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ペイント ショップ プロ

学校や企業で長年使い続けられて　いる
機能性とコストパフォーマンスを両   立した写真編集ソフトウェア

わかりやすい総合写真編集ソフトウェア ソリューション提案幅広いファイル サポート

標準機能
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PaintShop が持つ画像編集・デザインの多彩な機能で　  アイデアに命を吹き込みましょう。
新しいクリエイティブ ツール、より正確になった選択、より     強化されたレイヤ、より高速になったブラシ、そして新しいバッチ モード。
史上最も速く、最も柔軟な PaintShop Pro が完成しまし    た。より速く、より柔軟な画像編集ソフトウェアが
新しいクリエイティブ ツール、より正確な編集機能、すば     やく簡単な修正機能とともに登場。あなたの最高の写真とデザインのために。

タブ付きのワークスペースでは、写真に求められるあらゆる作業を行う
ことができます。管理タブでは、参照、タグ付け、整理をすばやく行うこ
とができます。調整タブのツールは、トリミング、傾き補正、レタッチなど
の写真修正に役立ちます。編集タブでは、写真をさらに洗練させたり、
合成やグラフィック デザイン機能を使うことができます。

インポート元がカメラ、スキャナ、Web、または他の写真エディタでも、
PaintShop Pro は Adobe Photoshop の .psd ファイルなど、人気の
ラスタとベクトル ファイル形式をサポートしています。ファイルの
出力先はさまざまな画像形式から選べるため、簡単に共有することが
できます。

プレゼンテーション
暗くて見えにくい、色味が悪い、まっすぐに写っていない、余分なものが写り込んでいるなど、見る方に良いイメージを与えない写真はプレゼンテーションの
印象に影響してしまいます。PaintShopで最適な写真に補正して、説得力のある資料を作りましょう。

PCマニュアル作成
PCの操作方法を記述するには、パソコンの画面が欠かせません。PaintShopのキャプチャ機能は必要な部分のみを取り込んだり、連続撮影ができたりと
使い勝手に優れています。撮影した画面に文字を加える、大きさを整える、ファイル形式やサイズを変換するなど画像の加工がすべてできるので作業効率が
上がり、わかりやすいドキュメント作成の手助けとなります。

イメージのシミュレーション
一部分の色を変えることが出来るカラーチェンジャー機能で色の違いによる商品のバリエーションを比較する、会社のロゴなどの図形を商品に合成して
仕上がりをイメージするなど、完成予想図をシミュレーションするために使えます。

Web掲載用の画像加工
行事の報告などをWebに掲載する際に使用する写真などの加工や、複数の画像を一括処理(バッチ処理)する際にもPaintShopは有効です。不必要な
部分の切り取り、失敗部分の補正、著作権保護のための透かしの追加、Web掲載のための写真を作る作業に適しています。

学校での活用例
 ・植物の成長をデジカメで撮影し、大量の画像ファイルをPaintShopで時系列に簡単に管理、その観察の変化を写真に
　 文字で書き込みます。
 ・地域の歴史を学習する際に、過去の写真をスキャナで取り込み、現在の風景を撮影し、その違いを大きさや角度で比較
　 できるように写真を補正します。
 ・大きさを揃えて余分な部分を削除するなどの加工をした最適な写真や画像を使うことで、Webページや発表資料を
　 きれいに整えます。
 ・想像力をフル回転して、複数の写真・文字・図形・スタンプなどを組み合わせた合成写真（コラージュ作品）を作り 
　 上げます。

システム要件
  ● Windows 10、Windows 8/8.1、Windows 7(32/64 ビット)※最新のサービスパックを適用
  ● SSE2 に対応した Intel/AMD 1.5 GHz 以上のプロセッサ ※マルチコアプロセッサを推奨
  ● 2GB の RAM ※4GB を推奨 1GB のハードディスクの空き容量 ※2GB を推奨
  ● 1280x768 ピクセル以上の画面解像度、16 ビットカラー ※1366x768/24 ビットカラー以上を推奨
  ● DirectX 9 以降に対応したビデオ/オーディオアダプタ ※最新ドライバを適用
  ● インターネット接続環境
  ● ライセンスメディアからインストールする場合は Windows 対応の DVD ドライブが必要です

果効トンタスンイ出抽のトクェジブオ
64 ビット性能のおかげで、特大の画像ファイルからオブジェクトを簡単
に切り取ることができます。これは大きなファイルで行う多くのタスクで
利用することができます。たとえば、オリジナルのバックグラウンドから
オブジェクトを取り除いたり、抽出した画像をコピーして別の写真内に
設置することなどができます。

■ワンクリック自動補正　■カーブ＆ヒストグラム補正　■肌補正　■トリミング　■明るさ/コントラスト補正　■RAW修正/変換
■フィルム/フィルタ変換　■マルチフォトエディット　■フィールドの奥行き調整　■HDR合成　■ピクチャーフレーム　■赤目補正

写真にクリエイティブな効果をすばやく追加できます。アーティスティック、
フィルム スタイル、白黒、風景など、スタイル カテゴリに分類されている
さまざまなプリセット効果を選択できます。サムネイルを使えば、必要な
効果を簡単に選択できます。

PaintShop Pro X8/PaintShop Pro X8 Ultimate システム要件（2016年3月現在）

Windows®
PaintShop®Pro



ビデオスタジオ

ビデオスタジオ
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簡単にすばやく、高度なビデオ編集を　楽しく実現できるこのソフトウェアを
使えば、どんなビデオも最高の見栄え　に仕上げることができます。

簡単ムービー作成から高度なタイムラインでの編集まで、 　 VideoStudio にはあらゆるタイプのビデオ編集に必要なツールがそろっています。
マルチカメラエディタ、数々のクリエイティブなエフェクト、 　トランジション、タイトル、そしてプロ品質のオーディオツールで物語を伝えましょう。

入　力 編　集
ストーリーボード/タイムライン形式を使用
した直感的な編集が可能です。ほぼすべての
操作をマウス操作で完結でき、専門知識が
なくとも作品を作り上げることができます。

出　力
作成した動画作品を用途に合わせて様々な形式
で出力したり、YouTube、Vimeo、Facebook
など、お気に入りのサービスに VideoSudio から
直接ビデオをアップロードすることができます。

ソリューション提案
ビデオを使った研修マニュアル
研修や作業工程などは、映像にして可視化することで文章によるマニュアルより効果的に伝えることができます。VideoStudioでは必要な説明のテキストを
加えることができます。専門家でなくとも素早く簡単にビデオ編集ができ、映像マニュアルの作成に役立ちます。

ビデオを使ったプレゼンテーション
インパクトのあるプレゼンテーションには映像が利用されることが多くなりました。制作会社に依頼する予算がなくても、
VideoStudioならば本格的な映像を簡単な作業で作成でき、効果的な演出が可能となります。
また、上映する機器や場所に最適なものを用意するために、解像度やファイル形式を選んで書き出すこともできます。

宣伝/PRのためのオンラインアップロード
いまや多くの学校や企業がWebページを持ち、インターネットで情報を発信するのが当たり前となっています。宣伝やPRのために
動画を使うことはもはや一般的な手法となっています。VideoStudioを使えば低予算で本格的なビデオ編集ができ、オンライン
アップロード機能で簡単にWebへアップロードを行えます。

授業や学校行事でのビデオ編集
VideoStudioは初心者でも直感的に使用することができ、専門知識が不要なため簡単なビデオ編集を授業で扱う際に最適なソフトです。例えば入学式や
卒業式などの様々な学校行事を動画で記録し、編集後DVDに保存して生徒に配布することも可能です。また、学校に設置された「電子黒板の活用」として
VideoStudioが導入されている小学校もあります。

学校での活用例
 ・学校の授業で作った粘土をキャラクターに見立て、コマ撮り撮影をしてクレイアニメーションを制作できます。
　 1/30秒間単位の編集が出来るVideoStudioならプロ顔負けの作品作りに挑戦できます。
 ・映像制作ではシナリオ、演出家、出演者、小道具、音響、編集など役割分担を決め、共同作業が必要となります。総合的な
　 学習や文化祭の出し物などクラス全員が取り組む課題としてビデオ作成・編集は最適です。また、研究発表や研　 
　 内容の記録・配信などのツールとして最適です。

システム要件
システム要件：
 ● Windows 10、Windows 8.x、Windows 7（64 ビット OS を強く推奨）
 ● Intel Core Duo 1.8 GHz、Core i3 またはAMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0 GHz 以上
  ・AVCHD および Intel Quick Sync Video には Intel Core i5 または i7 1.06 GHz 以上が必要です
  ・4K およびマルチカメラ編集には、Intel Core i7 または AMD Athlon X4 以上が必要です
 ● 2 GB 以上の RAM（Windows 64 ビットでは最小4GB、4K およびマルチカメラ編集には8GB 以上を強く推奨）
 ● ハードウェアデコーディングアクセラレーションには、Vertex および Pixel Shader 2.0 以降でのDXVA2 VLD
  モードに対応し512 MB 以上のVRAM を搭載したグラフィックカードが必要です
 ● 128 MB 以上の VRAM
 ● 1024x768 ピクセル以上の画面解像度
 ● Windows 対応サウンドカード（サラウンドプレビューにはマルチチャネル出力が必要です）
 ● プログラムインストールのために 6 GB 以上のハードディスク空き容量
 ● ライセンスメディアからのインストールには、Windows 対応のDVD ドライブが必要です
 ● DVD / AVCHD Disc を作成するには、Windows 対応のドライブが必要です
 ● インターネット接続

対応入出力デバイス：
 ● 使用する OS をサポートする DV、HDV および Digital8 ビデオまたはビデオデッキ
　（IEEE 1394 / FireWire ポートが必要です）
 ● アナログビデオカメラ（対応アナログキャプチャカードが必要です）
 ● USB 映像取込み機器、PC 用カメラ、Web カメラ
 ● AVCHD/XAVC-S およびそれ以外の、ファイルに記録するデジタルビデオカメラ
 ● iPhone、iPad、Android スマートフォン、Windows フォンおよびSony PSP

☆Blu-ray Disc のご利用について
VideoStudio Pro X9 でBlu-ray Disc（読み込み／書き出し）をご利用いただくには、
有償オプションのBlu-ray プラグインが必要です。Blu-ray プラグインのご購入に
ついては、「VideoStudio X9 ライセンス製品価格表」をご参照ください。
VideoStudio Ultimate X9 のシステム要件、入出力対応フォーマット等最新の情報に
ついては、VideoStudio X9 製品ページもあわせてご参照ください。

■動画の手ぶれ補正やトランジションなど1500以上のエフェクト　■ナレーションの録音　■BGMの追加　■スマートプロキシ
機能（ハイビジョン映像編集のパフォーマンスを大幅に改善）　■シーケンスファイル（連番ファイル）の取り込み　■再生速度変更
■映像と音声の分離　■動画の静止画キャプチャ　■作業中の状態を素材毎にZip保存　■DVDディスクへの書き出し　■資料や
プレゼンテーションで使用する各種ビデオファイル出力　■YouTubeなどオンラインアップロード出力

標準機能

ビデオカメラで撮影した映像やデジタルカメラ
で撮影した動画・画像の他、保存済みのビデオ
ファイルやオーディオファイルなどなど様々
な動画や画像を素材にすることができます。

主な編集機能
マルチカメラ・エディタ
マルチカメラ エディタで、
さまざまなアングルから
物語を展開しましょう。複
数のカメラからの映像を
簡単に切り取り編集し、
オーディオ同期で自動的
にクリップを同期するか、
マーカー、撮影日時、また
は手動で同期します。

DV/HDVTM/
AVCHDTM/4Kカメラ

DVD/AVCHDTM/
Blu-ray（別売）

デジカメ写真/動画
一眼レフ写真/動画

ビデオファイル DVD/AVCHDTM/
Blu-ray（別売）

DV/
HDVTMカメラ

ビデオファイル
3Dビデオ/AVCHDTMなど

VideoStudio Pro X9 のシステム要件（2016年3月現在）

再生速度変更
スローモーションや、早回し
のタイムラプス効果を利用
してビデオをドラマティック
に仕立ててみましょう。
再生速度変更機能により、
複数のビデオクリップに
作業を加えなくても、簡単
に任意の部分のスピードを
変えることができます。

字幕エディター
ビデオに字幕を追加する
時間と労力を大幅に削減
できます。字幕エディター
を使用すると、ビデオ内の
発話を自動的に検出して
字幕が必要な部分を編集
可能なリストで見ることが
できるため、すばやく簡単
に作業できます。

スクリーン キャプチャ
画面から直接録画することが
できるので、プレゼンテーション、
デモやトレーニングビデオに
カスタムコンテンツを追加
することができます。スク
リーン キャプチャ ソフトウェア
により、システムオーディオと
マイクのサウンド両方を簡単
に取り込むことができます。

シンプルで多機能、使いやすく覚えやすい操作性

スマートレンダリング機能による高速変換

高画質ビデオファイルの入力/編集/出力に対応

Windows®
VideoStudio®
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コーレル ドロー
グラフィックス スイート

DTPからビジネスシーンまで、Win   dows環境に
最適なデザイン環境を提供するグ   ラフィック＆レイアウトソフト

CorelDRAW Graphics Suiteは、世界中のデザインの　  現場で支持されているWindows対応の代表的な統合型デザインパッケージ。
1本でDTP、デジタル画像編集、複数ページレイアウトの    すべてをこなし、作業の効率化とクオリティアップを実現します。

Corel Font Manager
Corel Font Manager でフォントを検索、管理
すれば、どんな書体も完璧に使いこなせます。書体や
フォントの管理が簡単で、インストールされていない
フォントも図面や書類で使えるようになります。
グラフィックデ
ザインから出
版など、フォン
トを毎日利用
する現場に最
適です。

カットアウトラボ
写真をなぞるだけで、簡単切り抜くことが
できる機能です。

その他主な標準機能
テーブルツール/ページごとに独立したレイ
ヤー /PDF出力/テキストのライブビュー /
筆圧感知ブラシ/ベクトルオブジェクトの
トリミング/スマート塗りつぶし/オブジェ
クトのノード数最適化/テキストのパス結合
/差し込み印刷/大判印刷/最大999ページの
ドキュメント作成/Webデザイン用の出力

EPS、AI、PDF、PSD、JPEG、TIFF、GIF、SVG、
DWG、DXFなど100種類以上のファイル形式を
サポート
Adobe Illustratorの代替品としてお勧めできます

ベジェ曲線を使った自由なデザイン
CorelDRAWはベジェ曲線を使って自由に
デザインを作成することができるほかフリー
ハンドやアートメディア、折れ線などでデザ
インや表作成を行うことができます。

Corel PowerTRACE
画像やロゴを流用して資料作成などに使用する
際にビットマップをトレースすれば、拡大して
もなめらかできれいな状態で使用することが
できます。

テキストの回り込み
段落テキストの中にオブジェクトを置くと、
テキストが自動でオブジェクトをよけて配置
されます。

ソリューション提案CorelDRAW®Graphics Suiteの主な機能
CorelDRAW®Graphics Suiteに含まれるソフト
CorelDRAW® X8 - ベクトル イラストレーションとページ レイアウト
Corel® PHOTO-PAINT® X8 - 画像編集
Corel Font ManagerTM X8 - TrueType および OpenType のフォント管理

社内報や提案書の作成
難しい操作を必要とせずワープロソフトのように扱えるので、デザインを専門としない方でも写真や画像などを多用した社内報などのドキュメント作りに
取り組めます。ワープロソフトと違い文字の配置などに束縛されないので、自由なレイアウトで表現力を高められます。1つのファイルの中に複数のページ
を混在できるのも便利です。PDFファイルとして書き出すことができるので、Webページに公開するなど2次利用もしやすくなります。

ロゴやイラストの作成
文字や図形をベクトルデータとして描きますので、大きさを変えても美しいままで後の修正が簡単です。立体化、影付け、変形なども容易なのでイラスト、
ロゴ、バナーなどの作成が簡単です。スキャナで取り込んだ手書きの図案や写真をベクトルデータとして扱えるようにする、強力なトレース機能が作業の
効率化に役立ちます。

POPやチラシの作成
図形の中に写真を取り込んだり、星形や多角形が即座に描画できたりと多彩な表現が簡単にできるので、売場の現場担当の方が自ら店頭を華やかに飾る
POPやチラシを作れます。写真の編集機能、バーコード作成機能、付属の1万点のクリップアートおよびデジタルイメージ・1000点のフォント・2000点の
写真素材など豊富なコンテンツがその手助けとなります。

工業デザインの作成
CorelDRAWはBスプラインや平行、水平、垂直、直角など様々な寸法線に対応し、曲線描画やサイズや角度などの数値表記も簡単に作成することができ
ます。カラーマネジメントエンジンの強化により色の精度が向上し、印刷時の結果を画面上で印刷せずにシミュレートすることも可能です。

学校での活用例
 ・専門業者が作ったような本格的な校内新聞やPTA新聞の製作に取り組めます。
 ・大型の看板や垂れ幕をきれいな文字で印刷して飾ることで、運動会や学園祭などのイベントを盛り上げます。
 ・イラストや図形を使用して、教材などの配布物や発表資料などをよりわかりやすくすることができます。作ったデータは
　 簡単に変更ができるので、枠組みやレイアウトなどの再利用も可能です。
 ・洗練されたデザインをするためには欠かせないベクトルグラフィックをきちんと学習するための入門ソフトとして最適です。

システム要件
  ● 32 ビットまたは 64 ビットの Windows 10、
　 Windows 8.1 または Windows 7

）用適トーデプッアびよお PS 新最てべす（ 　
  ● Intel Core i3/5/7またはAMD Athlon 64
  ● 2 GBのRAM
  ● 1 GBのハード ディスク空き容量(コンテンツなしの
　 通常インストールの場合)
  ● マウス、タブレットまたはマルチタッチ スクリーン

   ● 100% (96 dpi) で 1280 × 720 の画面解像度
   ● DVDドライブ (ライセンスメディアからのインストール
　 の場合)
   ● Microsoft Internet Explorer 11以降
   ● Microsoft .Net Framework 4.6 
　※CorelDRAW Graphics Suiteの認証、パフォーマンスおよび安定 
　　性向上のためのアップデート適用、オンライン コンテンツへのアク
　　セス、および QR コードやコンテンツ センターなどの機能の利用
　　には、インターネットに接続してサインインする必要があります。

CorelDRAW Graphics Suite X8（2016年4月現在）

（2016年4月現在）

Corel® PowerTRACE® X8 - ビットマップからベクトルへのトレースツール 
　　　　　　　　　　　　   (CorelDRAW X8アプリケーションの一部)
Corel® CONNECTTM - コンテンツ ファインダー
Corel® CAPTURETM X8 - スクリーンキャプチャ ツール
Corel® Website CreatorTM - Webサイト デザイン

数百種類
以上の高品質な
デザイン
テンプレート
が付属

完成画面

TRACE

Bitmap

CorelDRAW®

GRAPHICS SUITE
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世界中のトップクリエイターから愛　されている
本物の画材を忠実に再現できる世　界最高峰のペイントソフト

Painterは、まるで実際の画材を使って描くような感覚で　  作品制作を行える世界最高峰のペイントソフトウェアです。
多彩なブラシツールと独自の機能、軽快なパフォーマンス     でさらなる表現力と創造性を発揮することができます。

スペシャル メディアブラシ ソリューション提案使いやすいインターフェース

標準機能

かつてないほど豊富なバリエーションのブラシを生成！リアル水彩、リキッド
インク、およびインパストを粒子ブラシと合わせて、オリジナルのミクスト
メディアを作り出しましょう。この新ブラシの使用により時間を大幅に短縮で
きるため、最終的に作品を通常の半分の時間で完成させることができます。

整理され選びやすく使いやすいブラシセレクタを搭載。さまざまな方法で
ブラシを整理し、表示することもできます。

洗練されたプロジェクトデザインのために
デザイナーが手書きの感覚で思いのままにスケッチできるPainterは、車・時計・映画のストーリーボードなど感性に訴える製品のコンセプトデザインを
描くために使われています。古来より美しいバランスと言われている「黄金比」を取り入れるため黄金分割構図ツールが、洗練されたデザインを考える上
での手助けとなります。デザインが製品の売上を左右する大きな要素となっている成熟したマーケットでは、Painterのニーズはますます高まっています。

ゲーム・マンガ・映画の表現力向上に
エンターテインメントの世界でPainterは欠かすことのできないデジタルペイントツールです。手描きの味わいを重視するマンガやアニメーションでは
Painterの多彩な表現力がアーティストに支持されています。リアルな表現のコンピュータグラフィックスが求められる映画やゲーム制作の場面では、
テクスチャや背景などの素材を作るためにも利用されています。

商業イラストレーション
慣れ親しんだアナログの制作環境から、費用も手間も軽減されるデジタルへ移行するためにPainterは欠かせない存在です。数多くのアーティストは
芸術作品のみならず、キャラクターやパッケージなどの商業イラストレーションを描くために用いています。写真から自動的に絵画を作成するフォト
ペインティング機能は、プロの写真家が肖像写真や記念写真をアーティスティックな作品に生まれ変わらせる手段として活用しています。

外部機器との高い互換性
Painterはワコム社製タブレットと高い互換性を持っており、筆圧検知や傾き検知などのタブレットの能力を高い精度で引き出す
ことが可能です。またPainterのカラーマネジメント機能ではカラープロファイル情報をファイルに埋め込んで保存できるように
なり、他のアプリケーションとの間でファイルをやり取りする際に忠実な色を再現することが可能です。PhotoShopとの互換性も
向上し、両ソフト間でのインポートやエクスポート時の作業もより簡単となっています。

システム要件

フォトアート

■デジタルペインティング　■ブラシカスタマイズ　■物理学に基づいた画期的なブラシ「粒子ブラシ」　■リアル水彩、リキッド
インク、インパストを粒子ブラシと組み合わせたスペシャルメディアブラシ　■使い方に合わせてカスタマイズ可能なインター
フェース　■素材画像を基に絵画調の画像へ変身　■ワコムタブレットと高い互換性

Painter 2016（2016年3月現在）

Windows
  ● 最新の Service Pack がインストールされた 
　 Windows 10 (64 ビット)、Windows 8.1 (64 ビット) 
　 または Windows 7 (64 ビット)
  ● Intel Pentium 4、AMD Athlon 64 
　 または AMD Opteron (Intel Core 2 Duo 以上推奨)
  ● 2 GB RAM (4 GB RAM 推奨)
  ● 750 MB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション 
　 ファイル用) *
  ● 1024 × 768 の画面解像度 (1280 x 800 以上を推奨)
  ● マウスまたはタブレット
  ● DVD ドライブ (ライセンスメディアからのイントール
　 の場合)
  ● Microsoft Internet Explorer 11 以上

Mac
  ● Mac OS X 10.10 または 10.9 (最新アップデート適用)
　 OS X El Capitan (10.11)には アップデート 1 以降で
　 対応しています
  ● Intel Core 2 Duo
  ● 2 GB RAM (4 GB RAM 推奨)
  ● 540 MB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション 
　 ファイル用)
  ● 1024 × 768 の画面解像度 (1280 x 800 以上を推奨)
  ● マウスまたはタブレット
  ● DVD ドライブ (ライセンスメディアからのイントール
　 の場合)
  ● Safari バージョン 7 以上

Yuki Matsumoto

強力なペイントツールと、Painter独自の
イメージクローン作成機能により、写真に
写ったその一瞬をデジタルアート作品に
変身させることができます。

Marilyn Sholin

Henk Dawson

Melissa Gallo Marilyn Sholin

Windows®
Painter®
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世界有数の圧縮ソフトウェア
すばやく確実な圧縮、解凍、信頼の   暗号化を実現

WinZipは、圧縮ファイルのスタンダードとなっている     Zip形式の圧縮と解凍を行う代表的なユーティリティです。
高度な暗号化技術を備え、重要なデータの保護、管理に     最適です。

主要な圧縮形式をすべて解凍

高度な情報セキュリティを
要求される企業で多く採用される実績

標準機能

日本国内では「圧縮･解凍ツールは無償ソフトで充分」という方も多く
います。しかし、高度な情報セキュリティレベルを要求される企業では、
サポートがない無償ソフトを社内PCにダウンロードして利用することを
許可しません。
メーカーのサポートが充実している有償ソフトがWinZipです。
また、情報セキュリティに高い意識を持った企業や団体が数多く採用して
いるのもWinZipの特徴となっています。

さらに強力なファイル管理機能
リボンの「管理」タブには、より効率よく強力なファイル管理機能を実現
するさまざまなツールを搭載。クラウド上のファイルもシームレスに扱う
ことが可能です：
●パスやクラウドリンクをクリップボードにコピー
●パソコンやネットワーク、クラウドサービスなどで新しいフォルダを作成
●「ワイプ」機能を使って、ファイルやフォルダを安全に削除
●クラウド上のファイルやフォルダのプロパティ情報を表示
●「編集」機能を使って、クラウド上のファイルを関連づけられたアプリ
　ケーションで編集し、結果をクラウドに保存

■汎用性の高いZip形式の圧縮　■圧縮率の高い独自形式Zipx形式での圧縮　■暗号化による保護/パスワードポリシーの設定
■画像やファイルの解凍前閲覧　■LHA形式など、主要な圧縮形式のファイルをすべて開く　■自己展開アーカイブ作成
■分割圧縮　■Unicodeサポート　■PDFへのファイル変換

対応ファイル
Zip、Zipx、RAR、7Z、LHA、BZ2、IMG、ISO など、すべての主要な圧縮ファイル形式に対応
DOCX、XLSX、PPTX、XPS、ODT、ODS、ODP、ODG、WMZ、WSZ、YFS、XPI、XAP、CRX、EPUB、C4Z を含む
多数のファイル形式を Zip として開くことが可能

（2016年3月現在）

ワンクリックで、Zip、Zipx、RAR、7Z、TAR、GZIP、VHD、XZ など、主要
な圧縮形式のファイルをすべて開くことができます。

「よく使用するフォルダー」から
あらゆる場所のファイルを効率よく管理
「ファイル ウィンドウ」に「よく使用するフォルダー」を追加。コンピュータ
内のハードディスクはもちろんネットワークやクラウドなど、さまざまな
場所のファイルによりすばやくアクセスすることができます。

暗号化方式
AES暗号化や従来型の暗号化方式を選択できます。
AES方式で暗号化したZipファイルは WinZip ソフトウェアを使用して
解凍する必要がありますが、従来型(Zip 2.0)方式で暗号化したZipファ
イルは、WindowsのZip解凍機能で解凍することができます。

パスワードの条件
暗号化したZipファイルに設定するパスワードの条件を予め設定する
ことが可能です。
文字数の他に、アルファベット(大文字/小文字)・数字・記号の有無なども
指定することができます。

パスワード入力画面(Zip圧縮時)
指定した条件にそってパスワード文字列を入力します。

パスワード入力画面(Zip解凍時)
暗号化されているZipファイルを解凍する際に、登録されているパスワード
を入力します。

システム要件
  ● Windows 10 / 8 / 7 / Vista　● Internet Explorer 8 以上が必要です。

WinZip 20（2016年3月現在）

エクスプローラウィンドウ内のフォルダ・ファイルをマウス
操作で簡単に圧縮・解凍する方法の他にWinZipアプリ
ケーションを起動してユーザーインターフェース画面上でフォ
ルダ・ファイルの圧縮・解凍や、更に詳細な操作が行えます。

業界をリードするクラウド サービスへの接続
WinZip では、ZipShare、Box、OneDrive、Dropbox、Google Drive、CloudMe、SugarSync、そして MediaFire
に直接接続できるため、クラウド ファイルをすべてまとめて整理することができます。WinZip を使用する
ことで、大容量ファイルを圧縮してクラウドに保存し、ファイルやリンクを取り出して共有できます。まずファ
イルを圧縮し暗号化することでファイルを保護し、ネットワーク上の貴重なストレージ容量を節約できます。

WinZip®



コーレル トランザクショナル ライセンシング プログラム
Corel Transactional Licensing Program (CTL)

コーレル トランザクショナル ライセンシング プログラム
教育機関向け・官公庁向け価格対応
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Corel Transactional Licensing Program ( CTL )は、企業･官公庁･団体･教育期間などがコーレル製品を
複数本以上ご購入する際にお勧めする、ボリュームディスカウントのライセンスプログラムです。
パッケージでご購入するよりも導入コストが削減され、管理の手間を軽減するメリットがあります。

製品と必要な数量を決めてください

http://www.corel-jp.com/license/price-l ist/
各製品のライセンス価格表ご参照ください

ご購入内容が決まりましたら、申請書（ www.corel.jp/license からダウンロード）にご記入いただき、

ソフトウェアを取り扱う販売会社様や流通会社様にご注文の際、ご一緒にお渡しください。

メンテナンスが必要かご検討ください
メンテナンスはライセンスに付与されるオプションサービスです。ご購入は必須ではありません。ただしライセンスと同時
発注となります。ライセンスに後からメンテナンスを付与することはできませんのでご注意ください。

教育機関向け特別価格のライセンスです、Academic Licenseにはアップグレードは設定されていません。
上位バージョンをご希望の場合、新規ご購入をご検討ください。

メディアとマニュアルが必要か確認してください
ライセンス証書記載のシリアル番号とインストールプログラムでインストールを行います。
ライセンス製品の納品形態の多くは電子納品ですが、別途インストールディスクやマニュアルを
ご用意しております。  ※一部商品はダウンロード提供のみとなります。

有効期限内は購入から常に最新バージョンの製品にアップグレードできます。

累計した価格レベルの適用が可能となります。（WinZipのみ）
メンテナンス付きライセンスを所有する同一ユーザー様が、改めてWinZipを購入する際、前に購入した本数
と合算した価格レベル（ボリューム別単価設定）が適用可能となります。

最新バージョンの一つ前の旧バージョンのライセンスとして使用が許可されます。
※すでに旧バージョンのライセンスとインストールメディアを所有されている方へ向けたサービスです。
※旧バージョンのインストールメディアは販売しておりません。

メンテナンスの更新
ライセンスはそのままにメンテナンスの有効期限を更新することが可能となります。
更新する有効期限は1年～3年のいずれかをお選びください。

※ライセンスはソフトウェア使用許諾であり永年です。ライセンスに有効期限は設けられておりません。
※メンテナンスはライセンスに付与されるオプションサービスであり、有効期限が設定されております。

対象となる教育機関
○学校教育法で定められた教育機関
　幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学（短期大学、大学院）、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、 各種学校
○文部科学省が管轄する独立行政法人および大学共同利用期間
　美術館、教員研修センター、研究所など
○公共職業能力開発施設および職業訓練法人
　職業能力開発校、職業能力買う初大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校など
○地方行政に関する法律に規定された教育目的の組織
　教育委員会、教育センター、教育研究所、博物館、図書館
○国または地方自治体が管轄する大学校
　防衛大学、警察学校、消防学校、農業大学など

対象となる官公庁
○国（中央官庁）　○地方公共団体（都道府県、出先機関、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団）
○独立行政法人　○公益法人

Academic License （アカデミックライセンス）とは

官公庁向けの特別価格のライセンスです。Government Licenseの設定がない一部の製品では、企業向けライセンスを
ご利用ください。

Government License （ガバメントライセンス）とは

Q：購入したい、見積がほしい
　　　ライセンス商品は指定販社様のみのお取り扱いとなっており、直接販売を行っておりません。お見積のご要望はPCソフトのお取り扱い可能な販社様へ
　　　申し出ください。

Q：旧バージョンのライセンスを追加購入したい
　　　すでに販売が終了している旧製品は販売行っておりません。

Q：複数のPCで使いたいが必要なライセンス数は？
　　　CTLで提供されるコーレル製品は「1台のPCにつき、1ライセンス」となります。複数台でご利用の場合、その台数分のライセンスをお求めください。

Q：BootCampや仮想環境でのご利用について
　　　コーレル製品は仮想環境での利用を想定されておりません。これらの環境でご利用の場合、サポート対象外となります。

よくあるお問い合せと回答

※該当の教育機関によって運営される病院も対象となります。
※学校法人格を有せず、営利を目的に設立運営された専門学校やパソコンスクールなどは対象となりません。

A

A

A

A


