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全世界で通算 10 億を超えるダウンロード実績* 

定番ファイル管理ユーティリティ WinZip シリーズの最新バージョンが、より使いやすくなって新登場 

Corel® WinZip® 19 Pro/Standard† 発売のお知らせ 

 
コーレル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堺 和夫）は、もっとも広く利用されているファイル管理ユーティリティ
WinZip シリーズの最新バージョン、WinZip 19 を 2015 年 6 月 26 日（金）に発売いたします。 

 

このところ情報の取り扱いに関連した重大な事件が相次いでいます。ひとたび発生すれば企業にも大きなダメージを与える情報漏洩。
これを防ぐにはネットワークの対策やセキュリティソフトの導入も不可欠ですが、ファイルそのものを守るという観点からファイル管理ソフト
の導入も有効なソリューションのひとつと考えられます。 
WinZip 19 には、ダウンロード版のほか店頭専用の POSA 版、そして法人を対象としたボリュームライセンスと、様々な対象に向けた
バリエーションが揃っています。すぐに対応を始められる、シンプルで強力な安全対策としてぜひお勧めしたい製品です。 
 

*当社集計による
 
 †提供されるプログラムは、WinZip 19.5 です 

WinZip とは 
1991 年の登場以来、20年以上に亘り全世界で合計10 億ダウンロードを超える定番ファイル管理ソフトです。ファイルの圧縮解凍
機能はもちろん、高度な暗号化や PDF 変換機能を使ったファイル保護機能などを備え、大切な情報を漏洩や意図しない改変から
守ります。また、クラウドとの連携により大きなファイルの管理や共有をシンプルな操作で実現します。 
WinZip には、ファイル管理に必要な機能を一通り備えた「Standard」と、強力なバックアップ機能を追加した「Pro」の 2 つのグレー
ドがあります。またダウンロード版のほか、ボリュームライセンス等のラインアップを取り揃えています（製品構成は後述）。 

 

WinZip 19 の新機能（Pro/Standard 共通） 

シンプルで洗練されたユーザーインターフェイス 

ファイルの場所、対象ファイル、ファイルに対する操作を一目で見渡せる新しいユーザーインターフェースを採用。クラウドやローカルなど
様々な場所に保管されたファイルや、ファイル圧縮時に必要な暗号化の有無や設定などにも効率よくアクセスすることができます。 

（図の左から）ファイルの場所を参照する「ファイル ウィンドウ」、Zip ファイルを作成するための「Zip ウィンドウ」、ファイルに対する操作を設定／実
行する「アクション ウィンドウ」 
「ファイル ウィンドウ」の「クラウドを追加」から、ご使用のクラウドサービスをあらかじめ登録しておくことも可能です。 
対応サービス：ZipShare、Box、CloudMe、Dropbox、Google ドライブ、OneDrive など 



インターフェイスのカスタマイズ 

新しく採用された三分割表示を従来のクラシック表示に簡単に切り替えることができるほか、「ファイル ウィンドウ」や「アクション ウィン
ドウ」の表示非表示もメニューアイテムのクリック一つで設定可能です。 
日々使用するファイル管理ソフトウェアだからこそ、ストレスなくお使いいただけるよう使い勝手を重視しています。 

ユーザーインターフェイスは、「表示」メニューからクリックするだけで切り替え可能 

柔軟な操作性 

ファイルの圧縮時に指定する暗号化方式や写真縮小時の解像度、透かしの位置や透明度などを、zip ファイルの作成前／作成時
／作成後の好きな時に指定することができるようになりました。 
また、設定の適用範囲は zip 内の全ファイルだけでなく、個別に指定することが可能です。 

たとえば、「一つの zip ファイル内の 3 つのファイルにのみ、特定の位置とテキストで透かしを追加する」といったことも簡単です 

WinZip Express アドインの統合 

エクスプローラーや Office 製品からいつでもファイルの圧縮／共有ができる便利な「WinZip Express」を WinZip インストーラに統合。 
たとえば Outlook で添付ファイルのサイズや圧縮／暗号化／変換方法、使用するクラウドサービスなどを指定しておくと、添付ファイ
ルのサイズが指定より大きな場合にファイルを圧縮し指定のクラウドサービスにアップロード、メール内にダウンロードリンクを挿入するとい
う処理を自動的におこなうことができるようになります（Office 2013/2010/2007 に対応）。 

WinZip Express for Outlook の設定画面 

 



マウスの右ボタンをクリックすると表示されるコンテクストメニューに WinZip メニューが追加され、いつでもファイルの圧縮と共有が可能に
なる「WinZip Express for Explorer」が自動インストールされるようになりました。 
 

左：エクスプローラのコンテクストメニュー
から WinZip Express を選択すると表
示されるダイアログ。 
ここから各種設定を都度選択し、その場
でファイルの圧縮／変換／共有が可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上：コンテクストメニュー上の 
WinZip Express 

 
 

2 in 1 デバイスへの対応 

タブレット/ラップトップモードを切り替えると、ディスプレイが自動的に調整されます。 

高度な自動バックアップ機能（Pro のみ） 

自動バックアップの作成／編集機能を強化。より効率的な運用が可能です。 
 

WinZip の基本機能 

ファイルの解凍と圧縮 

・様々な圧縮ファイル形式を解凍（zip、ISO/IMG、LHA/LZH、RAR、CAB、TAR など） 
・ファイル圧縮オプションを装備（zip/zipx、圧縮モード：最大/強化版圧縮/超高速/圧縮なし、分割 zip ファイル、自己解凍形
式など） 

ファイルの管理／保護機能 

・強力な 256/128 ビット AES 暗号化方式のサポート 
・Microsoft Office ファイルを zip 圧縮する際に、PDF に変換 
・画像や PDF への透かしの追加機能 
・圧縮されたファイルを解凍する前に内容を確認できる、便利なプレビュー機能 

強力なバックアップ機能（Pro のみ） 

・バックアップジョブを対話形式で設定できる、わかりやすい WinZip ジョブウィザード 
・CD/DVD/Blu-ray ディスクに直接バックアップを作成 
・クラウドアカウント/デスクトップフォルダ間でのバックアップ 
 
※上記機能は抜粋です。詳細は WinZip 製品ページ（www.corel.jp/wz/）をご参照ください。Pro/Standard の詳細な機
能比較表も、製品ページ上にございます。 

  



WinZip 製品構成 
WinZip 19 には、すぐにご使用いただけるダウンロード版、企業でのご使用に最適なライセンス製品およびソフトウェア販売店にてご
購入可能な POSA 版があります。 

ダウンロード版 

名称 標準価格（税別） JAN コード 
WinZip 19 Pro 通常版 ダウンロード 6,400 円 4573197073752 
WinZip 19 Pro アップグレード版 ダウンロード 3,200 円 4573197073769 

WinZip 19 Standard 通常版 ダウンロード 3,800 円 4573197073776 
WinZip 19 Standard アップグレード版 ダウンロード 1,900 円 4573197073783 

  ※アップグレード版は、WinZip 16-18 をお持ちの方を対象とした優待製品です 

ライセンス製品 

まとまった本数の導入を検討のお客様を対象とした、お得なボリュームライセンスの設定がございます。 
詳細は、WinZip 製品ページ（www.corel.jp/wz/）をご参照ください。 

ダウンロード版およびライセンス製品の取扱開始日 

2015 年 6 月 26 日（金） 

POSA 版について 

店頭で販売されている WinZip POSA 版は、2015 年 6 月 26 日（金）に提供プログラムが WinZip 19 に切り替わります。 
詳細は、ご購入製品に記載されている「WinZip インストール用シリアル番号発行専用ページ」をご参照ください。 
 

WinZip 19 動作環境 
対応 OS：Windows 8/7/Vista 
その他：Internet Explorer 8 以上 
 

WinZip 製品ページ 
WinZip の詳細な機能および製品構成等については、下記製品ページをご参照ください。 
また、45 日間無償で機能をお試しいただける体験版も配布しております。 
www.corel.jp/wz/ 
 

関連情報 

コーレルについて 

Corel は、業界で最も知名度の高いグラフィック、生産性、デジタル メディアに関する製品を複数供給している世界のトップに位置
するソフトウェア企業の一社です。長年にわたり、革新的で信頼性が高く簡単に使いこなすことができ、生産性を格段に向上させる
製品を提供すると評価されています。ソフトウェアの技術革新、デザイン、価値を提供するとして高く評価され、業界から何百もの賞を
受賞しています。 
CorelDRAW® Graphics Suite、Corel® Painter®、Corel® PaintShop® Pro、Corel® VideoStudio®、Corel® 
WordPerfect® Office といった当社の製品ラインアップは、世界中で数百万人に使われています。 
 

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先 

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 
 
 
記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。 

 


