仕様および規約の変更、承認 
1. 弊社は、プレゼン Sota の仕様、本規約、保守サービス、プレゼン Sota クラウドの内

容を、利用者に通知することなく変更することがあります。この場合には、保守サービ

ス、プレゼン Sota クラウド及びその他の提供条件は、変更後の本規約によります。な

お、変更により利用者が被った損害につき、弊社は賠償する責任は一切負わないものと

します。 
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