
購入規約 –日本  

Personal Edition Rosetta Stone® Version 4 CD-ROM、Version 4 Download、および

TOTALe Online 製品のご購入については、以下の購入条件が適用されます。  

Version 4 CD-ROM および Version 4 Download 製品購入に適用される購入規約:  

 契約条件 – Rosetta Stone CD-ROM および Version 4 Download 製品は、お

客様のご自宅用コンピュータにインストールし、ご使用いただけます。

Rosetta Stone CD-ROM/ Version 4 Download 製品のライセンス（使用許諾）

は、ご購入日から開始いたします。 Rosetta Stone Version 4 CD-ROM/ 

Version 4 Download 製品の一部の機能は、インターネット接続環境を必要と

する、ある一定期間有効なサブスクリプション・サービスとして提供させてい

ただくものです。これらのオンラインサービス機能をご利用いただく権利は、

明示された期間の満了をもって終了し、別途料金のお支払いにより更新いた

だけます。オンラインサービス機能については、購入日後 6 ヶ月以内にアク

ティベーションを行なっていただく必要があります。期間内にアクティベーショ

ンされない場合、権利が失効してしまいます。オンラインサービス機能は、13

歳未満の児童にはご利用いただけません。CD-ROM/Version 4 Download 製

品をご利用いただくためには、次の URL に記載されている Rosetta Stone エ

ンドユーザーライセンス契約書（「EULA」）およびプライバシーポリシーに同意

いただく必要があります；www.rosettastone.com/global/agreements/.  

 支払条件 -  

o シングルペイメント・オプション – 購入代金を一括でお支払いいただく

場合、お申込みいただいた日（「ご購入日」）を請求日として、購入承

諾ページ（「お申込ページ」）でお選びいただいた支払方法により購入

代金全額を請求させていただきます。 

o イージーペイメント・プラン・オプション（ご利用いただける場合*）– ご

利用 – o イージーペイメント・プラン・オプション（ご利用いただける場

合*）– ご利用いただけるイージーペイメント・プラン・オプションにより

お支払いいただく場合、お支払代金全額を、ご希望の分割支払い回

数で請求させていただきます。第一回のお支払い（送料およびご購入

総代金にかかる税金を加算）については、ご指定いただいたクレジッ

トカードにより、カード会社の規約に基づいてお支払いいただきます。

その後は、分割支払い残回数により毎月、お支払いいただきます。

Rosetta Stone では、分割手数料および利息は一切いただいており

ません。なお、ご利用頂くカード会社の締日と当社の期間計算方法と

http://www.rosettastone.com/global/agreements/


の関係その他事務処理上の都合により、2 回分の請求が 1 度に請求

される場合もございます。締日については、ご利用のカード会社にご

確認ください。 

o * 5-Pay 分割払プラン・オプションは、Level 1-5 set CD-ROM と Version 

4 Download 製品のご購入についてのみご利用いただけます。なおこ

のオプションご利用の際には、有効な請求先住所が必要です。 

o 期限の利益喪失 – 払い期限の到来した月分割支払いを含む、本販

売規約に基づく義務を履行いただけない場合、Rosetta Stone は、す

べての分割支払の即時払いを請求することで、お客様の期限の利益

を喪失させることができることに同意いただきます。Rosetta Stone の

通知の日から 20 日以上経過後もなお、月分割支払いいただけない

場合、Rosetta Stone は、お客様の期限の利益を喪失させることがで

きます。Rosetta Stone が期限の利益を喪失させることとした場合、ご

購入いただいた製品の当初の購入価格の未払い金額全額を一括し

て支払うことに同意いただきます。 

o 不履行後の権利 – 上記規定にしたがって、お客様の支払い義務の期

限の利益が喪失した場合、Rosetta Stone がお客様に購入いただい

た製品のオンラインサービス機能の利用を停止できること、および本

販売規約に基づき支払うべき金額について、法令により認められる

最高利率によって算出される遅延利息の支払いに同意いただきま

す。 

o 税金、追加費用および手数料 – 送料および税金については、お客様

の購入される製品の総価額にしたがって初回分割支払いと併せ請求

させていただきます。 

TOTALe Online 製品購入に適用される購入規約:  

 最低契約期間保証 –Rosetta Stone TOTALe Online 製品の購入にあたっては、

お申込ページで指定される、該当プラン期間（「当初期間」）の契約を保証い

ただきます。お申込ページに特段の定めのない限り、かつ、お客様による支

払いを条件に、お申込ページの購入日から開始する当初の期間中、

TOTALe Online 製品をご利用いただけます。TOTALe Online 製品をご利用

いただくためには、次の URL に記載されている Rosetta Stone エンドユーザ

ーライセンス契約書（「EULA」）およびプライバシーポリシーに同意いただく必

要があります www.rosettastone.com/global/agreements/. 

 自動更新 – Rosetta Stone TOTALe Online を購入いただいた場合、当初の期

間後は、Rosetta Stone TOTALe Online 自動更新サービスがご利用いただ

http://www.rosettastone.com/global/agreements/


けます。自動更新サービスをご利用いただければ、継続して利用いただく際

に便利です。自動更新機能を有効にすることで、当該機能を解除されるまで、

Rosetta Stone が、当初期間の満了と同時に以降、毎月自動的に、課税額と

併せ、お客様の「初回月請求額」（以下に定義する）と同額の月払金額を、お

客様のクレジットカード口座に請求することを承認いただきます。お客様の初

回月請求額は、当初期間に対する購入金額総額（プロモーションまたは割引

を除いた、その当時有効な Rosetta Stone 希望小売価格）を、当初期間の月

数で除した金額と同額とします。自動更新機能を解除されたい場合、カスタ

マーサービス（http://support.rosettastone.com）までご連絡ください*。自動

更新をキャンセルされる場合は、当月請求対象期間最終日の 3 営業日前ま

でにご連絡いただくと、翌月からは料金が発生いたしません。なお、自動更

新は割引の対象外となります。 

* 月額自動更新サービスの解約の場合、解約された時期にかかわらず当月

1 ヶ月分の料金がかかります。 

 返品 – Rosetta Stone TOTALe Online 製品は、購入日より 8 日以内に返品い

ただければ、購入金額全額を返金させていただきます。返品送料についは

お客様でご負担ください。その後の返品については、5 万円またはご購入い

ただいたプランのサブスクリプション期間残価額の 20%の、いずれか少ない

金額をお支払いいただきます。TOTALe Online 返品ポリシーの詳細について

は、http://www.rosettastone.com/global/return をご覧ください。 

 支払条件 

o シングルペイメント・オプション - 購入代金を一括でお支払いいただく

場合、ご購入日を請求日として、お申込ページでお選びいただいた支

払方法により、購入代金全額を請求させていただきます。 

o イージーペイメント・プラン・オプション（ご利用いただける場合*）– - ご

利用いただけるイージーペイメント・プラン・オプションによりお支払い

いただく場合、お支払代金全額を、ご希望の分割支払い回数で請求

させていただきます。第一回のお支払い（送料およびご購入総代金

にかかる税金を加算）については、ご指定いただいたクレジットカード

により、カード会社の規約に基づいてお支払いいただきます。その後

は、分割支払い残回数により毎月、お支払いいただきます。Rosetta 

Stone では、分割手数料および利息はいただきません。なお、ご利用

頂くカード会社の締日と当社の期間計算方法との関係その他事務処

理上の都合により、2 回分の請求が 1 度に請求される場合もございま

す。締日については、ご利用のカード会社にご確認ください。  

http://support.rosettastone.com/
http://www.rosettastone.com/global/return


o * 5-Pay 分割払プラン・オプションは、TOTALe Online 製品のご購入に

ついてのみご利用いただけます。なおこのオプションご利用の際には、

有効な請求先住所が必要です。 

o 期限の利益喪失 - 支払い期限の到来した月分割支払いを含む、本

販売規約に基づく義務を履行いただけない場合、Rosetta Stone は、

すべての分割支払の即時払いを請求することで、お客様の期限の利

益を喪失させることができることに同意いただきます。Rosetta Stone

の通知の日から 20 日以上経過後もなお、月分割支払いいただけな

い場合、Rosetta Stone は、お客様の期限の利益を喪失させることが

できます。Rosetta Stone が期限の利益を喪失させることとした場合、

ご購入いただいた製品の当初の購入価格の未払い金額全額を一括

して支払うことに同意いただきます。 

o 不履行後の権利 - 上記規定にしたがって、お客様の支払い義務の期

限の利益が喪失した場合、Rosetta Stone がお客様に購入いただい

た製品のオンラインサービス機能の利用を停止できること、および本

販売規約に基づき支払うべき金額について、法令により認められる

最高利率によって算出される遅延利息の支払いに同意いただきま

す。 

o 税金、追加費用および手数料 - 送料および税金については、お客様

の購入される製品の総価額にしたがって初回分割支払いと併せ請求

させていただきます。 
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