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初めての方も安心してデジタルアート、フォトアートが作れる 

Painter® Essentials™ 6 
発売のお知らせ 

コーレル株式会社（本社：東京都港区、会長：堺 和夫）は、Windows および macOS 対応のデジタルペイント
&フォトペイントソフトウェア、Corel® Painter® Essentials™（コーレル ペインター エッセンシャルズ）の最新
バージョン COREL Painter® Essentials™ 6 を2018年2月7日（水）に発売します。 

Corel Painter Essentials 6 は、受賞歴のある Natural-Media®（ナチュラルメディア）ブラシを使って、白紙の
キャンバスに自由に描画することも、写真からフォトアートを作成することもできる、デジタルペイント&フォ
トペイントソフトウェアです。直感的な操作が特徴の Painter Essentials には、すぐに使いこなせる環境が用意
されています。初めての方も、楽しみながらパワフルでリアルなアートツールを使用して目的の作品を作ること
ができます。 

ドキュメントウィンドウと各種パネル 

製品の特徴 

本物と見間違うようなリアリティを作り出す Natural-Media® 

本物のようなドライメディア（チョーク、鉛筆、パステルなど）、そしてリアルなウェットメディア（油彩、エ
アブラシ、ペン、デジタル水彩など）を使って、リアルで美しい作品を創作できます。使い方がわかりやすいの
で、経験がなくてもすぐに集中でき、印象的な作品を生み出すことができます。 



写真を絵画に変換 
パワフルかつユーザーフレンドリーな SmartStroke™ ブラシテクノロジーを使って、驚くようなフォトアートを
作り出すことができます。方法は 2 種類あり、写真をもとに Painter Essentials に素早く自動ペイントさせる
ことも、写真に直接ペイントして手作りの作品にすることもできます。 

イラストレーション作成のための、デジタルならではのツール 

キャラクターや環境の作成に適したイラスト用ツールが用意されています。ミラーツールを使えば、描画の時間
を半分に短縮できます。粒子ブラシは、毛皮、髪、布地、煙などを生き生きと描写できます。また、特殊効果ブ
ラシはで作品に特別な切れ味を追加します。 

Painter ユーザーに愛用されてきたブラシテクノロジー 
Painter Essentials は、デジタルアートを始める方のために作られたソフトウェアですが、その核にあるのは 
Painter ユーザーによって長年愛用されてきたブラシテクノロジーです。Painter Essentials には、プロフェッ
ショナル向け製品 Painter のブラシの中から厳選したものが用意されています。 

             
 アクリルとオイル エアブラシ アーティスト フォトペイント ブレンド チョーク、パステル、  
      クレヨン 

             
 デジタル水彩 特殊効果 粒子 パターンペン 鉛筆、ペン、マーカー スポンジ 

おもな新機能と強化機能 

ユーザーインターフェイスを刷新 

アプリケーションを起動したときに開く Welcome 画面が新し
くなりました。作品作りはここから始まります。新しいドキュ
メントやテンプレートを作成したり、ワークフローの UI レイ
アウトを選択したり、Painter Essentials の最新情報を確認し
たり、役立つチュートリアルを開いたり、魅力的なアートギャ
ラリーを閲覧したり、特定のワークフローに適したブラシパッ
クをチェックすることができます。 

スピードとパフォーマンスの向上 
大きなキャンバスや複数レイヤーへの作業、ズームや回転など、大量にメモリが必要な操作も迅速にこなすこと
ができます。また、ブラシがキャンバス上をスピーディーに動くため、ユーザーは作品に集中できます。 



Corel Painter Essentials 6 システム要件 

Windows 

• 最新アップデートを適用した Windows 10 (64 ビット)、Windows 8.1 (64 ビット) または Windows 7 
(64 ビット) 

• Intel Core 2 または AMD Athlon 64 プロセッサ、2 GHz 以上 
• 論理コア 4 個以上（推奨） 
• 2 GB の RAM（8 GB 以上を推奨） 
• 1 GB 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) * 
• ソリッドステートドライブ（推奨） 
• 1280 × 800 の画面解像度（1920 x 1080 以上を推奨） 
• マウスまたはタブレット 
• 最新アップデートを適用した Microsoft Internet Explorer 11 以上 
• 製品をアクティブ化するには、まずインターネットに接続して製品登録を行う必要があります。 

* Microsoft .NET Framework 4.6 用に追加の空き容量が必要になる場合があります。 

macOS 

• 最新アップデートを適用した macOS 10.13、10.12、OS X 10.11 および OS X 10.10 
• 64 ビットをサポートしたマルチコア Intel プロセッサ 
• 論理コア 4 個以上（推奨） 
• 2 GB の RAM（8 GB 以上を推奨） 
• 750 MB 以上のハードディスク空き容量（アプリケーションインストール用） 
• ソリッドステートドライブ（推奨） 
• 1280 × 800 の画面解像度（1920 x 1080 以上を推奨） 
• マウスまたはタブレット 
• 製品をアクティブ化するには、まずインターネットに接続して製品登録を行う必要があります。 

発売製品一覧 

ダウンロード版 

●アカデミック版 
学校教育法によって定められた教育機関の学生または教員、地方行政に関する法律に規定された教育目的の組
織を対象とした商品です。対象教育機関は以下の通りです。 

製品名 JANコード
参考標準価格
（税別）

発売日

Corel Painter Essentials 6 4573197061209 ￥7,800
2018年 2月 7日Corel Painter Essentials 6 アカデミック版 4573197061216 ￥4,800



• 学校教育法によって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、盲学
校、聾学校、養護学校、専修学校、各種学校 

• 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 

• 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機関 
美術館、教員研修センター、研究所、等 

• 国または地方自治体が管轄している大学校 
防衛大学、警察大学、消防学校、農業大学校、等 

• 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、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校、等 

※ 該当の教育機関によって運営されている病院の施設も対象となります。 
※ 学校法人格を有せず、営利を目的に設立された専門学校やパソコンスクール等は対象となりません。 

※ 教育機関向けボリュームライセンスもダウンロード版と同時に発売します。 

Painter 製品情報 掲載用URL 

　http://www.painterartist.com/jp/ 

関連情報 

【コーレルについて】  

Corel は、世界のトップに位置するソフトウェア企業の一社です。我々のミッションはシンプルで、人々が  
新たなレベルの創造性、生産性、そして、成功を手にすることをお手伝いすることです。詳細については 
www.corel.com をご覧ください。 

© 2018 Corel Corporation. All rights reserved. Corel、Corel ロゴ、Corel balloon ロゴ、Painter、Essentials、
Natural-Media および SmartStroke は、カナダ、アメリカ合衆国およびその他の国における Corel Corporation 
および/またはその子会社の商標または登録商標です。その他の商標は、それぞれの企業の知的財産です。 
特許： www.corel.com/patent/ 

＜掲載用連絡先＞ 
コーレル株式会社 
URL：　http://www.corel.jp/ 

＜プレスからのお問い合わせ＞ 
コーレル株式会社　〒105-0004　東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル2階 
広報用メール： jp_press@corel.com 
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